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２０２１年の売れる企画と 

キャッチコピー作りの徹底攻略セミナー 

 

有限会社いろは 

竹内謙礼 
 

■竹内謙礼の２０２１年カレンダーの使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

講義のＣＤでは時間の都合上、触れなかったところもありますので、

必ずＣＤを聴き終わった後にレジュメを読み返してください 

・一目で２ヶ月間のスケジュールが見渡せる。 

・スタッフで共有する情報は積極的に書き込む。 

（書き込まないと予測カレンダーは役に立ちません） 

・目標数値をカレンダーに書き込む（売上、集客数、アクセス数等）。 

・「具体的な反省」を書き込むと、翌年の販促に役立つ。 

（実際に私、竹内謙礼もこの手法を取り入れています！） 

・カレンダーの販促企画キャッチコピーは日々チェックする。 

・キャッチコピー例を参考にして、スタッフと一緒に定期的にアイデア出しをする。 

・企画立案時期、スタート時期をチェックする。 

・卓上カレンダー、手帳に積極的にカレンダーの販促ネタを書き込む。 

・グーグルカレンダーやスマホのカレンダー機能に販促企画を入力する。入力は面倒な

作業になるが、書き込み作業は頭の中に情報を叩き込む重要なアクションになる。 

・従業員の誕生日をカレンダーに書きこむと、より目につきやすくなる。 
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【概要】 ２０２１年はどんな年になるのか？ 
 

●世界経済概況 

国際通貨基金の世界経済見通しによれば、2020 年の世界の経済成長はマイナス 4.9％。感染が

収束に向かえば2021年は5.4％のプラス成長に戻るが、2021年初めに感染が拡大すれば、その年

はほぼゼロ成長にとどまると予測している。 

 2020 年の先進国の公的債務残高は GDP の 128％となっており、各国がコロナ禍に対応するため

の巨額の歳出を積み増している状況。その大半を国債の追加発行で賄った結果、借金が第二次世

界大戦直後を追い抜いてしまってる。 

 しかし、その状況下でも、世界経済が辛うじてコロナ禍でも踏みとどまっていられるのは、アメリカが

ドル高をキープするために金融施策を次々に打ち出していることが要因である。ドル安になると世界

中で金融破綻が起きる恐れがあるため、各国が金融政策を展開し、世界経済が辛うじて保っていら

れる状態が続いている。 

 

【2021 年の米中関係は厳しい状態が続く】 

 2020 年上期のアメリカ経済は、コロナ禍の影響で非製造業が落ち込み、IT 系など一部の製造業

が健闘しているものの、自動車など主要製造業の回復は想定よりも鈍い状況が続いている。一方、

中国の 2020 年４～６月期の GDP は 3.2％増と１～３月のマイナス 6.8％から急回復している。 しか

し、国内の雇用の改善には繋がっておらず、小売や飲食、ホテルのサービスの需要は戻っていな

い。失業率は二桁に達する状況は変わらず、アメリカに反発していかなければ、「コロナ中国責任

論」を認めた形になり、国内の共産党批判が強まる恐れがある。2021 年の中国外交は引き続き強引

な手段を使うことが予想される。台湾問題でアメリカと一発触発になる可能性もゼロではない。 

 

【バイデン氏の大統領就任で世界経済は若干の改善に向かう】 

 バイデン氏がアメリカの大統領に就任した場合、通商面でトランプ氏が進めていた関税面が見直

される可能性が高い。環太平洋経済連携協定への復帰も含めて、世界的な貿易、物流に好影響を

与えることが予想される。 また、トランプ氏が距離を置いていた IT 業界に対してバイデン氏は親和

性が高く、GAFA を代表する IT 企業は大きな恩恵を受けると思われる。デメリットとしては、バイデン

氏はトランプ氏が進めた法人税減税に否定的で、法人税率を現在の 21％から 28％に上げる可能

性がある。所得税の最高税率も現在の 37％から 39.6％に戻すことも予想される。 

  米中政策に関して、バイデン氏は「中国への圧力は弱めない」「融和的な政策に転じない」「同

盟国と連携を深めて対中政策を進めていく」という方針のため、トランプ氏が大統領の時よりも若干

は関係性が修復されるものの、抜本的な改善には向かわないと思われる。バイデン氏の大統領就

任は、デメリットとメリットの双方が存在するものの、世界経済、アメリカ経済にとってプラスに働く要素

は“若干ある”程度と考えたほうがいいだろう。 
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【欧州経済の行方に注視】 

 2020年１月にＥＵからイギリスが離脱。2021年にはドイツのメルケル首相が引退。ＥＵは「統合拡大

の頓挫」と「外交力の弱体」が今後課題になっていく。コロナ禍の感染拡大にともない、国境を閉じる

論議が再熱しており、ＥＵ27 カ国にはさらなる結束が求められる。 

 コロナ禍の煽りを受けて、欧州の国が破綻するような事態になれば、世界的な連鎖で金融機関の

破たんが続く恐れがある。特に観光に依存している欧州諸国は、常にそのリスクを抱えることになる。 

欧州を発端にした世界的な金融恐慌が発生すると、不動産に依存している日本経済の悪化は免れ

ない。金融機関が正常な状況を保てているうちにワクチンを完成させて、コロナ禍問題をソフトラン

ディングさせることが、世界的なコロナ収束に向けたシナリオといえる。 

 

●日本の経済状況 

【コロナ禍前から経済が減退していた日本】 

 日本経済は 2019 年秋に消費税率 10％へ引き上げとなり、さらに大型台風による悪影響が

重なり、2019 年 10～12 月期はマイナス成長に転落した。2020 年７月末、内閣府の経済社会

総合研究所は景気の拡大局面から後退局面への転換を示す山を「2018 年 10 月」と認定。つ

まり、日本経済はコロナ禍前より後退期に陥っていたことになる。 

 内閣府が 2020 年８月 17 日に発表した同年４～６月期の国内総生産成長率速報は、年率換

算で前期比マイナス 27.8％。３四半期連続のマイナス成長で、マイナス幅は戦後最悪となっ

た。リーマン危機の年率 17.8％を超える数字であり、新型コロナウイルスの影響で、日本経

済は内需・外需ともに総崩れとなっている。 

 

【日本経済は大丈夫なのか？】 

 コロナ禍の影響で４～６月の GDP は年換算で米国がマイナス 32％、欧州は 40％、日本も

28％に落ち込んでいる。コロナ禍が拡大した３月、日経平均株価は一時、１万 6500 円台まで

急落し、リーマンショック時と同じように、二番底が来るだろうと予想されていた。しかし、

リーマンショック時をはるかに上回るマクロ経済対策が展開されたことで、状況は一変する。 

 アメリカでは３兆ドル、さらに追加で１兆ドルと、国家予算の 4.4 兆ドルに匹敵する規模

の財政出動を行い、金融緩和も３兆ドルと、リーマンショックの 2.5 兆ドルを超える経済対

策が行われた。日本でも日銀が社債を含めた債権の買取拡大や、上場投資信託の買い入れを

年間 12兆円に拡大するなど、迅速な対応を展開。財政でも２回にわたる補正予算により、合

計 60兆円規模の財政出動に踏み切った。政府も日銀もアメリカほどではないものの、過去最

大規模の経済対策によって、日本株の下落を止めて、日経平均は６月以降、２万 2000 円前後

で推移させている。 

 つまり、コロナショックで旅行や飲食などの実態経済の一部は激震に見舞われているが、金融機

関がしっかり持ちこたえているため、リーマンショックと違い、日本経済は辛うじて大打撃を受けずに

済んでいる状況が続いているのである。金融機関さえ持ちこたえれば、経済回復が早まるという

政策が、今の日本のコロナ収束に向けた筋書きになる。 
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 しかし、もともと GDP の２倍もの債務残高を抱える日本は、先進国の中でも最悪の財政状

況であり、その中で医療機関への支援や全国民への 10万円給付などの補正予算を相次いで編

成するため、66兆円の国債を増発したことで、多くの格付け機関が日本の国債の格付けを「弱

含み」にしてしまった。国債の格下げなどをきっかけに資本流出が発生し、円安やハイパー

インフレが起きる最悪のシナリオが起きる可能性もゼロではない。先進国が足並みそろえる

形で財政を膨らませている限り、日本だけが信任を失って、急激な円安が進む恐れは小さい

と思われるが、経験のないタイプの危機だけに予断は許せない状況が続くと思われる。 

 

【日本経済が維持できる理由】 

 経済的に厳しい状況が続くと思われるが、欧州諸国の破綻や国債の格下げなどがない限り、

2021 年の日本経済は現状を維持できると予想する。理由は下記である。 

 

１・欧米企業に比べて、日本企業は財務的な余裕が大きい。 

自己資本に対してどれほどの純負債を抱えているかを示す「DEレシオ」は、コロナ禍によ

る低金利に乗じて、借入金を膨らませたため、2019 年末には米企業が 2.3 倍、欧州企業が 1.2

倍にそれぞれ上昇。対して日本企業は 2015 年末、2019 年末ともに 0.7 倍と低水準のまま変

わっていない。借入金を減らし、収益を生まない現金を蓄えてきた日本企業は、世界各国に

比べて財務的に余裕がある。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
以降の内容に関しては、カレンダーに付いてくる「2021年の売れる企画とキャッチ
コピー作りの徹底攻略セミナー」を参照いただければと思います。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

カレンダーご購入はこちら 

https://e-iroha.com/calendar2021/ 
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●その他の 2021 年の特徴 

 

［雇用問題］ 

2020 年７月の就業者数は 6655 万人となり、４ヶ月連続で減少。完全失業率も 2.9％と悪化

しており、新型コロナウイルスの雇用への影響は深刻といえる。７月の毎月勤労統計調査に

よると、残業代などを示す所定外給与は前年同月比で 16.6％減。５～６月に比べると落ち込

みは緩やかになっているものの、依然厳しい状況は続いている。 

イオングループの内定者数も 2200 人と 20 年度から 15.4％減となった。2023 年から次世代

型のネットスーパーを始めるため、大卒採用を減らし、即戦力となるデジタル人材の中途採

用を増加させている。また、ドラッグストア、ファストフードも前年よりも採用人数を増加。

一方、コンビニ、装飾品、百貨店では採用人数を減らす。青山商事では 117 人で 58.2％減。

セブン＆アイホールディングスは 20年度実績から 29.4％減の 544 人の採用人数となった。 

 

【未経験者の転職が厳しくなった】 

エン・ジャパンの転職サイト「エン転職」では、未経験者歓迎とする求人案件が４月以降、

減少傾向にある。２月には 80％まで上昇していたが、９月中旬には 52.7％まで下落。前年同

月比 20.3 ポイント減った。特にこの現象は技術系職種に目立つ。「電気、電子、機械」では

８月は未経験歓迎の割合が 29.9％と１月に比べて 50.9％減。「IT 関連」は 16.9％と 40.7 ポ

イント減った。求人が経験者にシフトしていることは明らかである。 

しかし、転職市場で採用側の目線も上がっており、パソナによると、企業の転職求人件数は７

月に２～３割減少。６月以降の書類通過率は 10％と、内定を出し渋る企業が増えている。 

しかし、2021 年後半から新型コロナウイルスが収束の動きを見せれば、サービス業などで

人手不足が発生し、再び未経験者の採用が活性化する可能性もある。人材の取り合いが再び

起こるため、サービス業での時給、給与の高騰が予想される。 

 

竹内謙礼の一口コメント 

≪中小企業は優秀な未経験者を採用するチャンス≫ 

未経験者の受け入れが減少しているということは、一方で中小企業が優秀な未経験者を採

用する機会が増えたことになる。特にリモート面接が受け入れられるようになったため、地方の中

小企業が優秀な未経験者にアプローチしやすくなったことは大きなチャンスといえる。 

また、単純作業の低賃金の業務に関しては、今後も人手不足が予想されるため、未経験者

でもすぐに現場で働けるシミュレーションは整えておいたほうがいいだろう。 

 

【全国的に定着しなかったテレワーク】 

 コロナ禍によって一気に普及したテレワーク。ZOOM は国内市場において、2019 年９月末に

２万1000アカウントだった有料契約数が、2020年９月末には約30万アカウントに急増。2020
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年５月には１月の 40倍のオンラインレッスンが ZOOM で開催され、オンライン飲み会の参加

経験者は、６月時点で 18.3％。20 歳代では４割近くに達する勢いを見せた。 

 しかし、実情はそこまでテレワークの利用者は増えていないようだ。カオナビが８月に全

国 20～69 歳の 9816 人を調査したところ、毎日リモートワークをしている人は 7.5％と１割に満た

ず、出社と併用している人 15.7％をあわせても４分の１に届かないことが判明。いずれも５月の調

査から減少傾向にあり、特に毎日している人は約 10ポイント低下した。 

一方、８月調査に「毎日出社している」と回答した人は 73.6％と、５月から 15.1 ポイント増加。コ

ロナ前の働き方に戻そうとしている企業が多いことが分かる。地域別の８月のリモートワー

ク実施率を見ると、首都圏が 38.8％と唯一全国平均を上回る実施率となったが、２位以下は

近畿 21.3％、中部 13.8％と、都市部のみがテレワーク利用者が多いことが分かる。 

なお、会社の規模別では社員数が多い企業ほど実施率が高く、5000 人以上は 34.7％、3000

～4999 人は 34％。業種別では IT、インターネット関連が 61.0％と突出して高く、マスコミ、

広告が 37.3％。金融は前回調査から 20ポイント低下という状況となった。 

楽天インサイトが 9628 人の男女を調査したところ、ZOOM 飲み会は５月に激減しており、

最近は趣味に没頭したり、クリエイティブな創作に力をいれたりする人が増えているという。 

一時期注目を集めたテレワークによるコミュニケーションも、少しずつ減少していくこと

が予想される。2021 年後半に新型コロナウイルスが収束の動きを見せれば、さらにリモート

ワークの利用者は希望者のみとなり、日本社会全体では浸透せずに終わる可能性もある。 

 

【アメリカではすでにテレワークは崩壊気味】 

セキュリティ技術企業ノード VPN の調査によると、アメリカでコロナ禍中の在宅勤務で社

員は平時より平均３時間も長く仕事をしていることが判明。真夜中にパソコンを立ち上げて、

そこから数時間仕事をする人も増加傾向にある。「ワークライフバランス」が論議の中心だっ

たが、テレワークによって今やワークがライフに侵入している状況となっている。 

米国内の会社によってはパソコンの利用を監視するソフトウエアが導入されているところ

もあり、リモートワークによって生産性が上がったという調査結果がいくつか発表されてい

るが、その背景には、在宅勤務によるストレスフルな事情がある。 

イーグルヒルコンサルティングが４月半ばに全米約 1000 人から回答を得た調査によると、

「在宅勤務でバーンアウト（燃え尽きる）している」と回答した人は 45％、理由は「仕事量」

と回答した人が 45％、「家庭生活とのやりくり」が 35％。バーンアウト率は在宅勤務率が長

引くにつれて高まっており、人材サービス会社のモンスターが７月に行った調査によると、

バーンアウトを感じているリモートワーカーは 69％にも上がっていることが分かっている。 

リモートワークによる孤独感も、問題視されている。同僚社員の様子が見えないために、自

分が取り残されているように感じる人も多い。ビデオ会議で相手のことをずっと直視して向き合うこと

も大きなストレスになり、疲労が増すと言われている。 

アメリカではリモートワークに対する否定的な見方が増えており、ギャロップが５月末に

発表した調査によると、４月半ば時点でリモートワーカーの 26％は「在宅規制が解除されれ

ばオフィスに戻りたい」と回答している。 
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【地方への移住者は増えているのか？】 

 総務省が発表した住民基本台帳人口移動報告によると、８月の都内への転入者は 11.5％減

の２万 7524 人。この結果、転出超過数は 4514 人となり、７月の 2522 人から拡大。東京都か

ら人の流出が起きているのは明らかのようである。特に神奈川、埼玉、千葉への転出が急増

しており、６月は転入超過に戻ったものの、７～８月は都内からの人口の流出が続いている。 

東北の転出入者数を調べてみると、転入者は 8892 人と前月比 23％増だったのに対して、

転出者は 8821 人と同８％増にとどまった。2019 年７月の転出者は同 41％増と比べて、人口

流出にブレーキがかかっていることが分かる。転入者が転出者を上回るのは５年ぶり。地方

都市の人口流出と東京都内の人口の集中は若干弱まっているようだ。 

しかし、このトレンドも 2021 年後半に新型コロナウイルスが収束に向かえば、再び東京一

極集中の流れに戻ると思われる。短期間で終わるコロナ禍に対して、思い切った移住は命取

りになる可能性もある。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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［楽天］ 

 経済産業省がまとめた 2019 年の E コマースの市場規模は初めて１兆円を突破した。そのうち

Amazon の市場規模がおそらく３～４兆円。そのうちマーケットプレイスが 1.7 兆円ほど。一方、楽天

は 3.9 兆円ほどの市場規模を持ち、そこから楽天トラベルの市場規模を除くと、だいたい３兆円前後

と推測する。おそらく巣ごもり消費の後押しもあり、全体的に市場規模は 30％ほど上昇すると思われ

る。多くの出店者が恩恵を受けると思うが、価格にシビアな消費者がネットショップを利用するため、

価格競争力のあるネットショップに顧客が集中すると思われる。 

 

竹内謙礼の一口メモ 

≪コロナ禍中もコロナ禍後も強かった楽天市場≫ 
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 楽天と Yahoo!ショッピングを比べると、コロナ禍での楽天の強さが際立っていることが分かる。 

Yahoo!ショッピングの４～６月の流通額は 2905 億円で前年比＋42.4%と、コロナ禍の影響を大きく受

ける結果となった。しかし、７～９月の流通額は2370億円と前年比＋12.0%と失速。巣ごもり消費の恩

恵が長く続かなかったことが伺える。 

 一方、楽天は４月～６月の流通総額は9500億円で前年比＋48.1%に急伸。コロナ禍が収束を見せ

た７月～９月でも流通額 9500 億円と前年比＋30%前後をキープした。もちろん、11 月に発表された

決算から算出した数値なので、あくまで推測にしか過ぎないが、楽天の販売力、客層の厚さはやは

り手堅いと言える。 

  

【楽天攻略】 

 

情報提供／株式会社アルド 

http://www.aldo-system.jp/ 

 

★ギフト需要は好調 

コロナ禍により贈り物需要が急増。百貨店などで購入していたユーザーが楽天市場に流れてきたと

思われる。2020 年の母の日は 180～200％の売上を出したネットショップが続出した。なお、ユーザ

ー側がスマホベースに閲覧するようになり、ギフト系以外の広告に流れづらくなっているため、不用

意な広告の購入は控えたほうがいい。以下のギフト広告は反応がいいので検討の余地がある。 

卒業祝／退職祝／入学祝／母の日／父の日／お中元／敬老の日／お歳暮／クリスマス／ 

 

★楽天 SEM 広告の費用対効果が分かるようになった 

Google に楽天から広告が出せる「楽天 SEM 広告」が好調。費用対効果も分かるようになったため、

外部からの集客が強化できる体制になった。RPP も好調。ただし、費用対効果をしっかり見なけれ

ば予算オーバーになるので注意。 

 

★楽天内 SEO の基本ロジックは変わらず 

相変わらず「売上」「アクセス数」「評価」の３本柱が検索順位に影響を与えているが、ここ最近は「売

上」の比重が上がってきているように思われる。なお、楽天内 SEO の請負業者の電話営業が増えて

いるがクレームが続出しているため取り合わないほうがいい。Google の SEO で通用しなくなった質

の悪い業者が売り込んでいるため、実力はないと思ったほうがいいだろう。 
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９月 

 

【残暑】夏物処分セール。 

夏の巣ごもりの反動で外出と消費の欲求が高まる。９月上旬に実店舗の販促チャンスあり 

 

【防災の日】養生テープあります。 

７月から９月にかけて防災グッズがコンスタントに売れる。在庫として確保してもいいので

は 

 

【敬老の日】お孫さんの写真と声のプレゼントはいかが？ 

夏に帰省できなかった分、祖父祖母へのギフト需要が高まる。メッセージ付きのプレゼント

が人気に 

 

※訂正 

2020 年 11 月 21 日に政府がマイナポイントを延長する方針を固めました。期間終了を３月末から

９月末にする方向で調整しており、９月にマイナポイントの駆け込み消費が発生する可能性が出てき

ました。また、マイナンバーカードの給付枚数によっては、９月末の期間終了再々延長される可能性

もあります。 

 

≪東京パラリンピックも盛り上がる≫ 

 ８月 24 日～９月５日まで東京パラリンピックが開催される。東京オリンピックの影響で、多少、外出

する人が増えていたとしても、自宅で過ごす人が多いこともあり、テレビで東京パラリンピックを観戦

する人は例年よりも多いと思われる。メダルラッシュに湧き、感動を呼び、障碍者に対して理解を深

めるきっかけとなる。国連はスポーツと SDGs（持続可能な開発）について密接な関係があると提唱し

ており、東京パラリンピックを機に SDGs に対する取り組みが活性化すると予想。昨今のエコブームに

も後押しされて、より環境や人権を意識した商材やサービスに注目が集まる可能性がある。2021 年

は早い段階から環境や人権に優しいサービスなどを展開しておいたほうがいいだろう。 

 

≪長期に渡って売れるようになった防災グッズ≫ 

 イオンリテールでは「防災の日」に防災売場を設ける店舗を 2019 年から 2020 年にかけて約３倍の

300 店に増やした。売場の設置期間も８月初旬からスタートして 10 月末まで伸ばした。簡易トイレは

約６倍、ＬＥＤランタンは６倍、養生テープや乾電池、モバイルバッテリーを増加。車中泊に備えたエ

アマットなどが好調に売れたという。また、６月～７月に「くらしの研究」の読者１万 6000 人を対象に

調査を行ったところ、災害や非常事態を見据えて食品などの備蓄をしている人の割合は 51％に達

した。2019 年の調査の 46％よりも５ポイント上昇。備蓄品の内容としては、「水・ミネラルウォーター」

が 91％、「レトルト食品」が 69％、「カップラーメン、カップみそ汁」が 61％、「米」が 54％。前回比で

最も伸びたのが「缶詰」「あめ、チョコレート」となった。近年、災害が増えている関係から、防災グッ
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ズが期間限定の商品ではなくなりつつある。防災の日を境にして、前後１ヶ月ぐらいのロングセール

で売り場を作ることも検討したほうがいいだろう。 

 

≪９月の３連休は消費回復の見込み≫ 

 9 月 18 日～20 日の３連休は、東京オリンピックの余韻を引きずる形で、消費が回復に向かってい

ると予想する。この時期にワクチンが供給されていれば、長期旅行に行く人が増えることも考えられ

る。旅行関係の業務に関しては連休直前に予約が殺到することも予想される。 

 ただし、ワクチンの供給が未確定なことにくわえて、東京オリンピック後に感染が拡大していること

も考えられるため、場合によっては、近場の旅行、節約消費に戻っている可能性もある。２日置いて

９月23日が「秋分の日」で休みのため、テレワークやワーケーションを活用した人が、21日と22日の

平日を休暇にして、長期休暇を取ることも予想される。経済の本格回復には程遠い状況ではあるが、

観光業は６～７割ぐらいまで回復しているのではないかと思われる。 

 

≪マイナポイントの利用期間終了が９月末に変更≫ 

 一人当たり 5000 円分のキャッシュレスのポイントが受け取れる「マイナポイント」。2021 年３月末に

利用期間が終了する予定になっていたが、2021 年 11 月 21 日に政府が９月末まで延長する方針を 
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