詳細は
セミナーID

商品開発の成功率を飛躍的に向上させ、長期シェアNo.1の商品に育てるノウハウを学ぶ

プログラム

(1)ドメイン設定の重要性

4. 売れる商品とは何か

(1)消費者ニーズ理論 (2)C/Pバランス理論
(3)未充足ニーズ理論 (4)MIP理論

参加料 （税込）

5. キーニーズ独創法

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

(1)商品コンセプト開発の重要性

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

6. キーニーズ洞察法

受講者の声

(1)ニーズの探求

・消費者ニーズの落とし込み方と、それをどのように商品化していけばよい
か流れがよくわかりました。
自社の商品開発が消費者のニーズとズレいていると感じる方へおすすめ
です。
（20代・女性 通販運営・企画担当）
・グループワークで具体的な商品企画を実践して勉強になりました。
（30代・男性 商品開発・企画担当）
・商品開発が全くわからない私でもわかりやすい説明でした。
（20代・男性
商品開発・企画担当）
・なんとなく商品を作っている人、会社の指示で作っている人におすすめ
したいです。
理解して作ることでただのものづくりではなく、MIPづくりに変わると
思います。
（30代・女性 商品開発・企画担当）

(2) GDIによる洞察

実習 MIPコンセプト開発
7. ■
（キーニーズ法）
17:00

２日目

時間
10:00

実習 MIPコンセプト開発
7. ■
（キーニーズ法）(前日のつづき）
(2) 商品コンセプト開発
・要するにアイデア出し ・IBUによるアイデアの具体化
・MIPコンセプト完成

8. MIPコンセプト発表
17:00

(1)発表

(2)講評

詳細は
セミナーID

・マーケティング部門・営業企画部門
などのスタッフの方々

（昼食12:30～13:30）

１日目

今村 隆之

日本能率協会法人会員： 49,500円／1名
会員外： 55,000円／1名

1日

会 場（東京） 2022年 8月 3日
（水）
～ 4日
（木）
2022年12月 1日
（木）
～ 2日
（金）

5. 発想メソッド ～アイデアの発散～

会期・開催地

講 師 （敬称略）

6. 発想メソッド ～アイデアの収束～

会 場（東京） 2022年 8月 5日
（金）
2023年 1月17日
（火）

商品企画考房 代表
一般社団法人日本市場創造研究会 理事

②創造力の鍛え方

①アイデア発想のメカニズム ②発想法とは ③発想は発散と収束
④アイデア発想メソッドの種類 ⑤アイデア発想のポイント
①発想法は目的と状態で使い分ける

①アイデアの拡散と収束 ②白紙状態からの発想法
■
実 習 ・頭の体操：AHA GAME
・発想法【発散】
①アイデアの収束とは

②アイデアの収束手法

■
実習

2. 売れる商品を創るための理論

①なぜ成功率が低いのか ②なぜMIPの成功率は圧倒的な高いのか
③「MIP（新市場創造型商品）とは何か」 ④成功商品とは

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

①消費者ニーズ理論

②C/Pバランス理論

①キーニーズ法とは

②コンセプトと発想法の関係

3. 商品コンセプトの重要性

受講者の声

4. キーニーズ独創法

③未充足ニーズ理論

④MIP理論

①メラキアの発想とは

6. メラキア事例分析

■
実 習 ・AHA GAME

②非常識反転発想法（メラキア）の構造

③活用事例

・アイデア発想の源をさかのぼる推論実習

7. 非常識反転発想法による多角的アイデア出し
17:00

●ヒット商品開発と消費者受容性検証
（リサーチ）
●リサーチ手法のご紹介

7. 商品コンセプト開発 ＜演習＞
●消費者の
“不”と消費者ニーズ
●ベネフィット開発
●ベネフィット評価
（開発に値するか）
●PD(Product

■
実 習 ・実務に活かすメラキアチャートを使用した多角的アイデア出し・発表

※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。

design）の作成

●パフォーマンス／スペック検討
●商品コンセプトシート作成

17:00

8. 質疑応答
詳細は
セミナーID

JMA100259

マーケティング・商品企画・営業企画部門
等の業務をご担当されていて、
特に、
・値下げやマス広告に頼らないで売上げを伸ばしたい方
・感性に訴えるマーケティングを指向する方
・
「自分ごと化」
の促進を志向している方
・現代の消費者をもっとリアルに理解したい方
・トレンドやヒット事例を体系的に理解したい方
・価格を調査に基づいて合理的に決めたいと思う方

プログラム
時間
10:00

（昼食12:00～13:00）

１日目
1. マーケティングの「基本中の基本」と消費者インサイトの理解
●企業が売りたいのは商品だが、顧客が買いたいのは価値・満足
●顧客設定、ニーズ・インサイト理解の基本
●
「強み・理想的顧客・本当のニーズ」の三位一体的整理

2. 物語マーケティングの理論と実践
●
「主人公：顧客＆名脇役：商品」の感動的物語を起承転結で創作
●結：感動的エンディングから
「本当のニーズ・インサイト」を理解
●自社商品を題材に物語マーケティングを実践
●顧客の感動を伝えるコミュニケーションの基本アイデアを開発

参加料 （税込）
日本能率協会法人会員： 58,300円／1名
会員外： 70,400円／1名
受講者の声

①独創力の重要性 ②アイデアは必ずニーズと結びつける
③キーニーズ独創法発想メソッド

5. 非常識反転発想法 ～メラキアの発想～

6. ヒット商品を生み出す開発フロー（モデルフロー）

3. ブランドビジョン開発＆新商品・事業開発への展開

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

●自社商品／企業の
「辿り着くべき未来像」をブランドビジョンとして再整理

・アイデア出しをする前にこのセミナーを受けておきたかったです。もっといい
商品アイデアが出せたのに！と思いました。開発中の商品の販促方法の検討や、
今後の開発時のアイデア出しで、本セミナーにて習った事を活用し、広めたいと
思います。

●ミッションステイトメント、新商品・事業アイデアの開発

・基本的な内容から丁寧に教えていただけるので、
初心者でもわかりやすかったです。
商品企画する際に、
最後までコミュニケーションを意識して提案できるよう、
職場で
実践をしてみます。
・3Cや4Pを超えたマーケティングの考え方が身につきました。
弊社はBtoBですが、
BtoBtoCを見越して、BtoBなりの物語や製品を考えたいと思います。

17:00

※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）

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

5. ヒット商品の開発事例（●●のケース）

四元 正弘 四元マーケティングデザイン研究室 代表

成功商品開発のためのアイデア発想法

1. 成功商品とは

●未充足ニーズ創造法
「CAS」のご紹介

講 師 （敬称略）

２日目

時間
10:00

参加料 （税込）

・ニーズのある商品でないと売れないということが身にしみました。商品開発に行
き詰っているマネージャー、製品担当の方々におすすめです。発想の仕方が変わる
かもしれません。
（40代 男性 商品開発・企画担当 係長・主任クラス）
・メラキア法など実践でやってみると、現状の枠組みで考えてしまっていることに
気付きました。様々な手法の概念を知ることができて良かったです。商品開発、
コンセプト作りで悩んでいる人におすすめです。
（20代 女性 研究開発担当 一般
社員クラス）
・グループでのアイデアを広げていく様々な方法は社内ですぐに活かすことができ
そうでした。
（20代 女性 商品開発・企画担当 一般社員クラス）

③雇用の未来

3. アイデア発想のポイント

17:00

●ヒット商品のベネフィット分析

マーケティング入門セミナー

ねらい・特徴

No.1の重要性

4. ヒット商品分析「なぜ、あの商品は売れたのか」
～ヒットのカギは消費者の「未充足ニーズ」～

20 自分ごと化”と“物語”

4. シーン別発想法

①創造力とは

②IT社会における仕事の位置づけ

●新カテゴリー名／カテゴリー

「これは自分にぴったりの商品」と、思わず買いたくなってしまう“ストーリー”を創りだす

会期・開催地

①創造力の目的

●MIP理論
（ロングセラー商品の多くはMIP）

参加料 （税込）

◆ 古くからある優秀な発想法と新市場創造に貢献する独自の発想法
を小集団による実習形式で網羅的に体験し、
時、
場合、
目的などでの
使い分けを学びます。

伝統的発想法の理解

1. ビジネスにおける創造力の必要性

●未充足ニーズ理論

MIPマーケティング 代表コンサルタント

2. 創造力と創造力の鍛え方

時間
10:00

●C/Pバランス理論

対象

対象

・メーカー､サービス業の商品企画部門

プログラム

3.「ヒット商品開発」のための基本理論

講 師 （敬称略）

◆ マーケティングの本質を理解し、
消費者心理やトレンドを学んだうえで、
消費者インサイト洞察力を高めて、
「売れる商品」
のコンセプトの作り
方を学びます。
◆「他の商品では代替できない革新的なオンリーワン商品」
と
「消費者を
主人公とする物語があるコミュニケーション」
の企画開発を連続して
経験することで、
「自分ごと化」を実現するマーケティングの基礎を
習得します。
◆ たった二問とエクセルだけで発見する最適価格理論を紹介します。

清水 孝洋

18

JMA150995

・ブランドマネジャー、プロダクトマネ
ジャーの方々

（旧セミナー名：成功商品開発のための発想法習得セミナー）

●多くの企業が陥る商品開発の蟻地獄

2022年11月11日
（金）

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

成功商品開発のための
18 発想力向上セミナー

◆ 成功商品開発に必要な、梅澤メソッドのひとつでもあるキーニーズ
独 創 法を習 得し、商品開 発、事 業 開 発、現 場 改善、問 題 解 決など
様々な企業の現場ですぐに活用できる様々な「発想法」を習得する
ことができます。

オンライン開催

1. 最初に：本日の内容／自己紹介・講師略歴
2. 多くの企業でヒット商品が生まれない理由 ～新商品開発の問題点～

会期・開催地

(1)未充足ニーズの発掘
・問題・行動・ニーズ表 ・CAS分析による未充足化

ツールを活かして発想の独創力を鍛え、実務に活かす

ねらい・特徴

(2)非常識反転発想法

１日目

時間
10:00

マーケ
ティング
リサーチ

商品企画考房 代表
一般社団法人日本市場創造研究会 理事

(2)成功商品が生まれる環境

（昼食12:30～13:30）

販売予測

3. 成功商品が生まれる環境

プログラム

顧客理解

(1)「MIP（新市場創造型商品）」とは何か
(2)MIP開発とMIP化 (3)カテゴリーの重要性と代表度

・商 品 開 発 部 門 のス タッフ、マー ケ
ティング部門の管理職、スタッフ

商品開発・
企画

2.「MIP」による成功商品開発 ―非戦マーケティング

講 師 （敬称略）

ねらい・特徴
昨今は、
「ヒット商品が生まれない時代」と言われています。
しかし、
そのような時代にあってもヒット商品をコンスタントに生み
出している商品開発手法があることをご存じでしょうか？
本セミナーでは、大ヒットした商品の開発事例とともにヒット商品
開発のための開発理論や開発手法を学習いただきます。
講師である今村氏は、マーケティングコンセプトハウス㈱において
ヒット商品開発のコンサルティングに従事した後、2009年にエバラ
食品工業に開発部長として入社。わずか5年の間に「黄金の味 具だく
さん(2011年）
」
「
、プチッと鍋
（2013年）
」
「
、プチッとうどん(2015年）
」
など、売上10億円を超える大ヒット商品を連発させた実績をお持ち
です。2015年に同社の経営企画部長に就任。2020年にエバラ食品
を退職し、MIPマーケティング㈱を設立。現在は同社の代表コンサル
タントとしてヒット商品開発やブランドリニューアルのコンサルテー
ションに従事されています。本セミナーは、商品開発部門の管理職や
開発スタッフの皆様、マーケティング部門の皆様にとって非常に有意
義なセミナーです。
◆ ヒット商品開発のための開発理論、手法、開発フローを短時間で
体系的に学ぶことができる。
◆ ヒット商品開発に不可欠なリサーチフローを学ぶことができる。

1. 戦わずロングセラーをコンスタントに生む仕組み

(1)なぜ成功率が低いのか (2) なぜ「MIP」が少ないのか
(3)MIPが生まれにくい企業内環境
(4)競い合いのメリット/デメリット

会 場（東京） 2023年 3月 9日
（木）
～10日
（金）

2日間

１日目

時間
10:00

会期・開催地

清水 孝洋

（昼食12:30～13:30）

・商品開発部門の管理職の方

事業開発

◆「成功率向上」と「ロングセラー化」を目的とした、基本的な理論の
マスターと成功商品の開発プロセスを事例研究を通じて学びます。
◆ 実際の商品開発の現場で研かれた理論と手法で、実務者の実務者
による実務者のための開発ノウハウを学びます。

・ブランドマネジャー、プロダクトマネ
ジャーの方々

19 実例に学ぶ
ヒット商品開発のための理論と手法

JMA152118

マーケ
ティング
全般

ねらい・特徴

・メーカー､サービス業の商品企画部
門・マーケティング 部門・営業 企画
部門などのスタッフの方々

詳細は
セミナーID

1日

対象

対象

17 成功商品開発ベーシックセミナー

JMA100265

マーケ
ティング

2日間

19

