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大学生の顧客を獲得するための提案



みなさん、突然ですが
大学生活（もしくは大学生時代）で

「ピンチだ ! ！」「やばい！！」
と思った瞬間はありましたか？



大学生の失敗あるある

・アルバイトに集中しすぎて課題の提出が遅れた。
・ 課題提出期限が近いのに、旅行の予定を入れてしまった。
・単位を落とした。
・友達を作るタイミングを逃した。
・飲み会で酔いつぶれた。
・友達と遊びすぎて学業に集中できなかった。
・留年した。
・ 就職の内定が決まっていたのに単位が足りず、卒業できなかった。
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・留年した。
・ 就職の内定が決まっていたのに単位が足りず、卒業できなかった。

↓
大学生活の終わり頃に気づく「ピンチ」



大学生活は、
スタートよりもゴールが大変。



私には、あまり関係ないなー。



優秀な学生でも起こりうるピンチ



卒業論文！



©️Twitter



世にも恐ろしい卒論失敗あるある

怖い！！！！！！！

・卒論提出前夜に、データを保存しないままパソコンのアップデートが
　始まり、再起動してしまった。（今までのデータが全部消えた人も！）

・ 卒論を保存していた USB をなくした。

・ 卒論提出前夜に限って、印刷するプリンターが動かない・壊れた。

・そもそも書く内容が決まっていない。



でもよくよく考えたら・・・



どれも前に気がついていれば未然に防げたはずの失敗

・卒論提出前夜にデータ全滅
→小まめな保存、外部メディア、クラウドサービスにバックアップ
・ USB をなくした。
→複数の USB に保存。
・ プリンターが動かない。
→早めに完成し、余裕を持ってプリントアウト。
・内容が決まってない。
→普段の大学生活から興味が持てるものを探しておく。



こちらの失敗も

・留年した。
→講義にしっかり出席する。

・ 就職の内定が決まっていたのに単位が足りず、卒業できなかった。
→単位の計算をまめにする。



大学生活は危険がいっぱい。
でも、そのほとんどが
未然に防ぐことができるもの。



大学生活のピンチについて
考えているうちに、わかったこと。



ピンチに強い　 ＝



長時間駆動 … 保存し忘れのピンチを防ぐ。

　
頑丈… パソコンをぶつけた時の衝撃によるピンチに強い。

軽い… 移動中にも課題に取り組むことができ、提出遅れのピンチが防げる。



①大学生活での危険 ( ピンチ ) を未然に防ぐための
　方法を紹介し、学生の悩み・不安を解消する
　効果のあるコンテンツを用意。

②さらに、レッツノートが大学生活での危険を
　未然に防ぐ役割があることを訴求。

どのような広告を作るか？



コンテンツの選択



自動車免許学科試験で出題される

危険予測問題





危険予測問題っぽく
大学生活の危険をイラストと○×形式で出題



題しまして・・・





大学生活 危険予測 テスト
presented  by 
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①日常生活での危険予測

②通学中での危険予測

③講義での危険予測

④アルバイト先での危険予測

⑤長期休暇での危険予測

⑥卒論作成での危険予測　　各９問ずつ
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No

Date

あなた

入学お
めでと

うござ
います

❶



No

Date

No

Date

次の問題をよく読み、問題文に書かれている行動をした後のリスク（あなたが心身に受けるダメージ）が、

低い内容に○を、リスクが高く危険な内容には×を解答欄に記入してください。

❶ 晴れて大学に入学したあなた。しかし大学内には知り合いがいません。

１　大学は友達を作る機会を逃すと義務教育の時に比べて取り返すことが困難なので、

　　第一回目の講義やサークルの新歓などで、できるだけ初めのうちに知り合いを作っておくと良い。

２　例え友達ができず一人ぼっちになっても、大学はもともと研究に励む場なのでそちらに没頭する生活を送っても良い。

３　大学で気があう人がおらず特に楽しみもないので講義にだけしっかり参加していれば良い。
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Date

❶ 人脈が広いことに越したことはありませんが、無理やり関係を築く必要はありません。適度な友達関係を築きましょう。

１ 　設問の通りです。タイミングを逃してしまった場合は自ら出会いがある環境に積極的に参加するなど

    　努力をしないと、自然に作ることはなかなか難しいです。

２ 　無理やり関係を作って遊びに引きずられ、研究に集中できなくなるよりは、一人でがんばる方が安全でしょう。

３ 　大学でしか触れることのできない場所や経験があるかもしれません。学費を支払っている分、

　　多いに活用した方が良いでしょう。

解答・解説
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No

Date

❶



危険予測が重要なのは車だけじゃない！？
キャンパスライフは、危険がいっぱい！！
大学生活で「リアルに」ためになる事例を
ぎゅっと凝縮しました。

店頭パンフレット



普通自動車運転免許を取得するための学科試験で
登場する「危険予測問題」。

実際運転している時に遭遇するあらゆる危険を
回避するための正しい判断を、運転席の視点の
風景が描かれたイラストを見ながら考え、
○×形式で回答する大変重要な試験項目です。

車と同じで大学生活も判断を誤ると思わぬ危険に
遭遇します。
大学生活危険予測テストは、青春まっさかりの
大学生の皆さん（もしくは保護者の方）のために
パナソニックのレッツノートが作った
イラスト付きの○×式で回答するテストです。
さっそく次のページから解いてみましょう！

いよいよテスト開始！
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今からみなさんに受けていただくテストは、

「大学生活内だけ」の危険予測ではありません。

社会に出てからも遭遇する可能性が高いものです。

社会に出ると大学生活には存在しなかった「責任」が生じ、

自身の行動に対するリスクは何倍にも膨れあがります。

これはテストですが、皆さんの未来がより明るく

希望に満ちた人生をおくるための予習として、

ぜひ活用してください！

バナソニック　レッツノート

はじめに・・・

目
も く じ

次

それでは、テストスタート！
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１　　　２　　　３

❷ 今日はサークルの新入生歓迎会で、あなたは居酒屋にいます。

１　まだ未成年なのでお酒は飲めないが、先輩から乾杯の音頭の時だけだからとビールを頼むよう

　　指示されたので仕方なく注文した。

２　店員が目の前に飲み物を運んできたが、私のものではないのでそのまま放置した。

３　自己紹介など特にないと思ったので何も考えず出席した。

１　　　２　　　３

❸ そろそろ就職活動が近づいてきました。

１　就職先を探すのは信頼の置けるリクルートサイトのみが良い。

２　就職先は２〜３個候補にあげるのが適当である。

３　就職に有利な方が良いため学生生活は手当たり次第資格をとった。

１　　　２　　　３

❶

❷

❸

あなた

入学お
めでと

うござ
います

新入生歓迎会

あなた

あなた

A社
リクルートサイト

D社

E社

F社

B 社
C社

資格試験対策
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❶ 人脈が広いことに越したことはありませんが、無理やり関係を築く必要はありません。適度な友達関係を築きましょう。

１ 　設問の通りです。タイミングを逃してしまった場合は自ら出会いがある環境に積極的に参加するなど

    　努力をしないと、自然に作ることはなかなか難しいです。

２ 　無理やり関係を作って遊びに引きずられ、研究に集中できなくなるよりは、一人でがんばる方が安全でしょう。

３ 　大学でしか触れることのできない場所や経験があるかもしれません。学費を支払っている分、

　　多いに活用した方が良いでしょう。

❷ 飲み会は社会勉強ができる一方で危険がいっぱい！未成年のアルコール摂取は今後の人生に悪影響を及ぼします。

１ 　どんな理由であれ、未成年がアルコール飲料を注文してはいけません。

    　咎められるのはあなたよりも、サークルの中心になっている先輩です。気をつけましょう。

２ 　歓迎される側ですが、サークルの中では一番後輩です。飲み物を配ったり食べ物を取り分けたり積極的に

　　はたらきかけましょう。

３　自己紹介と何か一つ喋るネタを考えておくと後が楽です。自己紹介がきっかけで声をかけてくれる人が

　　いるかもしれません。

❸ そろそろ就職活動が近づいてきました。

１　大企業ほどリクルートサイトで募集をかけないとされています。企業のサイトを検索して探しましょう。

２　行きたいところを 20 個以上探しておくと安心です。

３　資格を取得するための勉強は一方で、大学の研究の時間が奪ってしまいます。

　　今後のことを考えて取る資格を選ばないと、自分が将来何をやりたいのか考えが散漫になってしまい危険です。

　　資格の検定料は高価なので金銭的なリスクもあります。得意分野が多いことは良いことですが、

　　しっかりと計画を立てて取得すると安全でしょう。

❶

❷

❸

解答・解説
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危険にさらされている大学生の強い味方！

レッツノートとは！？

あなたにぴったりのレッツノートは、どのシリーズ？

大学生活でのレッツノートの詳しい活用方法はこちら！
楽しいコンテンツが満載♪

http://panasonic.jp/pc/campus/
　　　「大学生活に強い！レッツノート」

QR コードからもアクセスできます！

SZ series                       RZ series                         MX series                      LX series

 CF-SZ5                          CF-RZ5                          CF-MX5                         CF-LX5

光学式ドライブ内蔵

世界最軽量 約929g                 

軽さ

長時間バッテリー

画面サイズ

2 in1PC で、

世界最軽量 約745g

約1.198kg 約1.455kg

約 14 時間 約 11 時間 約 12 時間 約 19 時間

12.2 型 10.0 型 12.5 型 14.0 型

世界最軽量。　超 軽い！※

課題が超やばいのに旅行 OK しちゃった・・・
なんて時も安心。気軽に持ち運べます！

長い文章量のレポートや卒論作成にぴったり！

耐 100kg 級。 超 頑丈！
はしゃぎすぎちゃった時の衝撃対策はバッチリ★

長時間駆動。超 長持ち！

※ 1 SZ シリーズ CF-SZ5　12.2 型　光学式ドライブ内蔵で世界最軽量　約 929g

    RZ シリーズ CF-RZ5　10.1 型　世界最軽量 2in1　約 745g

※ 2 当社技術実験室にて。30cm（26 方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施。 

       RZ/MX はタブレットスタイル時を除く。落下した場合は点検（有償）に出してください。



Web コンテンツ



大学生活 危険予測 テスト ってなに？

普通自動車運転免許を取得するための学科試験で
登場する「危険予測問題」。

実際運転している時に遭遇するあらゆる危険を
回避するための正しい判断を、運転席の視点の
風景が描かれたイラストを見ながら考え、
○× 形式で回答する大変重要な試験項目です。

車と同じで大学生活も判断を誤ると思わぬ危険に
遭遇します。
大学生活危険予測テストは、青春まっさかりの
大学生の皆さん（もしくは保護者の方）のために
パナソニックのレッツノートが作った
イラスト付きの○× 式で回答するテストです。
さっそく上から順番に解いてみましょう！

presented  by 

＼レッツトライ！／
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あなた

入学お
めでと

うござ
います

❶ 晴れて大学に入学したあなた。しかし大学内には知り合いがいません。

問題１

大学は友達を作る機会を逃すと義務教育の時に比べて

取り返すことが困難なので、第一回目の講義やサークルの新歓などで、

できるだけ初めのうちに知り合いを作っておくと良い。

解答・解説

設問の通りです。

タイミングを逃してしまった場合は自ら出会いがある環境に

積極的に参加するなど努力をしないと、自然に作ることはなかなか

難しいです。

正解！Web 版は
ゲーム形式
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危険にさらされている大学生の強い味方！

レッツノートとは！？

世界最軽量。　超 軽い！※

※ 1 SZ シリーズ CF-SZ5　12.2 型　光学式ドライブ内蔵で世界最軽量　約 929g

    RZ シリーズ CF-RZ5　10.1 型　世界最軽量 2in1　約 745g

※ 2 当社技術実験室にて。30cm（26 方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施。 

       RZ/MX はタブレットスタイル時を除く。落下した場合は点検（有償）に出してください。

課題が超やばいのに旅行 OK しちゃった・・・
なんて時も安心。気軽に持ち運べます！

長い文章量のレポートや卒論作成にぴったり！

耐 100kg 級。 超 頑丈！
はしゃぎすぎちゃった時の衝撃対策はバッチリ★

長時間駆動。超 長持ち！

項目をクリアすると
最後に広告が出てくる。



No
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全ての問題をクリアすると
架空の免許証がもらえ、
もらえたことを SNS に
投稿できる。

→企画を拡散できる。

ユーザー名

大学生活
安全運転免許証

合格おめでとうございます！

大学生活危険予測テストはいかがでしたか？
あなたが解いた問題は、大学内だけでなく社会でも使えます。
レッツノートは、いつでもあなたの味方です。
あなたの人生がより良いものになりますように・・・

合
格

あなたは問題を全て解きました！



企画「大学生活危険予測テスト」を主とした、
① 問題集型の店頭用商品パンフレット
② ゲーム形式の Web コンテンツ

私が提案したもの



ご静聴ありがとうございました。


