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１人で成功することは絶対にない 
１人の力が他人の協力を得たとき 
はじめて事業は成功する。 

P.Fドラッカー



「マーケティング」とは何か？ 
この問いに真剣に向き合い原理原則 
をあつめたものが「ATSUMARU」です。 

われわれは、多くの偉人から 
「ビジネスの原理原則」を学び続け 
マーケティングを追求し続けました。 

全米NO.1マーケティングコンサルタント 
ジェイ・エイブラハムは、 
ジョイントベンチャーとは 
世界最高峰のマーケティング戦略と言います。 
 
“自己資金を投資することなく 
リスクを負うことなく富を築き 
無限の収益機会を獲得し 
圧倒的なビジネス成長を遂げる” 

崇高なマーケティング哲学となります。 
是非、実践して効果を体感して下さい。

• • • • • •

JOINT VENTURE



一人の力で成功することは絶対にない。 
一人の力が他人の協力を得たとき、初めて事業は成功する。 
 
人間は「自分でなければできない」 
と錯覚していることが多すぎる。 
そして不得意なことに時間を割いてはならない。 

自らの強みに集中すべきである。 
 
何事かを成し遂げるのは、強みによってである。 
弱みによって何かを行うことはできない。 
できないことによって、何かを行うことなど到底できない。 
 
組織が存在するのは組織自身のためではない。 
自らの機能を果たすことによって、 
社会、コミュニティー、個人のニーズを満たすためである。 
組織とは目的ではなく手段である。 
 
成果をあげるための秘訣を 
ひとつだけ挙げるならば、それは集中である。 
成果をあげる人は、最も重要なことから始め、 
一度にひとつのことしかしない。 

マーケティングの神様「 P・F. ドラッカー」

3

ドラッカーから学ぶ！ 
「ジョイントベンチャーの原理原則」



所有すればするほど、とらわれてしまうのです。 
より少なく所有すれば、より自由でいられます。 
 
愛とは、大きな愛情をもって、小さなことをすることです。 
私たちは、大きいことはできません。 
小さなことを大きな愛をもって行うだけです。 
 
いかにいい仕事をしたかよりも、どれだけ心を込めたかです。 
 
大切なのは、どれだけ多くを施したかではなく、 
それをするのに、どれだけ多くの愛を込めたかです。 
大切なのは、どれだけ多くを与えたかではなく、 
それを与えることに、どれだけ愛を込めたかです。 
 
導いてくれる人を待っていてはいけません。 
あなたが人々を導いていくのです。 
私たちは、成功するために、ここにいるのではありません。 
誠実であるために、ここにいるのです。 
 
私にできて、あなたにはできないもあり、 
あなたにできて、私にはできないこともあります。 
だから、ともに力を合わせれば、素晴らしいことができるのです。 
 
もし、経験がないならば、尋ねなさい。 
尋ねることは恥ずかしいことではありません 
けれど、知らないことを、知っているようなふりをするのはやめなさい 

神の愛の宣教者会の創立者「マザーテレサ」
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マザーテレサから学ぶ！ 
「ジョイントベンチャーの原理原則」



自分で仕事をするのではなく、 
仕事をさせる適材を見つけることが大切だ。 
 
たとえ自分の会社が天災で全滅したとしても、 
周囲の人材さえ一緒に働いてくれれば、 
いままで以上に大きな会社を作ることができる。 
 
人は誰でも、他人よりも何らかの点で 
優れていると考えていることを忘れてはならない。 
 
相手の心を確実に掴む方法は、 
相手が相手なりの重要人物であると 
それとなく、あるいは心から認めてやることである。 
 
良くも悪くも、人生というオーケストラの中で、 
あなたは自分という、小さな楽器を演奏しなければならない。 
 
自分に関心を持ってもらうために２年間費やさなくても、 
他人に関心を持てば、２週間でより多くの友人を作ることが出来る。 
 
人間は、優れた仕事をするためには、自分一人でやるよりも、 
他人の助けを借りるほうが良いものだと悟ったとき、 
その人は偉大なる成長を遂げるのである 
。 

自己啓発書の先駆者「デール・カーネギー」
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カーネギーから学ぶ！ 
「ジョイントベンチャーの原理原則」



What do you think 

JOINT VENTURE?
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「JOINT VENTURE」とは？

ジョイントベンチャーとは、 

2 社またはそれ以上の会社が提携することにより、
強みを強化し、弱み無力にする「顧客創造」の１つの手法のことです。
 
別名で「アライアンス、コラボレーション、業務提携」と
呼ばれていますが、情報化革命で、全ての “ヒトモノコト” が、 

つながる時代になったこともあり、戦略的提携が全業界で加速しています。 
特に戦略的な提携をする際に、大手企業が以下の３つを大切にしています。

１）フィロソフィ
２）ポジショニング
３）ビックデータ

フィロソフィ
あなたは、どのような「哲学・姿勢・指針・価値」を持ち
人生・仕事をしていき、“何を生きる意味・生きる目的”　
にしているのかということです。

ポジショニング
あなたは、何時、何処で、何を、そして誰と成し遂げたいのか
ということです。何に集中し、何を手放すのかを
明確にしなければ組むことができません。

ビックデータ
あなたにとってビックデータとは何か？
保有すること、保有しないことは何を意味し、
何を可能とし、何を犠牲にするのかということです。
この３つのコトを、正しく理解し、正しく機能させることが
何よりも大切な時代になってきています。
われわれは、古代の叡智と未来の叡智を重ねることで、
世界最高峰のマーケティング戦略「ジョイントベンチャー」
を駆使して“自力・他力・釈迦力”を重ねることで、
無限の可能性を授けてくれます。
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医師向け支援サービスを提供するメドピアは、東京メトロ
ポリタンテレビジョン（TOKYO MX）と、医師向けのイ
ンターネットテレビ「MedPeer Channel」を共同展開する
ことを目的に、業務提携契約を締結。メドピアもつ医師会
員プラットフォームおよび、インターネットサービスの開
発・運用力と、TOKYO MXがもつ報道取材のノウハウお
よび、映像コンテンツの企画・制作力など、両社の強みを
生かし、医師に新しい情報収集の体験を日々提供する。 
テレビ視聴者層からも健康は視聴率がとれるからである。

「PayPay」「メルペイ」「LINE Pay」は合同キャンペー
ンを実施。キャッシュレスの推進は、消費者に利便性、事
業者の生産性向上、消費履歴の情報のデータ化により、家
計管理が簡易になり、大量に現金を持ち歩かずに買い物が
できるなとのメリットがある。また事業者には、レジ締め
や現金取り扱いの時間の短縮、キャッシュレス決済に慣れ
た外国人観光客の需要の取り込み、データ化された購買情
報を活用した高度なマーケティングの実現などのメリット
があることから、経済産業省も、売上の一部を還元する。

SDGs（持続可能な開発目標）とは，2001年に策定された
ミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015年9月
の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年まで
の国際目標です。このSDGsに対して、われわれがどのよう
に向き合い、経営に取り入れるのかを、今後考えていく必
要が出てきているのはご存知だろうか？あなたの会社、商
品・サービスは、どのくらい世界を変えるために貢献して
いるのか、自治体、消費者から問われることになります。

競争に勝つには、協創する時代へ
業界で生き残り、他社に、世界に、競争力を高めるためには、業界の垣根を超えて 
また時に競合他社と戦略的な業務提携し、強みを強化し、弱みを補う必要さえある。 
あなたは生活を豊かにし、データ化し、世界を変え、結果を残しているかで評価される。
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「哲学＋IT」を無視できない経営者

Marketing × Technology  
1 on 多　→　1 on 1　

テクノロジーから目を背けることは、経営破綻を意味する。 
石油を保有するより、データを保有する時代へ。

古代から引き継がれている哲学、未来に創造されていくテクノロジーを重ね合わせ 
経営をして行かなければ、競合に、世界から、淘汰されてしまう恐ろしい時代である。 
特に重要になってくるのが、どれだけビックデータを保有し、活用できるかである。

手遅れになる前に、最初の１歩を踏み出そう。
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データを保有し、ビジネスを制する
下記３つの業界は、各業界の在り方まで変えてしまった一例である。タクシーアプリにより、 
タクシー運転手は、路上で顧客を捕まえることが少なくなった。UberEatsにより出前で 
売上が2倍になった飲食店が増えた。Sansanにより、名刺交換をデータで行う個人が増えた。

日本初のタクシー配車アプリで、2019年11月時点でアプリダウンロード数800
万を突破し、47都道府県の対応エリア・約7万台の対応台数のほか、ビジネスパー
ソン利用率2、対応決済数など、数あるタクシーアプリの中で最大のアプリ。ア
プリマップ上で指定したピン位置へのタクシー手配や、ネット決済によるキャッ
シュレス降車など、タクシーの新たな使用スタイルやシーンを創出しており、都
内大手タクシー会社では、配車リクエストの約8割がアプリ注文と、電話ではな
くアプリでの注文がスタンダードである。

フードデリバリーサービスの「Uber Eats」。Uber Eatsは2015年、カナダのト
ロントでサービスをスタートした。わずか4年で流通総額は80億ドル（約8700億
円）、稼働レストラン数は22万店を超えるという（いずれも2018年実績）、世
界最大のフードデリバリーサービスに成長。日本では2016年9月にサービスを開
始。東京2区の150店舗からはじまったが、1年後には1000店舗、2年後には
3500店舗、3年を待たずに1万店舗を超えるまでに成長。日本全体で飲食店は約
60万店。しかし、そのなかで出前を行っているお店は3万店しかないことから、
市場の拡大は、今後より見込めることは間違いない。

法人向け名刺管理サービス「Sansan」と個人向け名刺管理サービス「Eight」を
展開するSansanが6月、東京証券所マザーズ市場に上場した。われわれは、この
サービスが生まれる前、名刺交換するたびに名刺がデスク積み上げられ、特定の
人に連絡を取りたいと思うたびに、その名刺を探すのに苦労した人も多いことで
あっただろう。Sansanは、この面倒な名刺のデータ移行・管理を無料で引き受
け、アプリ化し、スマートフォンの中に収めてくれた。そのビックデータが資産
となり、われわれは、Sansanを通して、特定の企業・業種、規模ごとに広告を
配信することができるようになったのである。
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AppleやGoogle、MicrosoftはヘルスITにいち早く着目し、独自の健康サービスを 
展開している。特にAppleは、米国の多くの病院と提携して、ユーザーがiPhoneの 
健康アプリから予防接種、検査結果、投薬などのデータを閲覧できるようにしている。

Appleは、iOSで自社のHealthアプリに 
医療記録のセクションを設けている。 
ただし、一部の医療機関で採用されている 
標準に準拠してはいるものの、ユニバーサル
で真に相互利用可能な医療履歴機能には、 
ほど遠い。またAppleは退役軍人省や保険 
会社大手のAetna（エトナ）などの機関や 
企業と提携を結んでユーザーへの医療データ
提供を具体化している。最も驚くべきこと
は、iphoneにはヘルスケア機能がデフォルト
装備であり、あなたは何もしなくても、 
知らない間に情報が蓄積され、摂取されてい
るのはご存知だろうか。今後、Appleは、
AirPods、AppleWatch、AppleGlassなど、
様々な電子端末から、健康データをビック
データ化し、医療分野とアライアンスを 
図り、参入してくるのである。

米カリフォルニア州から、臨床医が 
Apple Watchにより電子カルテに自動入力 
できるシステムが導入されはじめている。 
データ管理をすることで、新規・リピート 
の患者のマーケティングも容易となる。

健康医療は、データが明暗となる
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下記は、実際にわれわれが携わった「ジョイントベンチャー」の事例となります。 
ジョイントベンチャーを駆使するようになってから、自社だけで、ビジネス 
を創造するという概念がなくなります。可能性は無限大となるのが醍醐味です。

われわれのジョイントベンチャー事例

☑芸能人を無料でキャスティングする。 

☑テレビ番組、テレビCMを無料で保有する。 

☑LINE会員1200万人を無料で入手する。 

☑１ヶ月で全国500店舗を無料で間借りする。 

☑リスティング広告を毎月100万円無料にする。 

☑年商1000万円企業が、100億にまで成長する。 

☑SEOで特定キーワードで上位１～５位を網羅する。 

☑社員・スタッフ採用費用を２分の１にする。 

☑良い口コミを増やし、悪い口コミを減らす。 

☑キャラクターのライセンス料を無料にする。 

☑年間費用１億円以上のラジオ広告を無料にする。 

☑キャラクターのライセンス料を無料にする。 

☑全国の新聞折込チラシ1000万通を無料にする。 

☑国、都道府県、市区町村に無料でPRしてもらう。 

☑全国のセールスレディ800人を無料で雇う。 

… etc



はじめまして。 

株式会社PersonalMarketingの代表の小磯です。 

ここまで読み進めて下さり、ありがとうございました。 

私が、ジョイントベンチャーに出会い、研究を積み重ねて、 

誰よりも企画・実践できているのには２つの理由があります。 

１つ目は、私が父親の会社の “倒産” が原因です。 

プライドが高く、人に教わることが大嫌いな父親は、 

誰の助言にも耳を傾けることなく、誰の力も借りることなく、 

ワンマン経営を好み、マーケティング手法を変えなかったことから 

商品が売れなくなり、業績不振となり借金を抱え、自己破産しました。 

２つ目は、父親を助けるために20歳のとき “マーケティング”に出会い、 

勉強し始めたのが原因です。しかし私は、凡人であり、人と比べて 

誇れるものがないことから、みんなに聞きながら、みんなに頼りながら、 

みんなに頭を下げながら、勉強をし、経営を学ぶ日々を送っていました。 

そのプライドのなさ、競争するより、共存を好む性格が、 

“ジョイントベンチャー”という世界最高峰のマーケティング手法に 

出逢わせて下さったのかもしれません。その成功哲学を提供中です。 

・ジョイントベンチャーを習得するメディア「joint ventures」 

・ジョイントベンチャーの原理原則「ATSUMARU」 

にて惜しみなく提供してます。 

是非、よろしければ、あなたの経営にお役立て頂けたら嬉しいです。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小磯卓也

ご挨拶
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joint ventures
マーケティング戦略の最高峰！ジョイントベンチャーを習得するメディア

是非、当サイトをご活用下さい。 
あなたの人生・ビジネスの飛躍を心から応援しております。

ジョイントベンチャー 厳選事例集１０

ジョイトベンチャーの事例が検索できる ジョイトベンチャー契約書雛形が貰える

QRコードを読み取り下さい

「ジョイントベンチャーズ」と検索
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ATSUMARU
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マーケティング戦略の最高峰！ジョイントベンチャーを習得する勉強会

１）ジョイントベンチャーについて 
２）ジョイントベンチャーの事例 
３）メリット・デメリットについて 
４）ジョイントベンチャー思考法 
５）資産とニーズから提携先の洗い出し 
６）顧客の欲求から提携先の洗い出し 
７）従業員の欲求から提携先の洗い出し 
８）ジョイントベンチャー成功と失敗の事例 
９）提携先のアタックリスト作成

１日目 ジョイントベンチャーの思考法

２日目 ジョイントベンチャーの実践法

１）ジョイントベンチャーの設計（6W2H） 
２）リスクリバーサルの設計（6R） 
３）信頼を築く方法（13TR） 
４）アポイント方法とオファーの設計 
５）営業・交渉とクロージング技法（7R） 
６）契約についての注意点 
７）10つのプレゼンテーション方法 
８）大手企業と提携するための上級テクニック 
９）ジョイントベンチャー成功追加要因12



ATSUMARU
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マーケティング戦略の最高峰！ジョイントベンチャーを習得する勉強会
日程   …    2日間 
時間   …    AM 10:00 - PM 17:00 
場所   …    東京都　都内 
定員   …    10名（最大） 
料金   …    29.8万円　 
内容   …    教材・ワークシート・昼食 
特典   …     Joint Venture Club １年間会員

ビジネスの世界は、かつてないほどに競争と困難に満ちています。中小企業が大企業よりも、 戦略的提携で市場を 
支配することにより、多くの場合において、競争力を持つことができると業界でトップを走る成功者は口を揃えてい
います。そもそも企業・組織の存在意義は自身のためではなく、そこにいる一人一人の全従業員が強みに集中し、弱
みを補い合い “顧客創造” をするために存在しています。そのため組織とは忘れがちですが、目的ではなく手段です。
このことを心から理解できた場合、組織とは “社内・社外” に自然に創ることできる。近年では、 会社に出社せず、
好きな場所で、好きな時間に、好きな仕事ができる環境・心境が整ってきました。また高校生も進学せずに「起業」
する人が増える時代となり、公務員でさえ徐々に「副業」が認められ、数年後には「定年退職」のシニアも雇用する
義務も課せられてくると言われてます。「組織とは何か？」「雇用とは何か？」「働くとは何か？”」が、今問われは
じめています。それを解決させるのがマーケティングの最高峰の「ジョイントベンチャー」が学べる２日間です。1日
目は、ジョイントベンチャーのマインド形成を行います。2日目は、ジョイントベンチャーの実践です。参加者全員の
ビジネスマインドを変え、劇的に人生・ビジネスが飛躍する情報・知識・智慧をお届けすることを心から約束します。 
業界NO.1を目指す経営陣には、必ず受講して頂きたいというのが当社からのお願いです。本講座の内容を唯一、 
実践的な内容を深く日本で学べるのは、当社のみです。ぜひ、みなさまと再開できることを楽しみにしております。

返金保証付き
本講義は講演会ではなく、1on1徹底指導の講義型のため少数制となっております。 
受講後、１年以内にジョイントベンチャーできない場合は、返金をさせて頂きます。

※売上から原価を除いた利益は、「一般社団法人七夕協会」の活動資金にさせて頂きます。






