
innovation team dot
みんなの才能を引き出すチーム



サービスをご紹介する前に 
私たちの想いを伝えさせてください

🔥



　dotメンバーは世の中を本気で豊かにしたいと願い日頃から行動し続ける　

Z世代で全国各地、海外から集い活動しています。 

　dotでは、そのようなZ世代当事者と企業がお互いの理想の未来に向けて
共創し、より良い商品・サービスを生み出す場を創出しています。 

　dotのサービスの特徴として、Z世代当事者の生の声、調べても出てこない本音
が出ることがあげられます。普段はなかなか口にできないような理想や想いを 
心理的安全性のあるこの場では言うことが出来ます。それは、企業とZ世代が

テーマに対して本音で向き合い、理想の未来の実現に向けて本気になれる
場づくりを行っているからです。

ー運営メンバーの想いー



ーZ世代メンバーがZ世代会議に参加する理由抜粋ー

0→1が好きだから。dotならさらにその先まで実際に動け
るから。あとは価値を感じてもらえてるのがわかるから。

Z世代会議はもしかしたら実現してもらえるアイデアを考えることができる貴重な場
だと思う。みんなのアイデアを聞いたり、一緒に考えることが楽しいから。そして 
Z世代会議は、いろんな考えを持つdotメンバーのことを知る機会にもなっている。 
新商品の開発や企業と何か新しいことや社会に影響を与える何かをつくれることが
貴重な機会だから。

dotに集まるZ世代は刺激の集まりだから。自分が日常で感じるモヤモヤこうだったら
いいを同世代と共感できる場所でありそれを社会に届けられる場所がZ世代会議。正直
言ってこんなに社会を変える力のある会社との繋がりを感じられる学生のコミュニティ
はdotくらいだと思うんです。自分の正直な意見を言える、心理的安全性はダントツだ
し、そんな環境を社会人と混ざった時にもキープできるのがZ世代会議の魅力です。



理想を実現しやすい社会を作りたいです。今の自分の置かれてる環境を 
落ち着いて見て、どこが理想でどこが理想じゃないかなどを考えられる 
機会はきっと大学生で余裕のある今が一番いいと思うんです。社会に出るの
を目前に控えた人たちが思う理想の生き方、理想の社会を発信することで、 
生きていて幸せを感じる社会作りのハードルを下げたいと感じます。

ーZ世代メンバーがZ世代会議を通して目指す社会抜粋ー

Z世代会議を通じて、世代とか住んでる場所とか 
関係なくみんながワクワクする社会をつくりたい！

社会をどうとかそんな大きいことは考えてない。ただZ世代会議で
課題を浮き彫りにして、自分達が役立てそうなところから少しずつ
解決していきたい。必要としてくれている目の前の人たちの役に
立って、かつ自分たちも楽しんで成長できるなら最高。



innovation team dot
みんなの才能を引き出すチーム



©2022  innovation team dot 7

　　　　　　= draw out our talent 
みんなの才能を引き出すチーム 

最新のイノベーションメソッドを学びを取り入れながら 
幸せ視点のイノベーションを創造するZ世代が 

日本全国から集まり活動するクリエイティブなチームです。 
株式会社もつくってます。
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\以下の8つの価値観を共有して活動しています/
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\最新のイノベーション・リーダーシップメソッドを取り入れた組織です/

イノベーション手法の教科書 創業時から実践している組織作りの教科書

【参考】dotのアドバイザーとんとん（斉藤徹さん）のサイトより：https://www.join-the-dots.net

https://www.join-the-dots.net


©2022  innovation team dot 10

\そんな私たちdotならではの強み/

創業時から本音で話せる場づくり
をとても大切にしており、科学的
なメソッドを用いて本音の出る組
織づくりを行なっています。 
空気をとても読んでしまう※1 
Z世代ですが、dotメンバーは 
心理的安全性の大切さを理解し 
価値を生み出すことに集中してい
るため、なんでも本音で話してく
れます。

dotメンバーは普段から最新の 
イノベーション手法を用いて、 
アイデアを形にすべく日々活動 
しています。 
そのため、新しい着眼点を取り
入れたりペルソナのインサイトを
考えることに慣れており、結果と
して質の高いアイデアが出ます。

本音が聞ける場である 質の高いアイデアが出る Z世代が会社・商品 
サービスのファンになる

参加メンバーは内発的動機で参加
し、PJに関連する問題を自分ごと
化してプロジェクトに臨みます。
社会をより良くしたいという思い
を持つメンバーたちと企業さんの
思いがマッチした時、Z世代メン
バーはプロジェクトをきっかけに
ファンになり。そんな彼らの口コ
ミを通じて他のZ世代からの 
最強の信頼を獲得できます。

※1：次のページにて補足
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\空気をとても読んでしまうZ世代/

Z世代は、選択できる「群社会」の中で 
「言わない空気」を感じて育った世代
Z世代のつながりは、より広く、より多様になった。多様なSNSのうえ 
で、複数のアカウントを使いこなし、自分の多面性を受け入れてくれる 
オンライン空間の中で過ごしてきた。そこからお互いの価値観を尊重 
する「言わない空気」が醸成され、「多様性には寛容であるべきだ」 
「無理強いやハラスメントはしない」「人にあわせるより、あう人と 
いる」といった価値観が生まれてきたと推測される

Y世代の若者はインターネットとケータイによって、リアルに接している 
友人たちとつながったが、それはマンツーマンを基本としており、リアル 

を補完する位置づけとなった。学校のクラス、部活やサークル、そして 
家族という「選択できないオンライン空間」の中でつながったために 

「今、自分がいるコミュニティで嫌われたくない」という感覚が強くなり 
「言えない空気」が醸成され「新村社会」を形成していったと推測される

Y世代は、選択できない「新村社会」の中で 
「言えない空気」を感じて育った世代
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dotの強み:本音が聞ける場である

Z世代が商品、サービス、企業に対して自分ごと化をして、それ対して本音で言い合えます

このような価値観・思いを持っている 
メンバーが参加しています。
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dotの強み:質の高いアイデアが出る
dotメンバーは最新のイノベーション手法を普段から実践しています。

dotのアドバイザー 
とんとん
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dotの強み: Z世代が会社・商品・サービスのファンになる

🔥無関心層も熱狂する🔥
dotでは日本の「食」のあり方を考え、議論し、行動する国民運動 NIPPON FOOD SHIFT ※1 

にZ世代の視点で取り組む、もぐもぐファームラボ※2という組織の運営をしています。 

初めは食に関して無関心だったdotメンバーでしたが、活動を始めてからは食生活に敏感になったり 
食の課題を自分ごと化し自発的に自分ができるアクションを起こし始めるようになりました。 
メンバーの食に対する価値観の変化や、何が彼らの心を動かしたのか気になる方はぜひ下記リンクを
覗いてみてください✨

https://youtu.be/GWyQBeIWSFY

※1 NIPPON FOOD SHIFT とは：https://nippon-food-shift.maff.go.jp/ 
※2 もぐもぐファームラボとは：https://nippon-food-shift.maff.go.jp/

https://youtu.be/GWyQBeIWSFY
https://nippon-food-shift.maff.go.jp/
https://nippon-food-shift.maff.go.jp/
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dotサポーター 
さとなおさん著

dotの強み: Z世代が会社・商品・サービスのファンになる
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❶ファンは売り上げの大半を支え、伸ばす存在 
多くの小売、BtoBの会社では、ファン上位20%が売上の80%を支えているという、パレートの法則が適用されます。 
また、「より熱量の高いファン（コアファン）」が30%から40%の売上を支えていることがわかっています。

参照：ファンベースカンパニー「ファンベースとは」
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❷時代的・社会的にファンを大切にすることが重要 
以下の理由で新規顧客の獲得がどんどん困難になっていきます。 
①人口急減やウルトラ高齢社会でマーケットが縮小する 
②若者の物欲減少と独身者の増加で、新規需要が減っていく 
③情報の洪水やエンタメの過剰により広告がいよいよ効かなくなる

参照：ファンベースカンパニー「ファンベースとは」
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❸ファンが新たなファンを作る 
このグラフからお分かり頂ける通り、一番信頼されている情報源は家族や友人であるという結果が出ています。 
つまり「Z世代におけるファン創出」を達成するには、プロジェクト参加者をはじめとするZ世代が口コミをすることがとても
強力な手助けになります。 
情報も商品も過剰に多すぎる時代に、プロジェクトをきっかけにファンになった熱量の高いZ世代におすすめしてもらうこと
で、他のZ世代からの最強の信頼を獲得できます。

実際にとあるZ世代に愛される企業を目指すPJでは、『PJ以前には無関心、もしくはネガティブイメージを抱いていた商品、
サービスがPJを通じてポジティブに変わり、PJ参加Z世代約50名のうち75%が友達や家族に勧めたと回答しています。』

参照：ファンベースカンパニー「ファンベースとは」



つながるby

つながる サービス



Z世代とつながる

Z世代ならではの視点から、企業のテーマにそって課題解決や商品開発の 
お手伝いをします。



\こんな悩みはありませんか？/

Y世代・X世代には自社製品を 
手に取ってもらえているのになぜか 
Z世代には買ってもらえてない 

なんでだろう？

Z世代に向けたサービスを作ること 
になったけど彼らがどんな生活を 

送っているか分からない！ 
彼らの痛みや悩みを知って新規事業を 
立ち上げる際のヒントが欲しい…

Z世代をターゲットにした 
商品開発をすることになったけど 

そもそも 
Z世代のこと全然知らないよ…

Z世代の社員が 
何考えているか分からない！ 

どうして相談なしに急に辞めてしまうの？ 
どうしたらZ世代とうまく働ける？



\そんな悩みを解決する２つのサービス/

①Z世代会議 ②講演会＋ミニZ世代会議

Z世代会議では、皆さんが抱える 
悩みに関してのZ世代の本音が深く聞けます。 

やる気に満ちたアクティブな 
4－10名の多様なZ世代が集まり 

最短2ヶ月のPJとして一緒に走り出します。 

「Z世代の何に関する価値観を知りたいか」 
が明確になっている場合はZ世代会議が 

おすすめです。

講演会＋ミニZ世代会議では 
dotのアドバイザーであるとん斉藤徹さん 
（とんとん）と一緒に悩みや知りたい情報 

に合わせた講演を行います。 

講演の後、少人数のZ世代メンバーから 
質疑応答や事前に問いを設計することで 

悩みに関しての本音を聞くことができます。 

「Z世代について」を学びたい 
「世代を超えて共創が進む組織づくり」が 

知りたい方はこちらがおすすめです。
【参照】https://www.join-the-dots.net

https://www.join-the-dots.net


提案 契約 決起会 事前ワーク Z世代会議当日 報告書初回打ち合わせ

・お問合せ 
・お悩みをお聞 
　きする 
・DOT紹介

初回打ち合わせ 
の内容を基に 
ご提案書を作成
します。

・見積書ご提出 
・契約書記入 
・契約完了

メンバー 
アサインと 
PJ概要説明会

・アンケート 
・事前ワーク 
（FW・勉強会 
など）

Z世代会議
・振り返り会 
・報告書ご提出

 1H  1ヶ月

約 1ヶ月 約 1ヶ月  1ヶ月

 2W  1-2W  1W 2W  1W

①Z世代会議（ステップ1）の流れについて



事前ワーク Z世代会議当日 報告書

事前アンケートにて参加する 
メンバーの属性やテーマに関する 
考え方を調べます。 

その後Z世代会議当日に向けテーマを 
自分ごと化・しっかりと理解するため 
に2週間ほどフィールドワークや学び 
の時間をとり、発見や学びに関する 
発表会を実施します。 

※事前ワーク前と事前ワーク後での意識変化 
　もこのステップを経ることによって発見で 
　きます。

Z世代会議当日は2-2.5時間の想定。 
リアルでのZ世代会議もオンライン 
での開催も可能です。 
（オンラインの場合北は北海道から 
南は鹿児島までユニークなメンバーが
おりますので多様な意見を聞けます） 
当日設計（問いや進め方）は共に 
行います。 

※当日の司会進行はDOT側で行います。 
※心理的安全性が担保される場作りにご協力 
　をお願いします。

ー内容ー 
以下の6点をまとめた報告書を 
ご提出いたします。 
①メンバー・事前アンケート結果 
②事前ワークまとめ 
③当日の意見 
④インサイトの発見 
⑤インサイトに対する考察 
⑥今後について・ご提案 

ーオプションー 
・当日の様子をまとめた動画 
・キーポイントをグラレコ

①Z世代会議（ステップ1）の後半の詳細



アイデア発散

Z世代会議ステップ2 
～内容～ 

ステップ1で見つかった 
インサイトやキーなどを 
もとにアイデア発散

インサイト発見

Z世代会議ステップ1 
～内容～ 

Z世代会議にて悩みや課題に 
関するインサイトを発見

 プロトタイプ作成

カラフルサービス 
～内容～ 

アイデア発散時の意見をもとに 
実施するアイデアを確定。 
イラストなどを用いて 
プロトタイプを作成する。

 アイデア検証

Z世代会議ステップ3 
～内容～ 

・プロトタイプを用いて 
ペルソナにインタビュー

 アイデア実施

カラフルサービス 
～内容～ 

動画制作やポスター制作 
グラレコ・パッケージデザイン 
などで携われることがあれば 
お手伝いいたします！

マーケ 
ティング面 
でもサポート 
可能です

①Z世代会議ステップ1以降について（例）



Z世代とは何か？という部分から世代を超えた良い組織の作り方に関するの講演をdotアドバイザーのとんとん※1 
(斉藤徹さん)が行った後、Z世代が登壇し生の声や意見を届けます。　※1 join-the-dots.net 参照

管理職の方々や多くの社員に向けてZ世代についてやZ世代との働き方について伝える際にお薦めしています。

dotのアドバイザー 
とんとん（斉藤徹さん）こちらも是非ご覧ください。https://dakaboku.jp

②講演会＋ミニZ世代会議について

http://join-the-dots.net
https://dakaboku.jp


事例紹介
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丸井グループ様　シェアハウス事業部　

Ｚ世代に向けたシェアハウスをオープンさせるにあたり、 
Z世代当事者にシェアハウスについてや、サステナブルについての 
意識調査を実施。インサイトの深堀り&アイデア出しを行いました。

https://www.to-mare.com/news/2021/marui-toclus3.html

事例紹介①
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既存のプロトタイプを元にZ世代の 
フィードバックを集約

Z世代会議　開催

Z世代自身であるdotメンバーがZ世代の
目線で、動画制作を企画・撮影・編集

プロモーション動画　制作

プレスリリースに伴い、撮影に協力した
dotメンバーもSNSにてシェア・拡散

シェアハウス　リリース

会議後のZ世代レポート(報告書)を元に 
サービスの詳細を改善

サービス　ブラッシュアップ

丸井グループ様　シェアハウス事業部　



丸井グループ　シェアハウス 
プロモーション動画①

https://youtu.be/QXNIu2h_5R8

こちらを 
タップ

https://youtu.be/QXNIu2h_5R8


丸井グループ　シェアハウス 
プロモーション動画②

https://youtu.be/bMcibhQ1-9c

こちらを 
タップ

https://youtu.be/bMcibhQ1-9c
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パナソニック様　デザイン部
事例紹介②

Z世代の食の場におけるコミュニケーションの楽しみ方を調査。 
パナソニック開発の「スパイスボトル(振るとスパイスの代わりに質問が聞こえる)」の 

プロトタイプ動画をdotで制作しました。
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Z世代4タイプに分かれて、 
タイプ別のインサイト/ニーズ/

アイデアを集約

Z世代会議　開催

01
Z世代4タイプごとにスパイス
ボトルを利用するシーンを 
想定し、Z世代の日常を 

プロトタイプ動画にて制作

プロトタイプ動画　制作

02
Panasonic 100周年を記念 
して『CROSS-VALUE 
INNOVATION FORUM 

2018』が開催され、そこにて 
リリース

イベントでリリース

03

パナソニック様　デザイン部

【プロトタイプ動画】https://youtube.com/playlist?list=PLb2o9Ke4OmD1rIIoSE_SDQnf8r9NaDcA3

https://youtube.com/playlist?list=PLb2o9Ke4OmD1rIIoSE_SDQnf8r9NaDcA3


©2022  innovation team dot 34

マンダムさま　商品開発・広報部
事例紹介③

過去に「Z世代が共感するガチ勢像」「令和男性の理想の体毛」をテーマに 
Z世代会議を実施。どちらのテーマもレポート記事としてリリースしていただきました。

10年もマーケティング 
してきたが初めて聞く事が 
多くて衝撃を受けた

グルインとはぜんぜん違った。 
Z世代の本音がきけてよかった

一人ひとりが思考を言葉にして 
堂々と話しているのにびっくり

Z世代ならではの視点。 
目から鱗！ 

部長にこそ聞かせたい
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Z世代向けの商品開発を試作するにあたり、座談会形式で 
ディスカッションし、インサイトを集約

Z世代会議　開催

Z世代会議で新たに発見したインサイトを
元に、グラレコとレポートに整理・体系化

グラレコ/レポート　作成

社外向けにレポート記事として発信 
(Z世代会議を開催したこと自体をプロモーション)

レポート記事　リリース

01

02

03

マンダムさま　商品開発・広報部
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マンダム　Z世代調査レポート

2018年4月27日掲載 2020年2月20日掲載
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価格表
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サービス 料金 備考

Z世代と 
つながる

Z世代会議 
(コラボワーク)

150万～

　　ステップ１：インサイト発掘       150万~ 
　　ステップ２：アイデア企画           150万~ 
　　ステップ３：プロトタイプ/実行 要相談 

　　アンケート、事前ワーク、企画運営、ファンづくり、 
　　Z世代の本音意見グラレコ、報告書 
　　→新規事業/商品開発/PR/採用企画等 
　　※柔軟に対応可です。ご気軽にご相談下さい

斉藤徹さん 
講演＋ミニ　
Z世代会議

30万～
　　斉藤徹さんによる講演とZ世代メンバーのアサイン、 
　　事前ワーク、当日のZ世代メンバーの本音意見 
　　Z世代×組織



https://www.join-the-dots.net/genz.html

ーZ世代について詳しく知りたい方はこちらー

https://www.join-the-dots.net/genz.html


fanbase company 
会長/ファンベースディレクター

ーdotサポーターからのメッセージー

佐藤尚之さん

株式会社ブレーンセンター 
チーフコンサルタント

中村佳正さん
新規事業・商品開発や人材採用、社内活性化などの 
企業コミュニケーション共創パートナーとして 
dotをおすすめ！Z世代のアイデアは貴重です。

みなさん、Z世代に会ってみてください。 
その新しい常識や発想にきっと驚くし、自分がこの世代 
のことを何も知らなかったことに気づくでしょう。 
伝えたい相手を知らないとコミュニケーションは 
成り立ちません。若い世代に伝えたいことがある 
企業の方は特に、dotと一度コラボしてみてください。 
きっと発見に満ちています。



世の中にハッピーイノベーションを 
生み出すお手伝いをさせてください❣

🔥


