顧客の潜在ニーズをつかみ、自社の商品・技術を
真の課題解決のために提供する営業ノウハウを学ぶ

BtoB企業のための

技術営業スキル基礎セミナー
■
開催日 各回とも 10：00〜17：30

■
お奨めの対象

to B 企業の技術営業担当者、マネジャー、管理者の方
2020年 8月 4日（火）〜 5日（水） ・B
・技術部門の営業支援スタッフの方
2021年 1月21日（木）〜22日（金） ・B to B 企業の経営企画部門、事業部門、技術部門等の
■
大 阪 2020年11月 5日
（木）〜 6日（金） 管理者、スタッフの方
※技術者の方でなくてもご理解いただけるプログラムです。
■
名古屋 2020年 7月 2日
（木）〜 3日（金） ※一般的な営業経験が一年以上の方が対象となります。（技術営業は未経験でも結構です。）
■
東 京

講 師 坂田 英之
研修室（東京都港区芝公園）、他 都内研修室 ■
㈱日本能率協会コンサルティング
関西事務所 研修室（大阪市北区梅田）
顧客価値・サービス生産性革新センター
【名古屋】
日本能率協会 中部事務所 研修室（名古屋市中村区名駅）
チーフ・コンサルタント

■
会 場 【東
【大

特

京】
日本能率協会
阪】
日本能率協会

徴

技術営業に求められる4要件

・業界の動向と、顧客の潜在的な欲求を確実に把握し、自社の技術とマッチングさせるために、
新たな価値、魅力を創り、提供できる営業スタッフを育成する。
・顧客ニーズを正しく組織に伝え、自社設計・技術部門と最適に連携できる力を身につける。
・顧客を深く理解し、良好な関係を構築するために有効な技術営業のスキルの基本を学ぶ。
・「技術営業力」
＝
「ソリューション力」
を高める４つの要件のベーシックな考え方・手法を確認する。
・ケース演習を組み込み、体感的に理解を深める。

このような課題を
お持ちの方に
お奨めします

顧客を深く
理解する力

技術営業力
顧客との
関係構築方法を
改革する力

自社設計・
技術部門と最適に
連携する力

・お客様の課題解決と自社製品にミスマッチが起きている
・技術的提案から、いかに製品受注確度を向上できるか、そのスキルの伸び悩みに直面している
・ノウハウがないまま技術営業活動を行っている。本質的な課題抽出、価値を最大限に提供する為にはどうすればよい
かわからない

◆プログラム

10：00〜17：30（昼食 12：30〜13：30）
1日目

2日目
要件2

基本的な考え方を共有する
オリエンテーション

顧客への提供価値を新たに創り出す力

提供価値を新たに創り出す力とは？

技術営業の期待役割とは？

・技術営業に期待される役割を、顧客（業界）視点・自社
視点から改めて確認する
・技術営業力＝ソリューション力を高めるためには４つの
要件があることを改めて確認する

自分の強化ポイントを押さえる

■
演習
・4つの要件について、自社（自分）の現状を客観的に診断し、
充実のための課題を抽出する
① セルフチェック
② 分析〜課題抽出〜グループディスカッション

要件1

BtoB技術営業成功の構図
顧客への
提供価値を新たに
創り出す力

顧客を深く理解する力

顧客を深く理解する力とは？

① 顧客を深く理解する＝潜在的な問題を掘り起こす
② 顧客を深く理解するためのアプローチ・必要情報
顧客の５フォースを理解する／顧客のプロセスを理解する／
顧客の戦略ギャップを理解する

③ 顧客の潜在的な問題を掘り起こすには・・・

上位のキーパーソンとの接点を充実させる／業界トップ・あるべき
姿と比較する／徹底的に現場の実態・意見を収集する

ケース演習
ケース企業の潜在的な問題を想定する ■
① ケース企業の資料の読み込み
② ケース企業キーパーソンへのインタビュー計画＆実施

（※講師がキーパーソン役）

③ 業界トップ企業情報の分析
④ ケース企業の潜在的な問題抽出

・これまでのソリューションの殻を破る
・殻を破る３つのアプローチ……戦略から現場・現実まで
① 新たなビジネスモデルづくり
② パートナー含むソリューション力トータルプロデュース
③ 徹底的な現場の課題バラシと現場改善

自分の強化ポイントを押さえる
①
②
③
④

要件3

■
ケース演習
ケース企業のビジネスモデルに関する情報分析
ケース企業のパートナー情報の分析
ケース企業の現場の課題バラシの確認
ケース企業への提供価値を企画する

顧客との関係構築方法を改革する力

顧客との関係構築方法を改革する力とは？

■
ミニ演習
・これまでの関係構築方法の限界
・関係構築方法を改革する3つのアプローチ
① ソリューションを通じた顧客とのコラボ体制づくり
② ソリューションの付加価値を高めるサービスづくり
③ 上位キーパーソンの社内・業界での価値向上サポート

要件4

自社設計・技術部門と最適に連携する力

設計・技術部門との連携を考える

■
ミニ演習
・なぜ、営業・設計・技術はうまく連携できないのか
・重要な、営業からのアプローチの変革
① プロアクティブな報連相
② 意図的な協業によるコアコンピタンスづくり
③ ベンチマーク視点での改革提言
※プログラム内容は変更になることがありますので予めご了承ください。

詳細はこちら
JMA 100278

検 索

BtoB企業のための技術営業スキル基礎セミナー
受講者の声
・ 顧客の立場に立ってSWOTや３C分析をしたことがなかったのでこの視点は持つようにしようと思った。
・ インタビュー方法の見直し、潜在課題の深堀りなどBtoB技術営業としての悩みが解決できました。
・ ケース演習が具体的でディスカッションが活発。インタビューへの事前取り組みなど大変参考になりました。
・ 自社製品をいかに売るかという今までの考え方から、顧客の先のユーザーや、顧客の要求している背景を知ることへの意識転換ができた。

テキストの一部
ミニ演習：顧客業界の5フォース分析

技術営業に期待されること

新規参入

技術知識が豊富

顧客の表層理解ではなく
顧客洞察
サプライヤー

見えるニーズ、
明示された要求事項に
応えるだけでは、
「メーカーの1つ」
どまり。

競合状況

顧客

技術の観点から顧客も気付かない業務

実態、
本来応えるべき
Customer s Customer の実態を見抜く。

信頼される
関係構築

自社利益だけではなく
顧客価値向上

営業接点ではなく
会社接点

代替

営業機能でのアプローチ、従来通りの

顧客密着、自社製品の特長や差別化
ポイントのPR、価格訴求では限界。

役割分担では限界。
（営業担当だけ、
上司と部下だけ など）

洞察を踏まえて突出した価値を描く。
・顧客よりも深く問題を見抜き、
・期待された方法を超える解決策を示す。

押し売りでない営業スタイル

最適な顧客洞察と顧客価値づくりを
実現するために最適な接点体制を
ゼロからデザインする。
（社内×社外）

競争のポイント

営業と技術の2つの顔を持つ

講師プロフィール

坂田

英之

（敬称略）

㈱日本能率協会コンサルティング 顧客価値・サービス生産性革新センター チーフ・コンサルタント

製造業、サービス業、情報・通信産業などのマーケティングおよび営業競争力革新を専門領域とし、多くの成果をあげている。テーマとしては、営業マネジ
メントシステム開発、セールススキル評価および強化、営業部門情報武装化（ＳＦＡ）支援、ソリューション営業実践支援などのコンサルティングの経験が
豊富。その他にも全社業務改革、中期事業戦略策定、組織編制の支援を行い、高い評価を得ている。
【主な研修実績】
•「 改訂版 図解でわかる部門の仕事 営業本部」日本能率協会マネジメントセンター
•「 営業計画の立て方・作り方実務入門」日本能率協会マネジメントセンター
•「営業プロセスの業務設計〜戦略を実現する営業システム構築を目指して〜」情報処理振興協会監修 日本能率協会コンサルティング
•「営業競争力強化マニュアル」共著 日本能率協会総合研究所
•「生産財における実践的営業革新」ＭＣＢ共著 日本能率協会コンサルティング
他

お申込みについて

1

定員になり次第、申込受付を終了します。お早目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
セミナーID（半角数字）

JMA100278

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※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

会 員 外

スマートフォン
タブレットから

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）
一般社団法人日本能率協会法人会員

2

93,000円/1名
104,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※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JMAマネジメントスクールのWebページに掲載し
ておりますのでご確認、同意のうえお申込みください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代
理の方もご都合がつかない場合は、下記の規定によりキャンセ
ル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日･･････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

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）

JMAマネジメントスクール

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00 〜 17:00 ただし祝日を除く

メール：seminar@jma.or.jp FAX：03
（3434）5505
プログラム内容に関する問い合わせ先（企画担当）
参加開催地域ごとに下記小会事務所へお問い合せください。

一般社団法人日本能率協会 営業・CS分野セミナー担当

東 京 〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL：03（3434）1410
（直通）

一般社団法人日本能率協会 関西事務所

大 阪 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー 19階

TEL：06（4797）2050
（代表）

一般社団法人日本能率協会 中部事務所

名古屋 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目26番25号 メイフィス名駅ビル 6階

TEL：052（581）3271
（代表）

参加定員 25 名（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。）

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。

