詳細は
セミナーID

KFS(成功要因)から、マーケティング戦略立案の流れを理解する

プログラム

(1)市場調査の意義
(2)セグメンテーション
(3)ターゲティング
(4)ポジショニング
(5)コンセプト

(1)外部環境分析
(2)内部環境分析
(3)SWOT分析

～マーケティング環境分析演習～
■
演習

受講者の声

(4)新事業・製品開発余地探索
への適用

～ 4P戦略分析演習～ ■
演習

(1)さまざまなマーケティング視点
(2)営業戦略への展開
(3)製品開発戦略への展開
(4)グローバル・マーケティング
への展開

詳細は
セミナーID

ミックス最適化

JMA100260

・事業開発部門の幹部・管理者・担当ス
タッフの方々
・商品企画・マーケティング部門の幹
部・管理者・担当の方々
・開発戦略テーマ推進リーダー・推進ス
タッフの方々
・経営企画・営業企画・システム企画部
門の幹部・管理職・担当の方々

（昼食12:30～13:30）

１日目

時間

マインド醸成と新事業探索

10:00

1. オリエンテーション

2. 起業家マインドと行動規範

(1)新事業の成功パターンと失敗パターン
(3)起業家マインドの醸成とコーチング
■
演習1 エクササイズ

会 場（東京） 2022年11月 8日
（火）
～ 9日
（水）
2023年 1月26日
（木）
～27日
（金）

(2)新事業成功のための行動規範

3. 新事業（ビジネスチャンス）探索に向けたガイドラインづくり
(1)環境動向・変化の認識 (2)顧客・市場分析
(3)ビジネスチャンス探索ガイドラインの設定

講 師 （敬称略）

4. 新事業（ビジネスチャンス）探索

(1)ビジネスチャンス・アイデアの発想 (2)ビジネスチャンス・アイデアの評価
■
演習2 マクロトレンド分析とアイデア発想

玉井 正則 （株）日本能率協会コンサルティング チーフ・コンサルタント
17:00

①マクロトレンド

②アイデア発想と演習

２日目

時間

5. 事業企画

受講者の声

(1)コンセプト設定方法 (2)企画開発の進め方（BtoB､BtoC）
(3)事業参入時のポイント

6. 事業企画内容の評価
(1)需要予測

■
演習3 事業コンセプトと企画書づくり
17:00

②企画書作り

2023年 2月 2日
（木）
～ 3日
（金）

●技術者に求められるマーケティングスキル
●マーケティングの基本フレームと技

2. 技術資源分析

講 師 （敬称略）
池田 裕一

(株)日本能率協会コンサルティング 技術戦略センター
シニア・コンサルタント

■
個人演習

17:00

③演習

事業コンセプトづくり

※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。

●マーケット・セグメンテーション
●市場規模、
成長性の把握
●グループ演習ガイダンス

２日目

■
グループ演習3 シーズ/ニーズ変換(前半)
● グループ演習中間確認

● ブレイクアウトセッション

■
グループ演習3 シーズ/ニーズ変換(後半)

● 潜在ニーズの発掘

■
個人演習

事例による上位ニーズ練習

7. マーケットリサーチ②
ニーズ把握のための1.5次情報収集
● 調査機関の情報検索

● 関係機関への情報収集アプローチ

8. 技術の顧客価値発想

● 現場観察

10. コンセプト発想
● 技術の進化検討

● 技術の提供価値の見える化
● グループ演習ガイダンス

● ブレイクアウトセッション

■
個人演習 事例による顧客価値発想練習
● グループ演習ガイダンス

● ブレイクアウトセッション

■
グループ演習4 技術カタログ
● グループ演習発表

■ 2日間の振り返り
詳細は
セミナーID

新事業開発セミナー

JMA151708

・企画部門や営業部門で新事業企画・
開発の知識・スキルが求められる方々
・はじめて新事業開発の担当になった
方々
・新たに新サービス・新事業関連部門に
配属された方々、配属予定の方々

プログラム

（昼食12:00～13:00）

１日目

時間
10:00

新サービス・新事業のアイデア発想とアイデア収束
1. イントロダクション

● 新サービスが求められる背景と立上げの阻害要因を理解する

2. アイデア発想の進め方

◆これまで新事業の経験がなかった方々にとって武器になる、
新事業
スキルとマインドを身に付けます。

●
「心理的安全な場」
をつくり、思いやアイデアを見える化する
■
ミニワーク アイデア発想

3. アイデア収束の進め方

会期・開催地

● アイデアや強みを見える化し、共感をもとに検証すべきアイデアを決める
■
ミニワーク アイデアを基にしたビジュアルイメージの作成

会 場（東京） 2022年 8月 3日
（水）
～ 4日
（木）
2023年 3月 7日
（火）
～ 8日
（水）

4. 新サービスのパートナーの探し方

● パートナリングの方法とスキルを身に付ける

■
グループワーク フードテックをテーマに新サービスを考える

講 師 （敬称略）

■
グループワーク1 注目分野におけるアイデア出し

17:00

■
個人ワーク コンセプトシートの作成

２日目

時間
10:00

新サービス・新事業企画と立上げ
5. 仮説検証サイクルの回し方

● 仮説検証を着実に進めるための計画をつくる

参加料 （税込）

● 社内・社外の両輪で仮説検証行動を繰り返す

6. 企画練上げのポイント

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

● 知恵を集め、事業化に向けた課題解決の道筋をつくる

■
グループワーク2 新サービス企画書

7. 新サービス立上げのプランニング
● 仮説検証を繰り返し、社内合意を得る

受講者の声
・演習が多かったので、実際の取り組み方・考え方の流れが分かりやすかった。
・新規事業開発するにあたっての考え方、進め方を確認できた。
・情報なくして発想なし。情報を仮説をもとに的確に収集することの重要性を
改めて感じました。

● 想定顧客ヒアリングの方法

● 自社技術の顧客価値への変換

8 サービス産業での

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
盛田 悠平 （株）日本能率協会コンサルティング コンサルタント
堀口 薫 （株）日本能率協会コンサルティング コンサルタント
石塚 周太 （株）日本能率協会コンサルティング コンサルタント

● グループ演習発表

9. マーケットリサーチ③
市場推定のための1次情報収集

● 自社技術の特性抽出

17:00

製品／市場マトリックス

●グループ演習発表

シーズとニーズを結びつける

実践的手法と参加者交流により、新事業を創造する

◆新 サービ ス・新 事 業 開 発 をス ムーズ に 進 め るため の 考 え 方と
実 践 的手法を習 得します。

●ブレイクアウトセッション

■
グループ演習2

● ニーズの分類とニーズ収集方法

受講者の声

ねらい・特徴

●参考企業新規参入分析

■ 1日目の振り返り
6. 顧客ニーズの深掘り

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

2日間

●競合分析の進め方と視点

5. 市場分析

3. マーケットリサーチ①
外部分析のための2次情報収集

10:00

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

・顧客のニーズを調査する内容について、外販向け設備のPRに役に立つと
感じました。
・文面だけでは中々理解しにくい事もありましたが具体事例も踏まえてお話
いただき、大変に理解力が高まり参考になりました。
・マーケティングということで今まで学んだことがなかったが今回学ぶこと
ができました。ニーズの分析などの課題に対して、体系化されたアプローチ
方法を学ぶことができ、実践するイメージも沸いた。

●競合企業・参考企業の設定

技術資源分析

時間

参加料 （税込）

4. 競合分析

●自社の技術の洗い出し
●強みとなる技術の選定

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

(1)事業化準備段階における検討内容
(2)コンティンジェンシープラン（不測事態対処計画）の設定
(3)新事業診断のチェックポイント
①事業コンセプト

1. マーケティングの基本フレームと
技術マーケティングの必要性
術マーケティングの要点

(2)企画テーマの評価

7. 事業化準備

●ブレイクア
●グループ内自己紹介
顧客基本情報の収集
●グループ演習発表

ウトセッション

２０２２年度（盛夏号）

２０２２年度（盛夏号）

事業企画・評価・事業化準備

10:00

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

オンライン開催

●2次情報の情報源

● グループ演習ガイダンス

■
グループ演習1

●業務内容、
参加のきっかけ

会期・開催地

◆アイデア出しから素早く仮説検 証サイクルを回し、テーマを練り
上げていく組織的手法を学びます。

● 新事業開発・新商品開発のフロー

報の種類

■ 自己紹介

(6)実務上のポイント解説

10. まとめ

● 技術マーケティング で求められる情

●研修の進め方

●Zoom機能チェック、
グランドルール

(5)グループ内発表、全体発表

プログラム

会期・開催地

・どのような方法を用いて新事業・新商品の開発を進めてよいのか理解できて
いなかったが、検討から提案までの一連の流れをつかむことができた。
・経営学、経済学について全く無知な私でもわかりやすい講義でした。
・新サービスのアイディアを社内で募集し、案を検討していますが、その後の
評価の際に実践しようと思います。
・若手、またはプロジェクトのリーダーをこのセミナーに参加させたい。
・座学に演習に、とっても引き込まれるセミナーです。
・自社でのやり方と比較しながら、どのように取り入れていくかを考えながら
聞くと現状での足りない点がわかってくると思う。商品開発の進め方の方法
をまずは試してみたい。

基礎編

(4)マーケティング・

技術・市場・競合を知る

対象

対象

新需要・新市場創造に向けた

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

(3)標的市場の選定

08. KFSに応じたさまざまな
マーケティング視点の適用

新事業
（商品）
開発の定石である基本要素と進め方を学ぶ

参加料 （税込）

■
演習

[学習のポイント]
・マーケティング戦略の第3ステップで
[学習のポイント]
あるマーケティング・ミックスの基本
・マーケティング戦略の第1ステップ
的考え方、4P及び顧客視点の4Cを、
である市場機会の発見、市場環境分
事例分析を通じて理解する(既存)
析を、多角的な視点から精緻に行う ・マーケティング戦略の応用として、
手法を習得する
さまざまなマーケティング戦略活用
・SWOT分析における発想方法、落と
視点を考察する
し穴を理解し、正しい解釈の考え方 ・そして、最 後に、自社・自部 門 の 業
を、事例演習を通じて習得する
種、業態ごとの事業特性・成功要因
(KFS)、自身のポストに応じたマーケ
・戦略課題への展開、新事業・新製品
ティング視点、力点を認識するとと
開発余地探索への展開の考え方を
17:30
もに、自分の役割を確認する
習得する

新事業開発・
新商品開発の進め方セミナー

■ オリエンテーション

■
ケーススタディー

～フォーマットに添って、
マーケティング戦略企画書
を作成～

１日目

時間
10:00

マーケ
ティング
リサーチ

05. ステップ1：市場機会の発見

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

◆ 社内では身につけにくい新事業開発・新商品開発のノウハウを体系
的に学びます。
◆ 実践演習を通じて成功を導くポイントを掴み、臨むべきマインドを
醸成します。
◆ 市 場ニーズの 事 業 性に関する評 価の方法や、事 業化に向けての
ステップを学びます。

◆技術者が取り組むべきマーケティングが何か理解できるようになり
ます。

（昼食12:00～13:00）

販売予測

日本能率協会法人会員 全日程参加 ：148,500円／1名
基礎編のみ参加 ：102,300円／1名
会員外 全日程参加 ：171,600円／1名
基礎編のみ参加 ：114,400円／1名

ねらい・特徴

◆市場・顧客の視点に立って考えることができるようになります。

[学習のポイント]
(1)成功要因分析
・マーケティング戦略の第2ステップ
(2)環境認識
である標的市場選定の基本的考え
04. マーケティング戦略の
方を、事例演習を通じて理解する
[学習のポイント]
フレームワーク ・シーズ型事業、ニーズ型事業をわき
まえた適切なターゲティング、ポジ ・自社・自部門のケースでフォーマット
[学習のポイント]
ショニングのテクニックを、事例演
を埋める形でマーケティング戦略を
・シーズとニーズの 組 合 せ で あ る 、 習を通じて習得する
立案することにより、その方法論を
マーケティングの基本的考え方、本 ・セグメンテーション、ターゲティン
習得する
質を理解する
グ、ポジショニングのコツ、及びコン ・他 業 種 の 参 加 者 と の ディス カッ
セプトの重要性を理解する
・経営、事業戦略との関連を考慮した
ションを通じて、自分の関わってい
上で、マーケティング戦略の全体像
る事業のマーケティング特性を再認
07. ステップ3：マーケティング・
を理解する
識する
・マーケティング戦略立案に効果的な
ミックスの最適化(4P) ・他業種の参加者の業界の事例等を
事業成功要因(KFS)の見極め方を理
参考にし、常識にとらわれないマー
(1)5P、8P
解する
ケティング戦略アイデア発想の視点
(2)4Pから4C
を習得する

参加料 （税込）

・マーケティング部門のない自社でも、企画段階に関わりを持つことで、マー
ケティングの機能を果たせることがよくわかった。
・今まで漠然としていた各マーケティング手法の関係性がすっきり理解できた。
・本やネットに書いてあるフレームワークが有機的に理解でき、使い方を学べ
ます。
・マーケティング戦略形成のコツが非常にわかりやすかった。
・ただ理論を押し付けるのではなく、シチュエーションに応じた適切な分析方
法を教えてもらえるので、とても実践向けであった。

3日目
実践編

プログラム

顧客理解

03. 経営戦略、事業戦略と
マーケティング戦略

(株)HIM 代表取締役
静岡大学 客員教授 / 名古屋工業大学 客員教授

ねらい・特徴

06. ステップ2：標的市場の選定 09. マーケティング戦略立案

02. マーケティングの本質

講 師 （敬称略）

7 技術マーケティング入門セミナー

・研究開発部門の新規テーマ担当
・技術開発部門の新商品企画担当
・BtoB企業における新商品・新サー
ビス・新事業企画開発担当
・BtoB企業におけるマーケティング
部門などにおいて、マーケティング
知識や経験のない方

商品開発・
企画

01. オリエンテーション

会 場（東京） 2022年 9月12日
（月）
～14日
（水）
2023年 2月13日
（月）
～15日
（水）
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2日目
基礎編

マーケティングの本質とマーケティング戦略基礎知識の習得 マーケティング戦略立案の実際

会期・開催地

6

１日目

時間

◆ マーケティング戦略立案に効果的な事業成功要因
（KFS）
の見極め方
を理解します。

2日間

（昼食12:00～13:00）

10:00

◆ シーズ型事業、ニーズ型事業をわきまえた適切なターゲティング、
ポジショニングのテクニックを、事例演習を通じて習得します。

濱田 由朗

・最 新 の マ ー ケ テ ィ ン グ 手 法 を 学 び
たい方々

JMA151542

事業開発

◆ 自社・自部 門 の ケースで マー ケティング 戦 略を立 案 することに
より、その方法論を習得します。

マーケティング関連部門の方々で
・マーケティング実務を体系的に学び
たい方々

詳細は
セミナーID

技術者が身につけるべき マーケティングの基本の考え方・技法を学ぶ

マーケ
ティング
全般

ねらい・特徴

2日間

対象

対象

5 マーケティング戦略基礎コース

JMA100250

マーケ
ティング

2・3日間

8. 新サービス立上げでやるべきこと
● 事業性を検証し改善を繰り返す

■
グループワーク3 新サービスの事業性検証

9. 参加者の交流によるコラボレーション

◇ 個人演習：自社が目指す新サービスコンセプト

17:00

10. 2日間の振り返り

◇ 交流セッション

※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。
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