マーケティング×R&Dによる BtoB新商品開発セミナー
BtoBマーケティング全般を
学びたい方へ

■ BtoBマーケティング基礎セミナー ■
〈ねらい・特徴〉

〈開催形態・会期〉

BtoBビジネスの営業・企画・研究開発・技術開発・生産
部門などでマーケティング知識が必要な方々に、図表を
多く使用して、わかりやすくBtoBマーケティングの基礎
知識を学んでいただくとともに、具体的な事例や演習を
交えて実務に役立つスキルを習得していただきます。

【オンライン開催】 2021年 7月 5日(月)〜 6日(火)
【東 京 開 催】 2021年10月13日(水)〜14日(木)
2022年 2月15日(火)〜16日(水)

お申込みについて

1

セミナーID（半角数字）

JMA 100262

スマートフォン
タブレットから

一般社団法人日本能率協会法人会員
外

49,500円/1名
55,000円/1名

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれています。
※昼食の提供はございません。（各自でご用意ください。）
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はお申込みページにございますのでご確認、同意のうえお申込み
ください。

オンライン受講の方法
・Zoomを使用して配信します。初めてZoomを利用される場合は事前にサイトにアク
セスいただきご準備ください。インストールは無料です。
・お申込みの方には、受講用URLと参加要領を後日ご連絡させていただきます。テキ
ストは事前に送付します。
・すべての参加者がカメラやマイクを使いながら参加いただきます。
・1申込につき1名様がご受講ください。（著作権の観点から1申込で複数の方のご受
講はお受けいたしません）

会員制度のご案内
一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした法人会員制度を設け、セミナー参加料割引
をはじめ各種サービスを提供しております。是非この機会にご入会をご検討ください。
詳細は ⇒ https://www.jma.or.jp/membership/

プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）
マーケティング分野
セミナー担当

TEL：03（3434）3453（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

キャンセルご連絡日
開催15日前〜開催8日前
(開催当日を含まず)

開催7日前〜前々日
(開催当日を含まず)

開催前日および当日

参加定員 20 名

キャンセル料
参加料の10%

・既存の商品開発プロセスを改善する着眼点を学びたい。

(年度内一回限り)

無

料

参加料の30%

5,500円（消費税込）

参加料の全額

7,700円（消費税込）

※会期・会場によって、定員が異なる場合がございます。

会

期

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

1 現場課題に

2 実践力のつく

3 研修結果を

4 多様な業界、

合わせた
プログラム内容

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング、営業、開発、設計、技術、生産、
購買・調達など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を開催
しています。また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

1日セミナーに
なりました

講

師

池田

裕一

㈱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

野田

真吾

㈱日本能率協会コンサルティング 技術戦略センター チーフ・コンサルタント

ねらい

ＢtoＢビジネスの商品企画・事業企画・研究開発・技術開発などで新商品開発の知識が必要となる
方々に、具体的にわかりやすく企画開発の基礎知識を学んでいただくとともに、具体的な事例や
演習を交えて実務でも役立つスキルを習得していただきます。

対

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新商品・新サービス企画・開発の知識・スキルが求められる方々
・商品企画や事業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、新商品企画・開発の基礎を知っておきたい方々
・中小・中堅企業において独自商品の企画が求められる方々

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

JMAが選ばれ続ける4つの理由

変革運動、経営理念を体現する

2021年 8月31日(火)
2022年 2月 4日(金)

※【オンライン】は、Zoomによるセミナーとして開催いたします。

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

オンライン開催

各回とも 10:00〜17:00

申込に関する問い合わせ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

KAIKA Awardsは、全社的な

新しいチャレンジを進めるプロ

・BtoB事業のため顧客分析や他社分析が難しく、限界を感じている。

※参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは
中止にさせていただく場合がございます。

未開拓領域を花開かせる

人づくり、ダイバーシティ経営、

・自社の強みや価値をどう開発に結び付けるのか分からない。

日程変更手数料

参加日程変更については、変更後の日程で確実に参加することを条件に
1回のみ可能といたします。
電話でご確認後、所定のお手続きをお取りください。万一キャンセルの
場合、初回のお申出の日付によりキャンセル料が発生します。なお変更
後の日程のキャンセルの場合もキャンセル料を申し受けますのでご了承
ください。変更は同一年度内（4月〜翌年3月）に限ります。
（注）変更・キャンセルの場合は必ずJMAマネジメントスクールの問い
合わせフォームよりご連絡ください。

これから求められる経営モデルの提唱

象にした表彰制度です。

・顧客ニーズを満たし、価値を創出する製品開発・商品開発の必要を感じているが、
進め方がわからなくて困っている。

2021年4月1日以降の開催分より、下記キャンセル料・参加日程変更の
規定が適応されます。

E-Mail：seminar@jma.or.jp

結集する様々な取り組みを対

このような課題をお持ちの方々にお奨めします

キャンセル・参加日程変更の規定

参加料 （消費税込）

ジェクトなど、人・組織の力を

BtoB 新商品開発セミナー

で検索

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
TEL：03（3434）6271

東京

マーケティング×R&D による

2

もしくは、https://school.jma.or.jp/

員

自社の強みを開発に結び付け、顧客価値を創出する

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

会

JMA 100248
で検索

継続させる
仕組み

演習・
ディスカッション

業種と交流

象

自社の強みを開発に結び付け、顧客価値を創出する

マーケティング×R&Dによる BtoB新商品開発セミナー

参加のお奨め

プログラム

法人向けビジネスや素材・部品・機器など生産財ビジネス（BtoBビジネス）では、これまで既存の顧客の要求に応える
形で商品やサービスを提供して企業規模を拡大してきました。しかし、既存商品だけではやがて成長が鈍化し成熟期に
至ります。そこで必要となるのが新商品開発です。BtoBビジネスの新商品開発はBtoCビジネスとは異なることが多く
あり、一般書籍や一般セミナーでは十分に学ぶことができません。

1

時間
10:00

事業環境分析と顧客価値構想
新商品開発の必要性

本セミナーでは、BtoBビジネスに携わる研究開発・技術開発・商品企画・事業企画などの方々に向けて、様々なフレーム
ワークや分析手法をBtoB事業に特化して考え、要望の変化が激しい時代に対応する新商品企画・開発の進め方を体系的に
解説します。

(1)BtoB企業の置かれている状況
(2)企業各社の新商品開発事例

事業環境分析

仮説提案

商品企画

事業性評価

提案開発

顧客環境分析

顧客研究

仮想カタログ

企画課題ばらし

事業性評価

提案開発

◎顧客研究
◎顧客マップ

◎ターゲット顧客設定
◎顧客プロセス分析

競合環境分析

◎仮想カタログ

◎企画課題ばらし
◎必要機能の棚卸し

ニーズ分析

◎競合研究
◎競合との差別化要素

◎顧客価値分析
◎上位ニーズ分析

市場環境分析

リバウンド分析

コンセプト検討

◎事業環境認識
◎気づきシート
◎環境俯瞰図

◎ソリューション構想
◎商品コンセプト構想

◎顧客訪問
◎リバウンド分析

◎市場性の評価
◎自主適合性の評価
◎ビジネスモデルの評価
◎リスクの評価

◎提案書の作成
◎顧客提案
◎市場開発と技術開発
の統合推進
◎テストマーケティング

(3)市場環境分析

●事業環境認識
●環境俯瞰図

・商品企画書の作成
・まとめ 質疑

●気づきシート

まずは保有する情報や思いを出し切ってみる。どれくらいの情報を
持っているだろうか？ また、それらを「明かな要求（顕在ニーズ）
」
なのか、「検証が必要な仮説（潜在価値仮説）
」なのかを切り分けて
みることである。安易に見えている要求にのみに対応するのでは
なく、
「こういうことを提供したい」
という思いや各種情報から生まれ
てきた仮説をかんがみて、うちらしい提供価値や解き方を発想する
ことを促すものである。
顧客

お客様の期待
見えている要求

・提案書の作成
・顧客提案
・市場開発と技術開発の統合推進
・テストマーケティング

●顧客価値分析
●上位ニーズ分析

潜在している価値
（Customer Vlue）

提供したい価値

(3)コンセプト検討

仮想カタログを用いて、顧客への先行提案による「仮説 - 検証 - 練
上げサイクル」を回し、企画内容の質と完成度を高める。

仮説

顧客のイメージアップ
顧客メリットの具体化

商品アイデア

練上げ

検証

先行提案

顧客とディスカッション
顧客インタビュー

・環境俯瞰図の作成・代表者演習結果発表
・まとめ 質疑

※昼食は１２：0０〜１３：0０の予定です。

顧客の反応
顧客ニーズ

・提案書の作成
・まとめ 質疑

■
グループ演習2
17:00

Solution着眼

■
グループ演習4

●ソリューション構想
●商品コンセプト構想

顧客ニーズの深堀り
商品アイデアの具体化

■ 1日の振り返り

※内容は変更される場合があります。また進行の都合によりプログラムの時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

㈱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

機械販売会社の財務部門を経て、1990年(株)日本能率協会コンサルティングに入社。
以降、一般企業を対象とした新商品・新規事業企画、新サービス開発、事業立上げな
どのコンサルティング、研修、講演にあたる。
【著 書】

・商品開発のセミナーというと、従来は分析の仕方などに重点が置かれていましたが、演習が多く実践的ですぐに役立つセミナーでした。
自社に戻ってからは、
「気づきシート」を活用し、データを咀嚼したうえでMUST条件を導くようにしてみます。
・グループワークが豊富で、他社の方と色々情報交換できてよかった。アイディアや思考の整理を学んだので、自社で実践していきたい。
・BtoBの商品開発について、机上の手法ではなく、より現場に即した手法が学べました。今回学んだ手法を活かし、客先から言われた通りの
ものを開発する従来のスタンスから顧客の顧客にまで価値を届けるプロセスを整理し、提案できる製品開発に取り組みたい。
・グループ演習によって、分析方法も理解しやすかったです。戻ってからは、事業性の評価軸について見直しと活用を行っていきます。

・代表者演習結果発表

講師プロフィール（敬称略）
池田 裕一（いけだ ひろかず）

【受講者の声】

(3)ビジネスモデルの評価

提案開発

(2)ニーズ分析

「見えている要求事項の分析に終始していないだろうか？」

(2)自社適合性の評価

(4)リスクの評価

●ターゲット顧客設定
●顧客プロセス分析

仮説-検証-練上げサイクル

事業性の評価

●独自性、持続性、収益性

(1)顧客研究

顧客価値分析

・代表者演習結果発表

(1)市場性の評価

■
グループ演習1

顧客価値構想

テキストの一部

●必要機能の棚卸

■
グループ演習3

・環境俯瞰図の作成・代表者演習結果発表
・まとめ 質疑

◎商品企画書

●リバウンド分析

(2)BtoB商品企画

●競合研究
●競合との差別化要素

BtoB商品企画

(2)リバウンド分析

●企画課題ばらし

(2)競合環境分析

〜

顧客価値構想

(1)仮想カタログ

(1)企画課題ばらし

●顧客研究
●顧客マップ

環境分析

仮説提案

商品企画書の作成

(1)顧客環境分析

新商品開発の全体像

仮説提案と企画開発

●顧客訪問

ミニ演習 他社事例研究

講師は、各社の新商品・新サービス開発をリアルタイムで支援している現役のコンサルタントが豊富な経験から事例を
解説し、演習を交えながら学ぶ実務的な内容となっております。

日

「新製品・新事業の育て方」同友館
「限界を突き破る戦略的事業連携」日刊工業新聞社
「はじめての新事業開発マニュアル 」
海文堂出版
「新規事業・新用途開発技法とテンプレート」日本能率協会総合研究所

ほか

野田 真吾（のだ しんご）

㈱日本能率協会コンサルティング
技術戦略センター チーフ･コンサルタント

ソフトウェア開発企業を経て、2004年（株）日本能率協会コンサルティング入社。企
業の研究開発部門を中心に、技術・商品戦略、組織マネジメントなど幅広い領域にお
いてコンサルティングに取り組んでいる。
【著 書】
「成熟をブレークスルーする新たな成長の波を生み出す革新的商品創出への挑戦」
（JMAマネジメントレビュー 2008/4）
「P roduct C ompass 〜成 熟市 場 を打 破 するビジョン 主 導 型 商品 革 新 実 践 手 法 〜（
」J M AC M C B）
「技術者の目利きする力〜日々の気づきを引き出し創造性を高める」
（コスメティックジャパン Vol.2 No.9 2012/10他）

BtoBマーケティング全般を学びたい方は、こちらもオススメです。

「BtoBマーケティング基礎セミナー」
詳細はWEBをご覧ください

JMA 100248 で検索
■

