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２０２３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 2023 年カレンダーの使い方

【注意事項】

音声データには時間の都合上、触れなかったところもありますので、必ず音声データを

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、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ブレストする。

・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、Web カレンダーに販促ネタを書き込む。入力は面倒な作業に

なるが、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。

https://e-iroha.com/calendar2023/tokuten/
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【概要】 ２０２３年はどんな年になるのか？

［世界経済概況］ 

【世界同時不況は本当に起きるのか？】 

ＩＭＦの 2022 年７月の予測によると、世界全体の実質成長率は 2022 年が 3.2％、2023 年が 2.9％

となった。成長率が３％を下回ると世界同時不況が起きると言われており、アメリカと中国の経済成

長の鈍化が目立つことから、2023 年に世界同時不況が起きる可能性は否定できない。 

 しかし、その後のアメリカの経済の流れは変わり、７月のＮＹダウは 6.7％上昇。ナスダックの上昇

率も 12.3％と好調な数字を見せた。イエレン財務長官も「雇用環境はしっかりしており、２四半期連

続でマイナスになっても、景気後退局面ではない」と明言。2023 年には利下げへと政策転換する可

能性もあり、アメリカ経済は景気後退を回避できると予想する。 

アメリカに代表されるサプライチェーンの人手不足も６月以降から少しずつ改善に向かっているこ

とも好材料と言える。コロナの給付金が終わり、家計のキャッシュに余剰がなくなることで、雇用の現

場に戻るブルーワーカーが増えている。トラックドライバーや湾口従事者など、現場での人手不足は

改善されつつあり、インフレ要因となっていたサプライチェーンによる根詰まりも解消しつつある。 

一方、不安材料が多く残る欧州の経済状況は芳しくない。日本総研が2022年11月に発表したレ

ポートによると、ユーロ圏の７～９月期の実質ＧＤＰは前期比年率＋0.7％と４～６月期（同＋3.3％）

から伸びが鈍化。ドイツの自動車生産が回復傾向にあるものの、需要の減退と高インフレの長期化

の影響で、2023 年の経済リスクはより高まると予想する。ロシアによるウクライナ侵攻の影響でエネ

ルギー資源の制約を受けていることから、物価高の沈静化にはしばらく時間がかかると思ったほうが

良さそうである。 

 中国の経済状況も深刻と言える。日本総研が 2022 年 11 月に発表したレポートによると、７～９月

期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比＋3.9％と、４～６月期（同＋0.4％）から上昇。しかし、度重なる

ロックダウンで個人消費が鈍化しており、９月の小売売上高は前年同月比＋2.5％と、８月（＋

5.4％）に比べて減速している状況である。サービス消費が行動制限により低迷を続けており、８月

に前年を上回って回復していた外食の売上高は、再びマイナスとなった。物価の上昇率は他国に

比べて鈍いものの、ゼロコロナ政策により海外の企業が中国への設備投資を手控える動きも出てお

り、今後の経済の動向に不透明さが残る。 

 以上、アメリカは景気回復の傾向がみられるため、世界同時不況に陥る可能性は低いものの、欧

州、中国が厳しい経済環境にあることから、2023年は「経済状況が悪い中で、なんとか持ちこたえて

年末の景気回復を待つ」という流れになると予想する。 
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竹内謙礼の一口メモ 

≪どうなる？ ロシアのウクライナ侵攻≫ 

 本来であればアメリカが介入して戦争を早期に終結させたいところだが、核保有国の矢面に立つ

ことは難しく、しばらくロシアのウクライナ侵攻は続くと思われる。中国も自国の立て直しで精いっぱ

いのところもあり、ロシアを説得する余裕はなく、歯止めが利かなくなった紛争は長期化が予想され

る。なお、台湾進攻のリスクに関しては中国の経済状況を鑑みるとその余裕はなく、2023年に大きな

動きはないと思われる。 

竹内謙礼の一口メモ 

≪出口が見えない中国のロックダウン≫ 

 中国のゼロコロナ政策の出口が見えてこない。当初は共産党大会に向けた習近平主席のパフォ

ーマンスとして受け止められていたが、その後も立て続けに中国各都市でロックダウンが行われたこ

とで、状況が一変している。以下、中国がゼロコロナ政策に固執する事情をまとめてみた。 

・中国は医師数や病床数は日米と変わらないが、人口当たりの看護師数は日本の３割に過ぎな

い。ICU も日本の３割しかなく、感染が急拡大すると医療パニックを引き起こす可能性があ

る。そのため、日本や欧州のように with コロナ政策に容易に転換することができない。 

・中国の国産ワクチンの有効性が相対的に低いため、感染者数のコントロールが効かなくな

っている。高齢者の接種率が低いことも、感染者数や致死率を減らせない要因になっている。 

行動規制を緩和させてしまうと感染者数が増えて多くの死者を出すことになる。一方で、ロックダウ

ンを続けると経済が鈍化し、世界の景気回復に大きな遅れを取ることになる。医療体制を整えるに

は時間がかかるため、中国経済の回復には相当の時間がかかると予想する。 

ロックダウンが続けば工場を稼働させることができず、部品供給が滞れば、再びサプライチェーン

が根詰まりを起こし、世界的なインフレを加速させる可能性もある。当然、その影響は日本経済も被

ることになる。中国からの訪日客も想定よりも少なくなるため、日本のインバウンド消費の回復にもは

ずみがつきにくくなる。 

 一方、新たな国産ワクチンの導入の動きも出ており、ロックダウンの規制も少しずつだが緩和され

つつある。人口が多いため、ワクチン接種に時間がかかることから、中国のロックダウンが緩和され

るのは早くて 2023 年４月ごろと予想する。緩和直後に感染者数の拡大と経済の混乱が多少は発生

するものの、2023 年後半から中国の経済回復の兆しが見えてくると思われる。 

［日本の経済状況］ 

【世界の投資家が注目する日本経済】 

円安や物価高で日本経済に対して悲観的に思う人が増えている。しかし、2022年３月期決



4 

算企業の第一四半期決算では、過去最高を更新する企業が相次いでおり、堅調を維持してい

る日本企業が多いのが現状である。 

 信越化学工業やコマツ、ヤクルトなどは４～６月期に大幅な増益となり、純利益の水準は

過去最高となった。特にコマツや信越化学工業のように世界に通用する得意分野を持つ『グ

ローバル・オンリーワン企業』は強く、「この商品を使わざるを得ない」という状況を作り

上げることで、値上げを潤滑にできたことが企業業績を伸ばす好循環を生んでいる。 

 原材料費の高騰とサプライチェーンの停滞によって「増収減益」の企業も目立ったが、売

上が伸びているならそれほど悲観的になる必要はない。円安の流れは一時的に落ち着くもの

の、日本のグローバル・オンリーワン企業の躍進はしばらく続くと思われる。 

 非製造業の業績も好調と言える。ＪＲ東日本は 2023年度第一四半期の最終損益が３年ぶり

の黒字となり、ＡＮＡホールディングスも最終損益が 10四半期ぶりに黒字となった。また、

高島屋、三越伊勢丹など百貨店も富裕層マネーが流入し、2022年５月以降、既存店売上高が

急回復。資源高の恩恵を受けた総合商社や、中国とアメリカを結ぶコンテナ船の需要拡大で

輸送業が業績好調なため、日経平均ベースの１株あたりの利益は順調に伸び続けている。 

 企業業績の安定に加えて、主要国のなかで唯一低金利政策が続き、外需型の製造業の比重

が高いことで円安のメリットが続きそうなことから、世界の投資家が日本経済に注目してい

る。アメリカのインフレや欧州の情勢不安、中国の地政学的なリスクを考えると、投資家の

目は消去法で日本経済に向くことになる。岸田内閣が 2022年７月に参院選で勝利を収めたこ

とで、３年間は国政選挙がない安定政権が続くことから、引き続き海外の投資家からの高い

評価を受けることになる。 

欧州と中国の経済状況が本調子ではないため、日本の経済も決して芳しい状況ではないが、

コロナの収束とともに少しずつ消費は上向いていくと予想する。しかし、物価高やロシアに

よるウクライナ侵攻の問題、中国のロックダウンによる物流の停滞など、消費に停滞感を与

えてしまう要因が多いことから、消費の持ち直しを肌で実感できるのは、2023年の年末頃に

なると思われる。 

【いつまで続く？ コロナ対策】 

 岸田内閣のコロナ対策の基本的な方針は、藤沢市民病院副院長の阿南英明氏がまとめた阿

南ペーパーが中心に組み立てられている。第８波に向けての主な対策は下記の通り。 

・コロナは保健所対策ではなく自主的に相談できる「健康フォローアップセンター」で受け

付ける。自身で抗原検査キットを使って診察し、陽性の場合は薬を自宅に送付して対応。 

・コロナは高齢者のかかる病気とし、全数把握は高齢者のみにして段階的になくしていく。

「２類相当」から「５類」にするのではなく「５類相当」で対応する。 
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規格外商品を販売する事例を紹介する。 

・横浜市中央卸売市場の水産卸・横浜丸魚では、未利用魚の入った大型の水槽を地元の産地

から入荷。魚種を仕分けて地元の飲食店などに卸している。学校給食への提供のほか、未利

用魚アイゴを使ったハンバーガーを地元の高校生と考案するなど地道に認知を広げている。 

・オイシックス・ラ・大地は、加工時に廃棄されるナスのヘタを使ったスナック菓子「ここ

も食べられるチップス なすのヘタ（黒糖味）」を発売。 

・自社開発の家具をネット販売するドリスは、傷などがついて売れなくなった商品を定価の

3 割以下で販売する店舗を開業。製造時や輸入時に全体の約 2%は傷などがついて破棄処分

していたが、実店舗の格安販売で廃棄量を減らす。 

■そのほかのサステナブルの取り組み

カテゴリー 内容 

修理 今治タオルメーカーのイケウチオーガニックは 2022 年から自社製タオルの補修事業を開

始。全国から配送で受け付ける。 

緑化サービス ホームセンターのグッデイはオフィスに観葉植物を提供する緑化ビジネスに参入。植物の手

入れを代行するほか、植物の施工や水やり、剪定などのメンテナンスをサブスクで提供する。 

服のアップサイクル 古着店「USED を拡張する進化型古着屋"森"」では、リメークスタジオを設置し、顧客が愛

用している衣服のカスタマイズを請け負っている。受注件数は月 20～30 件前後。オンライ

ン販売を含めた古着全体の売り上げは 10月に年初比約 2.5倍に増えたという。 

物々交換 原宿のレアスニーカー専門店「スニセカ」では、お金を払ってスニーカーを購入することも

できるが、店内に並ぶスニーカーはすべて物々交換が可能。来店者が持参したスニーカーを

店舗のスタッフが査定し、同程度の価値を持つスニーカーを持ち帰ることができる。 

サステナブルツーリズム 北埜さんは人口 2 万人弱の長野県辰野町の古民家で 4 月から民泊事業を開始。20 代を中心

に 30人以上がサステナブルツアーに参加し、地元農家の作業を手伝う。 

電動キックボード LUUPは 2021年から電動キックボードのレンタルサービスを開始。新事業特例制度ではヘル

メット着用が任意となったことで利用が増加。都内の利用拠点は 1200以上。 

［採用戦略］ 

［テレワークは普及するのか？ 縮小するのか？］ 

東京商工会議所がまとめたテレワークの調査によると、東京 23区の中小企業のテレワーク

実施率は 2022 年 5 月で 29.7%。2020 年 5～6 月の調査では 67.3%まで上昇していたものの、

コロナの感染が広がり始めた 2020年 3月調査時（26.0%）の水準近くまで下がった。行動制
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限の緩和でテレワークをやめる企業が増えていることが伺える。 

帝国データバンクが 2022年にテレワークのデメリットを調査したところ、「社内コミュニ

ケーションが減少する」の回答が最も多く 26.6%を占めた。「できる業務が限られる」も 19.3%

を占め、テレワークに沿った業務の移行が難しいことが分かった。テレワークを実施してい

る企業 578社のうち、「メリットの方が多い」は 277社、「デメリットの方が多い」はこれを

上回る 301社となった。今後、テレワークは大企業と中小企業、都心部と地方都市で格差が

広がっていくと予想する。 

［アフターコロナの求人対策］ 

2023年も人手不足が続く。以下、企業の求人対策の取り組みについて述べていきたい。 

■副業の活用

・ホームページ制作を請け負うディーグリーンは、新規事業で副業人材を募ったところ、大

手企業のプロジェクトリーダーなど 15 人ほどからの応募があったという。 

■勤務地不問

・ビズリーチの調査によると、2022 年 1～3 月の「勤務地不問の新規求人」はコロナ前の

2019 年 10～12 月比で 11.3 倍に増加。人手不足の IT 職種のほか、インサイドセールス

や人事・労務での採用が増えている。地方企業が勤務地不問の求人で、首都圏の人材の採用

に成功した事例もあるという。 

■出社不要

・就職情報会社の学情が 20 代を対象に行った調査によると、転職活動において毎日在宅勤

務可能な「フルリモート」や「居住地自由」を望む人が 7 割にのぼった。一方で出社の機会

がある企業は志望度が上がるとの回答も約半数あった。20 代では出社しない働き方を求め

る意向が強まっている一方、出社への支持も一定数あることがうかがえる。 

■未経験者ＯＫ

・人材紹介大手パーソルキャリアによると、職種未経験でも採用対象にする求人件数が

2021 年 11 月にコロナ前を超え、2022 年 1 月には同 11%増となった。IT 系はシステ

ムインテグレーターを中心に未経験対応の求人が増加した。 

■シニアの派遣活用

・スタッフサービスの 5 月の 60～70 代の派遣就業者数は前年同月比 4 割増、コロナ前の

2019 年 5 月比でも 6 割拡大した。派遣は時間や場所など、本人が希望する働き方に合わ

せられるので利用が広がっている。最近は工場の自動化や業務補助のシステムが整ってきた

ため、製造業や介護現場でもシニアが働きやすくなっている。 
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■スポットワーカーの活用

・オンライン上で募集される数時間単位の仕事に従事する「スポットワーカー」。主要仲介サ

ービス 4 社の登録会員数の合計はのべ約 760 万人となり、新型コロナウイルスの感染拡大

前と比べて 2 倍超に達した。スタッフのコロナ感染などで急な勤務シフトの変更を強いられ

る流通・サービス業では、機動的に採用できるスポットワーカーのニーズが高まる。 

■対面による新卒採用

・就職情報会社のディスコが 2022 年 3 月に実施した調査によると、インターンシップが

「オンラインのみ」の場合は、「大変満足」が 42.6%だったのに対し、「対面のみ」では 61.1%

と 20 ポイント近い差があった。これらの調査結果からも、新卒やインターンの採用にはリ

アルな対面型の採用が有効であることが伺える。 

竹内謙礼の一口メモ 

≪時給を高くするだけでアルバイトは集まらない時代に≫ 

 マイナビが 2022年に行った調査によると、アルバイトをする学生に就業の目的（複数回答）

は例年最多となる「貯金をするため」が 58.4%のほか、「人との交流・出会いが欲しいため」

が 23.9%と 5.6 ポイント増加した。コロナで孤立した大学生が、アルバイト先での人と人と

のつながりを求めていることが伺える。大学生のアルバイト採用に関しては、職場での人材

交流やイベント作りも重視する必要がありそうだ。 

［土壇場で改変されたインボイス制度と電子帳簿保存法］ 
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［楽天］ 

 楽天の 7～9 月期の国内 EC 流通額は 1.3 兆円で、前年比＋13.1％。直近 1 年間の国内 E コマ

ース事業の流通額は 5.4兆円で前年比＋9.7％と好調を維持している。楽天モバイル、楽天カード、

楽天ポイントを軸としたクロスユースが効いており、2023 年以降は節約意識の高まりで楽天商圏はさ

らに拡大することが予想される。売れているお店と売れていないお店の格差はさらに広がるものの、

Amazon や Yahoo!ショッピングと比較しても、安定した売上増が見込めると思われる。2023 年は大幅

なリニューアルに加えて、ライブコマースやアプリによるギフト機能などを充実させる予定。出店店舗

にとってはリニューアル作業に追われる１年になるが、ユーザーにとっては使いやすさが増して、よ

り顧客の定着率が高まる良い改善策だと言える。一方、楽天モバイルへの投資が嵩み、今後の経

営には不安が残る。楽天の今期 9 ヶ月累計売上は 1.3 兆円に対し、楽天モバイルが９カ月で 3800

億円の赤字を出している。楽天の純資産は１兆円しかなく、楽天証券や楽天銀行の上場で資金を

調達する予定だが、思うように株価が上がらなかった場合、国内外の企業との資本提携等の可能性

も否定できない。場合によっては、楽天のネットショップに対して新たな課金を強いる可能性もゼロ

ではなく、引き続き楽天の出店者は“楽天モバイルリスク”を背負うことになる。 

【10 年ぶりの大リニューアル】 

楽天は 10 年周期で大きなリニューアルを行っている。前回は 2007 年～2008 年にかけて編集機

能をリニューアルし、今回の 2023 年のリニューアルもその規模と同等の大幅リニューアルとなる。戦

略やマーケティング、商品構成の見直しも必要になる大掛かりなリニューアルになるため、2023年は

人材と時間に余裕をもったスケジュールを組むことが求められる。2022 年に行われたリニューアルも

含めて、下記のように仕様が変更される。 

・SKU（Stock keeping Unit）プロジェクトが 2023 年４月より開始。大雑把に言えば一

つの商品ページに複数のカートがつけられる仕組みで、より Amazon の売り方に近くなる。

商品が探しやすくなり、買いやすくなる半面、店舗側も大幅なページの作り直しが必要とな

る。商品構成の見直しも必要なため、売り方そのものを見直すお店も出てくると思われる。 

・2022 年にスマホページがフルリニューアル。パーツを選択してページが作れるようにな

った。また、楽天ゴールドが 2023 年下半期に終了予定。共通の UI になることで店舗の個

性が出しづらくなることも予想される。ページの作り込みやマーケティング戦略よりも、商

品力や商品コンセプトが今後は重要視されていくと予想する。 

竹内謙礼の一口メモ 

≪売上が低い店舗は契約ができなくなる≫ 

2023 年から年間売上 60 万円以下の店舗は契約更新不可になる。ただし、送料無料対応やネー

ションズに参加する店舗は対象外となる。従来まで出店店舗数を重視していた楽天が、「質」を求め

るようになったことは大きな変化と言える。一方で、楽天側も「数」にはこだわらなくなるため、今後、
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売上の低い店舗に使用料アップ等の規制をかける可能性もゼロではない。 

【「楽天スーパーロジスティクス」の利用店舗が増加】 

楽天のネットショップの約２割が楽天スーパーロジスティクスを使用中。送料が圧倒的に安いこと

で着実に利用店舗を増やしている。今後、送料の高騰が予想されることから、楽天スーパーロジス

ティクスを利用する店舗は急増すると思われる。一方、スケールメリットが大きいネットショップでなけ

ればロジスティクスの利用が難しい一面がある。今後は売上規模の大きい店舗と小さい店舗でさら

に配送面でも二極化が加速すると思われる。また、ロジスティクスが利用できない受注発注店舗、オ 

ーダーメイド店舗、食品などのネットショップは、送料や即日配達以外のメリットを強く打ち出さなけ

れば価格面で大手企業に負けてしまう。より店舗のコンセプトを明確に打ち出し、高い送料でも見

劣りしないブランディングの戦略が求められる。 

【楽天モバイルによる相乗効果に期待】 

https://www.axalpha.com/
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４月 

【ネットショップ】「ホームページリニューアルにつき、旧モデル商品一掃セール。」 

ネットショップの仕様変更に伴い、処分する商品があれば連休前にセールを開催して売り切るのが

得策 

【SDGｓ】「在庫を少なくする取り組みを始めました。」 

プラスチック資源循環法の施行から１年経ち、再び SDGｓが注目される。リサイクルや自然保護の取

り組みをブログや SNS で公開 

【コロナ】「店内でマスクをはずしても OK です。」 

過剰なコロナ対策が逆に敬遠される可能性も。周囲の様子や世間の反応を見ながら少しずつコロ

ナ対策の緩和を

≪電子マネーによる給与振り込みが解禁≫ 

電子マネーによる給与振り込みが 2023 年４月から解禁となる。給与が電子マネーとしてスマホで

受け取れるようになる。現時点で判明している情報は下記の通りである。 

・電子マネーの給与は現金化が可能。月に１回以上は無料で引き出すことができる。ただし、

ポイントでの支払いは不可。給与支払いの上限は 100 万円まで。電子マネーでの支払いは

労働者が希望した場合のみ支払い手段として選択できる。雇用者による強制は認められない。 

・2023 年４月から申請の受付を開始して、数カ月の審査を経て事業者登録が行われる。同

制度の活用が始まるのは早くても 2023 年後半以降になると思われる。PayPay や楽天ペ

イ、メルペイなどといった決済サービスが参入を検討している。 

影響として考えられるのは、①会社側と労働者側が同一の電子マネーであれば支払手数料は無

料になる。場合によっては日払い、週払いの給与支給が可能になる。②経理側にデジタルデータ

の処理能力が問われるようになる。2024 年度からは電子帳簿保存法も始まるため、経理のデジタル

化は急務と言える。なお、この制度もインボイス制度や電子帳簿保存法と同様、対応が不十分な企

業が多いため、延期、または規制緩和される可能性がある。情報はマメに収集しておいたほうがい

いだろう。 

≪「こども家庭庁」の発足によるビジネスへの影響≫ 

こども家庭庁が 2023 年４月からスタートする。子ども関連の政策は厚生労働省や内閣府、文部科

学省などに実施して行われていたが、これらを同庁で一括的に管理し、縦割り行政の弊害をなくし

て、より総合的かつ効率的にすすめていくことになる。少子化の歯止めの施策として期待されるのが

子どもを生み、育てるときにかかる費用などを公的な保険制度で賄う「子ども保険」。しかし、ロシア
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によるウクライナ侵攻を契機に防衛費を大幅に増やすため、予算の確保が難しく、子ども保険の実

現は難しいと言える。一方、保育や教育に関する新しい取り決めが行われる可能性もあるため、新

たなビジネスチャンスが生まれることも予想される。情報収集は怠らないほうがいいだろう。 

≪サステナブルが再び盛り上がる可能性も≫ 




