マーケ
ティング

2日間

詳細は
セミナーID

マーケティングの基本をわかりやすくコンパクトに整理して解説

事業開発

ねらい・特徴

商品開発・
企画

◆ マーケティングの実務的
「基本」
を学び、
それぞれの領域からポイント
を抽出し、分かりやすく解説します。

顧客理解

◆「売るまで」のマーケティングの基本手法と、顧客満足を追求する
「売った後」のマーケティングの基本手法の両面を学びます。

プログラム

販売予測

【Point】ニーズを読み取るための行動観察やインタビューの基本を事例的に学習します。

マーケ
ティング
リサーチ

(1)アイデアのつくり方
(3)デザイン思考

(2)コンセプトのつくり方
(4)ストーリー思考

【Point】スターバックス＝第3の場所のような、代表的なコンセプト発想を学習します。

4. 価値を発想する
(1)価値増幅
(3)価値組み替え

(2)価値転換
(4)パフォーマンス・インパクト分析

17:00

【Point】顧客価値の発想法です。段階的な増幅、焦点を変える転換、構成を変える組み替
えの3つが代表的です。

時間

２日目

10:00

受講者の声

2日間

(2)行動観察、個人インタビュー

3. コンセプト・メーキング

JMA専任講師
(株)マーケティングプロモーションセンター 代表取締役

・マーケティングについての知識が殆どない中で参加したが、事例が分かりや
すく、重要な部分の説明に時間をかけてもらえて良かった。
・
「マーケティングの思考」の部分が、今後の業務の考え方に役立つ内容だった
・コンセプトの重要性をドメイン分析を通して実感できた。
・
「観察」がまだ少ないと感じた。
「観察」を増やしてお客様も気づいていない
ニーズを発見し、商品設計部門へフィードバックしようと思った。
・マーケティングを考えて仕事をする一歩につながりました。
・グループディスカッションでの他社の方の意見交換が新鮮で、
刺激になった。

(2)STP、生活空間分析、ドメインなど

(1)グループ・インタビュー
(3)見つける（インサイト）

講 師 （敬称略）

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

(1)生産志向と市場（顧客）志向
(3)ビジネスマーケティング

2. インサイト

会 場（東京） 2022年12月 1日
（木）
～ 2日
（金）

日本能率協会法人会員：102,300円／1名
会員外：114,400円／1名

１日目
1. マーケティングの思考フレーム

【Point】市場分析や企画の際に用いる「セグメント→ターゲット→ポジショニング」のよう
な基本的な思考法を学びます。

会期・開催地

参加料 （税込）

（昼食12:00～13:00）

時間
10:00

◆ 戦略的マーケティングのための代表的な分析整理の手法を習得
します。

岡本 正耿

(1)購買までのステップ（AIDMA、AMTUL）
(2)広告・販促企画
(3)セールス、PRAM
(4)SFAにおけるリード
(5)売り込みからソリューションへ

【Point】マスメディア、店舗、Web経由、セールスそれぞれの特徴を学習します。

6. 戦略思考のフレームワーク
(1)SWOT分析
(3)比較型思考

(2)VRIOフレームワーク
(4)独自型思考

【Point】戦略思考は難しいですが、これを単純化して、比較型と独自型の二つの見方を学
びます。

7. ケーススタディ
17:00

■
グループ演習

【Point】ケースを用いて、主にインサイト、コンセプト、プロモーションについて検討し
ます。そしてマーケティングプランをくみたてていただきます。

詳細は
セミナーID

マーケティング実務基礎セミナー

◆ マーケティング基 礎 知識を「体系的」に解説すると共に具体的な
事例や演習を交えて学び、基礎知識と共に実務でも役立つスキル
を習得します。
◆ 各社のマーケティングをリアルタイムで支援している現役のコンサル
タント陣が講師となり、豊富な経験から事例を解説し、受講者に
ご理解いただく、より実践的な内容です。

Point「3C」
の要素である自社分析・競合分析について分析の切り口と手法を学ぶ

3. 顧客を分析する

■
ミニ演習
Point マーケティングの環境分析の3要素「3C」のなかで顧客分析の視点を学ぶ

4. マーケティングの基本方針づくり（STPの策定）
Point マーケティングプランの柱となる考え方を学ぶ

5. マーケティング・リサーチ

Point お客様と市場を調査する代表的な方法を学ぶ

高橋 澄子 （株）MOMO（モモ） 代表取締役
池田 裕一 （株）日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

17:00

参加料 （税込）

10:00

【マーケティング実践演習１】

調査結果の分析、ディスカッションを通じてSTPを立案する

２日目
４Ｐ戦略の策定

時間

【マーケティング実践演習１】（前日のつづき）

日本能率協会法人会員：102,300円／1名
会員外：114,400円／1名

6. マーケティングの4Pとは

Point マーケティング戦略の基本を知る

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

7. 商品・サービス戦略

■
ミニ演習
Point 新商品・サービス開発のプロセスと要点を学ぶ

受講者の声

8. 価格戦略

Point 価格設定の仕組みと考え方を学ぶ

9. 流通・販売戦略

Point お客様に商品を届ける流れのつくり方を学ぶ

10. 広告・プロモーション戦略

Point お客様の心を動かすコミュニケーション活動の考え方を学ぶ

17:00

ねらい・特徴

◆ BtoBマーケティングの特徴を体系的に解説するとともに、
BtoBに
おける顧客・競 合・自社 分 析 やBtoBマーケティング 戦 略などの
事例や演習を通して、具体的にわかりやすく学びます。

【マーケティング実践演習２】

マーケティング4P戦略をテンプレートに沿って作成する

※各事業終了時の消費税率を適用させていただきます。会期、内容など一部変更の可能性もありますので、ご了承ください。※※最新の情報はJMAマネジメントスクールHPにてご確認ください。

（昼食12:30～13:30）

１日目

時間

BtoBマーケティングと現状分析

10:00

01. マーケティングの必要性

02. BtoBマーケティングとBtoC
（消費者）
マーケテイングとの違いと共通点
■
ミニ演習 買われ方分析

03. 市場調査

会期・開催地

(1)市場調査の種類と方法
(2)顧客調査・競合調査のポイント
(3)海外市場調査における留意点

会 場（東京） 2022年 7月26日
（火）
～27日
（水）
2022年10月18日
（火）
～19日
（水）
2023年 2月21日
（火）
～22日
（水）

04. 顧客分析

講 師 （敬称略）

05. 競合分析と自社分析

(株)日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

参加料 （税込）

日本能率協会法人会員：102,300円／1名
会員外：114,400円／1名

(1)BtoBビジネスにおける顧客の種類
(2)顧客ニーズの収集
(3)顧客ニーズの分析と体系化
■
マーケティング実践演習1 ① 顧客分析（ニーズ分析） ② 発表、講評

17:00

2日間

(1)競争要因の理解
(2)競合分析の視点
■
マーケティング実践演習2 ①競合分析

06. 新市場発想

用途開発とBtoBマーケティング戦略

(1)新市場探索の必要性
(2)新市場探索に役立つSN（シーズ/ニーズ）変換発想
■
マーケティング実践演習3 ①SN（シーズ/ニーズ）変換発想 ②発表、講評

07. BtoBのマーケティング戦略とは
08. 製品価値創造の戦略

(1)新製品の企画開発プロセス
(2)製品ライフサイクルと戦略
(3)新製品の価格戦略
■
個人演習 ①仮想カタログ作成 ②仮想カタログ発表

09. 市場開発の戦略

(1)販売ルート・チャネルの選択
(2)新たなチャネルの創造
(3)販促・プロモーションの種類
(4)技術のブランド化の視点
■
マーケティング実践演習4 ①BtoBのマーケティング戦略の構想

17:00

詳細は
セミナーID

4 新市場・顧客価値創造のための
マーケティング基礎セミナー

◆ 変化の激しい顧客や市場環境を読み解き、
洞察力を養い、
市場機会を
発見する力を向上させます。
◆ 市場把握力や市場再定義力を磨き、また発想法や思考法を学ぶ
ことで、新顧客価値開発力と新市場創造力強化します。

時間

(1)人口動態の推移と生活者心理の把握

受講者の声
・製品の目的展開、
顧客に向かった開発のためのフレームワーク活用等、
習った
ことが多岐にわたるので積極的に取り組んでいきたい。
・入門として大変わかりやすいセミナーでした。アイディアの発想法など、
実践してみたいと思います。
・自身の課題に当てはめながら聴講できたので、より実務で活かせそうです。
ポジショニングマップや目的展開など、活用します！
・まずは顧客創造のためのマーケティング手法を、皆で意見を出し合いながら
進めようと思います。
・基礎の見直しに加えて、事例が多く含まれていたので、とても勉強になった
・具体的な事例が多く内容を理解しやすかった。
・マーケティング、イノベーションプロセスの全体を、簡潔かつ分かり易く
説明いただいたので、社内で実践する前の準備ができました。
・マーケティングのアプローチはマーケティングだけに有用というわけで
なく、
自業務であるプロジェクトマネジメントの分野にも有効だと実感した。

礎

編

(2)市場と企業環境の変化を把握

(1)狙うべき新しい顧客価値

(2)顧客インサイトの強化

04. 新顧客価値創造のためのコンセプト・フレームワーク
(1)市場機会を発見しマーケティング戦略を創る
(2)コンセプト・フレームワークの基本的な構造

05. 新市場を創造する実践的プロセスと検証方法
(1)コンセプト開発と新事業創造フレームワーク
(2)事前チェックと「pDCA」の高速回転

06. 機会発見と価値開発のための 発想力と思考力の強化

参加料 （税込）
（注）テキスト（資料）費が含まれております。

１日目

03. 狙うべき顧客価値と顧客インサイト

コミュニケーション＆マーケティング・コンサルタント
縄文コミュニケーション（株） 代表取締役

日本能率協会法人会員：102,300円／1名
会員外：114,400円／1名

基

01. オリエンテーション
02. 生活者と企業環境の動向把握

講 師 （敬称略）
博

・メーカー、小売 業、サービス業 等におい
て、マー ケ ティング、商 品 企 画、営 業 企
画 、広 告 、広 報 P R 、経 営 企 画 部 門 のス
タッフ並びに管理者の方々
・市場を発見し、創造するための基本スキル
とノウハウを学びたいと考えている方々
・新顧客価値を開発する発想力とイノベー
ション力を養いたいと考えている方々
・新たにマーケティング部門に配属された方々

（昼食12:0０～13:00）

10:00

会 場（東京） 2022年 9月 1日
（木）
～ 2日
（金）
2023年 3月16日
（木）
～17日
（金）

福田

JMA100249

プログラム

会期・開催地

②発表、講評

10. 2日間の振り返り

顧客の
「不」
を発見し、独創的価値を開発して新事業を創る

ねらい・特徴

(3)自社分析と競合との差別化視点
②発表、講評

２日目

時間
10:00

受講者の声
・BtoBとBtoCの違い、マーケティング方法の基礎からの説明があり、初心者で
あったが良く理解できた。
・マーケティングのイロハも知らなかったので今後のやるべき事がイメージでき、
考える良い機会となった。BtoBマーケティングの理論に基づき、自社のwebサイ
トの役割を見直し改良するという課題が新たに見つかった。
・客観的にマーケットを見直すことの重要性と定量、定性的に分析する必要性を理
解した。
・参加された他の企業の方と一緒に演習をすることにより、各社の考え、知見をうか
がい知ることができ、講義と合わせ非常に参考になった。
・SN変換は有効なツールだと思った。新用途、市場創出のための実践で活用したい。
・フレームワークを丁寧に説明してもらえたのでとにかく試したい。

法人向けビジネスや素材・部品・機器など
生産財ビジネスにおいて
・研究開発や技術開発の中でマーケティン
グの知識・スキルが求められる方々
・営業や 企画部門に配 属または配 属予定
の方々
・ビジネス知識として、
BtoBマーケティン
グの基礎を知っておきたい方々

プログラム

◆ BtoBならではの留意点や顧客視点で価値創出する重要性を理解
します。

池田 裕一

JMA100248

(1)アイディアの発想法

17:00

(2)問題解決の思考法と価値開発の目的展開法

演習 新しい顧客価値商品を目的展開法で開発する事例研究
07. ■

２日目

時間

実

10:00

践

編

08. 強いブランド構造を創る
(1)強いブランドの構造

(2)ブランド価値向上サイクル

09. オープンイノベーションと新結合によるイノベーション
(1)イノベーションは新結合から発想

(2)独創的価値を創るブルーオーシャン戦略

10. 多様な観点と再定義力で顧客価値を創り出す
(1)切り口や視点を変えて価値を創造する
(2)市場・企業・商品の再定義による創造力向上

11. 多角化とビジネスモデルで独創的価値を創る
(1)業態改革と多角化で持続的成長を目指す

(2)優れたビジネスモデルの事例

12. 新市場創造の事例と個人・組織能力の向上
(1)市場機会を発見して新市場を創造した事例
(2)個人と組織の共感力と能力の向上

17:00

演習 “新顧客価値を生む”
13. ■
新市場創造型のマーケティング戦略を立案
14. 総評／質疑応答

※各事業終了時の消費税率を適用させていただきます。会期、内容など一部変更の可能性もありますので、ご了承ください。※※最新の情報はJMAマネジメントスクールHPにてご確認ください。

２０２２年度（盛夏号）

２０２２年度（盛夏号）
10

（昼食12:30～13:30）

1. マーケティングとは
2. 自社・競合を分析する

会 場（東京） 2022年 7月12日
（火）
～13日
（水）
2022年 9月13日
（火）
～14日
（水）
2022年11月15日
（火）
～16日
（水）
2023年 3月 9日
（木）
～10日
（金）

・幅広く、マーケティングとは何かを学ぶことができます。配属直後の方に
お勧めです。
・普段何気なく行っているSTPを頭の中で整理できました。本当に“はじ
めての”マーケティングの方に良い内容です。
・新入社員に対して指導する際に、本研修の内容を話そうと思いました。
ロジカルシンキングの力をつけるためには良い研修だと思います。
・カタログ作成時のセグメント分析は自社で実践したい。実践演習を通して、
知識を整理できるだけでなく、参加者ともコミュニケーションを取れた。
・マーケティングの基礎をわかりやすく教えてもらえます。自社、競合他社の
分析を通じて、自社の強みを生かせるような商品を企画していきます。

・はじめてマーケティング関連部署に
配属された方々
・他部門から新たにマーケティング関
連部門に配属予定の方々
・ビジネス知識として、
マーケティング
の基礎を知っておきたい方々
・転職先がマーケティング関連企業や部門の方々

１日目
マーケティングとは・基本方針づくり

時間

会期・開催地

講 師 （敬称略）

JMA100247

プログラム
10:00

3 BtoBマーケティング基礎セミナー

対象

対象

2 はじめての

詳細は
セミナーID

潜在ニーズに基づく独自価値の創造に向けて

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

5. プロモーション

「STP立案」から「４P戦略」まで実務に必須のフレームワークを演習で身につける

ねらい・特徴

・新入社員でマーケティング関連部署に
配属された方々
・他部門から新たにマーケティング関連部
門に配属された方々や、
配属予定の方々
・ビジネス知識として、
マーケティング
の基礎を知っておきたい方々
・自身の業務の中でマーケティング知識
が必要な方々

2日間

対象

対象

マーケ
ティング
全般

1 マーケティング入門コース

JMA100246

11

