
OURSTORY　サービスガイド 

サービス概要 

1

一度作れば 

ずっと伝わる。 



OURSTORYとは？

企業価値（人・会社・商品）をストーリーに乗せて明文化・冊子化することで、
採用支援・販促支援を行うサービスです。

ニーズ、経営課題に合わせてインタビューコンテンツを企画し、
取材・撮影・執筆・編集・印刷までワンストップでご提供致します。 2

一度作ればずっと伝わるストーリーブック



冊子イメージ

トップインタビュー形式
3

社員インタビュー形式



冊子イメージ
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興味を引くタイトル
取材現場の雰囲気が

伝わる写真

長文でも読みやすいよう

小見出しを工夫

冊子からHPへの導線

としてQRコードを設置

ロゴを設置
口調から伝わる印象を

コントロールするために

文章体を工夫

読んでいて飽きないように

文章構成や語尾の使い方、

写真配置を細かく配慮

A5・8ページ

扱いやすい情報量・サイズ

名刺 〈 ブックレット  〈 本 



OURSTORYが提供する価値とは…
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コンテンツ価値 機能的価値



OURSTORYのコンテンツ価値とは…
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《翻訳》 《再現》

貴重なノウハウを《翻訳・再現》することで、共有・活用できる新たな資源に。

限られたリソース「人・もの・お金・情報」を最大限に活かし、

今あるものと今いる人で業務効率化・売上向上・コストカットを実現するために

ご活用いただくことができます。



OURSTORYのコンテンツ価値①

ターゲットの立場に立った情報発信とアプローチが必要。

頭ではそう分かっていても、つい自社から見た視点に偏ってしまうものです。

まっさらな視点と中間に立つポジションから御社が伝えたいことを解釈し、

時には言葉を置き換え、口調も調節しつつ、ターゲットに伝わる言葉を創ります。 7

御社とターゲットの間に立って、第三者の言葉で『翻訳』します。

御社 話者

御社 話者×オンリーストーリー ターゲット



OURSTORYのコンテンツ価値②

社長、エース営業マン、エースリクルーター

彼らが話す魅力的なエピソードやクロージングトークを

他の誰でも、いつでも話せるようになることで、

属人的な経営・営業・採用からの脱却を図ることができる。
8

一部の人しか語れないストーリー・トークに『再現性』を。



OURSTORYが提供する機能的価値とは…
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《想起性・リマインド機能》

比較・検討段階で

　　　　　　差別化を！

ネット・SEO合戦から

　　抜け出す、次の先手を！

信用社会に有効。

　　　最後の一押しとして！

評判や情報を広めてもらう

　　　　　　ツールとして！

《脱・SEO》

《第三者レコメンド性》

《口コミ・紹介促進効果》

サイズ

本 1冊 ＝ OURSTORY 20冊

《持ち運び簡単》

スペックや価格では

　　差別化できない時代に。

《無形価値の可視化》



OURSTORYが提供する機能的価値①
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比較・検討段階で差別化できる『想起性・リマインド機能』を。

商談・面談の機会を持つことができても、即断・即決されるのは稀。

展示会や交流会、合同採用説明会で出会ったターゲットが

もう一度御社を思い出した時に適切に想起させ、印象を呼び起こし、

比較される同業他社・大手企業に対する差別化を図る。



OURSTORYが提供する機能的価値②
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同業競争・ネット戦略で消耗しないよう、『脱・SEO』を。

ネット上では、あらゆるSEO戦略・攻防が繰り広げられている。

ネット検索者という1つのパイを数え切れない数の会社が取り合う中、

その攻防の渦中で激しく消耗してしまう経営者も少なくない。

インターネットがなくなれば、その努力も水の泡となる…。



OURSTORYが提供する機能的価値③
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手に取ってもらい、拡散・紹介・口コミ効果の促進を。

「この前、こんな会社の面談 / 営業に行ってきたんだ。この会社って・・・」

「今使ってるこのサービスを作ってる◯◯って会社って、実は・・・」

冊子を手に取った人の同僚、友人、家族などに話したくなるような

ストーリー、エピソードを形にします。

・・・

・・・



OURSTORYが提供する機能的価値④
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信用社会の中で求められる『第三者からのレコメンド（推薦）』を。

誰でも、気軽に、様々なデバイスから情報を発信・受信できる情報社会。

リテラシーが高い経営者やビジネスマン、デジタルネイティブ層の信用を勝ち取るには

御社が発信している御社情報だけでは足りない。

第三者がお勧めする「レコメンド価値」が、彼らを動かす最後の一押しに。

・・・ ・・・



OURSTORYが提供する機能的価値⑤
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目に見えない価値に居場所を与える『無形価値の可視化』。

スペックや価格で比較・購入する時代は過ぎ、会社や商材の背景にある

人の存在や物語に魅力を感じ、心動かされる時代に。

そのような中では、自社の無形価値・無形資産の在り処を把握し、

御社を選ぶ人たちの目に見えるところに配置する必要がある。



OURSTORYが提供する機能的価値⑥

15

持ち運びが簡単で、保管も場所をとらない『手軽さ』。

情報量・サイズ感  → 名刺 〈 ストーリーブック  〈 書籍

A5サイズ・8ページと使い勝手が良く、持ち運ぶ際、保管する際に場所を取らない。

不特定多数のターゲットに配布する名刺や採用パンフレットと併用することもでき、

記事内容によってフィルタリングをかけることもできる。

＝ ×２０×１



OURSTORYが提供する価値⑦
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弊社が運営する経営者プラットフォームとFBページに掲載。

記事は、弊社が運営する経営者プラットフォーム『 ONLY STORY』とFBページに掲載。

《会社名＋社長名》によるSEOに強く、ブランディングに効果的です。

経営者同士で直接チャットが出来たりニーズを把握しあえたりする機能や

自社でいつでも、自由に記事を編集できる機能を搭載。



OURSTORYが提供する価値とは…
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コンテンツ価値 機能的価値



OURSTORY　サービスガイド 

使い方 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一度作れば 

ずっと伝わる。 



OURSTORYが応えられるニーズ
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OURSTORYの使い方
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《コーポレートサイトに転載》

《商品発送時、DM郵送時に同封》

《イベントや交流会、展示会で配布》

《営業活動・採用活動で活用》

《頑張っている社員へ》

ブランディング促進や

　ミスマッチ防止に効果的！

他社との差別化や

　　ファン度合いの促進に！

その場の記憶に残り、

　　　　　　再び想起させる。

渡すだけでサクッと説明。

説明コスト＆工数削減！

社員を代表して話す場を提供。

モチベーションアップ！



OURSTORYご活用の例
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自社採用サイトに社員インタビュー写真・文章を二次利用。

例：ナレッジスイート株式会社



OURSTORYご活用の声
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記事ご提供実績

本サービスを運営する株式会社オンリーストーリーは多数の上場企業、成長企業様に

記事をご提供しています。
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一度作れば 

ずっと伝わる。 

OURSTORY　サービスガイド 

プランメニュー
 



OURSTORYが提供する価値とは…
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コンテンツ価値 機能的価値



OURSTORYが提供するコンテンツの特徴
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掲載料・更新料・利用料なし！

一度作れば、ずっと使える！

1500社を超える経営者取材実績



OURSTORYが提供するもの

①冊子　1000部
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★二次利用可能

②WEB記事　 ③撮影写真　

④ONLY STORYサイトへの掲載

★二次利用可能

⑤オンリーストーリーFBページへの投稿



料金
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製品にご満足いただけなかった場合、

料金の半額をご返金いたします！

※納品後、１ヶ月以内にご申告ください。

60万円（税別）

1000部

◆ 料金

◆ 部数

5000字程度

◆ 文字数

　　　毎月

先着 10名様まで



オプションガイド
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60万円（税別）

 オプション料金

◆ ニューズピックス掲載プラン



オプションガイド
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40万円（税別）

◆ オプション料金

◆ カスタマイズプラン
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一度作れば 

ずっと伝わる。 

OURSTORY　サービスガイド 

ご提供の流れ 



ご提供までの流れ

１ヶ月半程度
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２ヶ月〜

　２ヶ月半程度

① 初回制作打ち合わせ　《ヒアリング・企画》

② 取材・撮影

③ 執筆・編集

④ WEB記事公開

⑤ 冊子納品

⑥ 完成後 ご訪問　《アンケート》

取材日から起算して、1ヶ月半程度でWEB記事公開。2ヶ月〜2ヶ月半程度で冊子納品。



33

一度作れば 

ずっと伝わる。 

OURSTORY　サービスガイド 

FAQ
 



Q.取材対象者は何人でもいいんですか？ 

A. 冊子内に収められるコンテンツ量に限りがありますので、

　1〜4名とさせて頂いております。
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Q.カメラマンは自社で用意してもいいですか？ 

A. 手配頂いても構いません。お打ち合わせ時にご教示頂けますと幸いです。

FAQ　〜取材について〜

Q.私も社員も取材を受けた経験がないのですが、大丈夫ですか？

A. 取材企画時に記事構成までを明確にし、取材数日前には想定される質問内容を

　ご用意いたしますので、取材前に回答のご準備をいただくことができます。



Q. 若者は活字を嫌うと聞きますが、読まれますか？

A. 「読者が知りたいこと」と「御社が伝えられること・伝えたいこと」を把握し、

　　設計することで、時間をかけて比較・検討する際に読んで頂けます。
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Q. デザインやレイアウトをフォーマットから大きく変更することはできますか？

A. A. オプションプランとして、デザインをカスタマイズできるプランがございます。

　お申し込み時にお申し付けください。

Q. 「OURSTORY」の表紙タイトルを外すことはできますか？

A. 弊社が発行し、第三者的に御社をご紹介する「第三者レコメンド性」を伝える

　ために、通常はどの冊子にも「OURSTORY」の表紙タイトルを設置しており

　ます。

FAQ　〜冊子について〜



Q. データだけ納品頂くことはできますか？

A. 通常はデータのみの納品は行っておりません。ご希望の方は、一度ご相談ください。
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Q. 制作開始時期を指定することはできますか？

A. ご契約日より1週間後以降であれば、開始時期をご指定頂くことができます。

Q. 制作期間を短縮頂くことはできますか？

A. 通常は行っておりませんが、ご相談の上でご対応は可能でございます。

　別途料金を頂きます。

FAQ　〜ご提供の流れについて〜
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Q. 1000部以上納品して欲しいんだけど・・・

A. 部数に応じて追加料金を頂くことでご対応可能でございます。

Q.  サイトに掲載する記事はどれくらいPVが取れるのですか？

A. 弊社サイトはメディアではなくプラットフォームとして運営しておりますため

　恐れ入りますが対外的にお伝えするために控えているデータはございません。

　WEB上での拡散効果を期待される場合は、「NewsPicks掲載プラン」を

　ご検討ください。

Q. 周りに提供できそうな企業がいます。紹介したら紹介料など貰えますか？

A. 本サービスの代理店になって頂くことで、利益のうち一部を還元させて頂きます。　

　詳細につきましては、別途ご説明をさせて頂きます。

FAQ　〜その他〜
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FAQ

初回発行部数 追加料金

1000部 なし

2000部 4万円（税別）

3000部 5万円（税別）

5000部 8万円（税別）

10000部 12万円（税別）

初回発行部数1000部以上をご希望の方におきましては、下記の通り別途料金を頂きます。
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あなたならではの ONLY STORY を 

社会・顧客・社員と共感・共有できる OUR STORY に。 


