マーケ
ティング

詳細は
セミナーID

1日

事業開発

(ブランド活性化の手法)

ねらい・特徴

商品開発・
企画

◆ 成功確率の高いブランドリニューアルの方法のエッセンスを短時間
で習得することができる。

プログラム

（昼食12:30～13:30）

顧客理解

～ブランド活性化の手法～

● 商品開発／リニューアルのための理論概説
● 商品リニューアルの目的

販売予測

オンライン開催

● 商品リニューアルのタイプ
（主なパターン）
● 商品リニューアルの成功事例

2023年 2月16日
（木）

3. リニューアル前に把握しておくべきこと
● ３属性グループインタビューでわかること

講 師 （敬称略）

マーケ
ティング
リサーチ

今村 隆之

→ ブランド名を維持するか／別ブランドで出直す
● 重要な視点
「ブランドの老齢化」

● カテゴリー分析
（伸長カテゴリーか衰退カテゴリーか）
● CAS
（Concept

Assesment Study）による競合品分析
→ 競合商品が有すベネフィットを把握する
● 競合品のマーケットでの
“存在感”を把握する
→ メーカー、売上、近年のプロモーション等の把握
● 上記より競合商品の
“脅威度”を把握する
→ 脅威度分析は「戦い方」を決める上で極めて重要

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

・C/Pバランス、未充足ニーズ、MIP理論などの基本に触れながら、リニュー
アルのワークフローなど、体系立てたフローを1つずつ解説頂けて参考に
なりました。
・当社の商品はロングセラー品も多く、単純なアンケートでは良い評価が
出がちです。そのため表面上の課題は見つかりづらく感じていました。また
競合品にまねされていたり、顧客を取られてしまったりすることが課題
だったのですが、ブランドの老齢化のお話や、3属性に向けた需要状況の
確認をする事などがとても参考になったと感じます。
・基本的なリニューアルワークフローの説明とその活用方法について参考
になりました。

● 競合商品分析結果のまとめ

～敵の強さを知る～

→ 現カテゴリーで勝負するか、新カテゴリーで棲み分けるか

● 現行ブランド維持／別ブランドで再出発かの判断
● 商品C／商品P／CCSの改良方向性を確認
● カテゴリーNo.1の重要性と恩恵

6. リニューアルプランの策定

● 改良商品コンセプトの完成
（C）

● 改良パフォーマンスの方向性確定
（P）

● パッケージデザイン、
USP等、CCSの改良方向性確定

17:00

● KPI設定
（売上・導入率・CF投下の有無）

詳細は
セミナーID

高付加価値商品の創出 を目指して

◆ 顧客の理解・商品コンセプトの設定と構造化、ニーズ・シーズ変換、
商品企画書（仮想カタログ）のまとめ方等を学びます。
◆ 商品開発のプロセス・事業環境認識・市場セグメンテーション・競合
分析／技術トレンド分析等を学びます。

●
●

● 商品開発のプロセスとは
商品開発の位置付け
● 商品開発力を上げるには？
消費財､生産財別特徴は何？

情報収集とは(商品開発における情報収集の必要性)
● 市場参入事例
マーケティングリサーチとは

●

3. 事業環境認識

市場セグメントマップ

● 顧客プロセス分析
顧客情報収集方法
(2)ポジショニング分析とターゲット顧客の設定
(3)お客様プロセス分析 (4)お客様分析結果 (5)お客様インタビュー項目作成
●

グループ演習① (1)事業環境認識
5. ■

6. 競合状況／技術トレンド分析（技術ロードマッピング）

細矢 泰弘 (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

●

競合トレンド分析(デザイン・機能／性能・価格)

7. 知財情報収集・分析
●

17:00

●

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

技術ロードマッピング

● ビジネスモデル特許
● ビジネスモデル検討の必要性
知財動向調査
● ビジネスモデル検討のポイント
● ビジネスモデル革新
ビジネスモデルの展開

２日目

時間
10:00

●

・商品コンセプトの設定と構造化・
【商品企画の基礎】市場顧客への提案キーワード抽出
ＮＦＳ変換・商品企画書（仮想カタログ）のまとめ方等を学びます。
●

受講者の声

●

魅力ある商品とは ● 顧客､企業､社会の3軸からの商品化
魅力ある商品実現への取り組み ● 新商品の分類

●

期待値以上の商品事例

2. 市場顧客への提案キーワード

事業における顧客研究の目的 ● 提供したい価値と革新課題の検討
● ４W1H変換事例・市場セグメントの重要性
● 顧客ソリューション提案
● 顧客ニーズウエイトの設定
ニーズ把握 ● スペックの設定・事例
●

3. 商品コンセプトの設定と構造化

商品コンセプト設定 ● コンセプトの構造化
● 提案ソリューション
グループ演習② ● ニーズウエイト･満足度評価
4. ■
●

5. ニーズ・機能変換
●

NFS
（Needs-Function-Seeds）
展開

6. 商品企画書（仮想カタログ）まとめ
●

顧客研究

●

商品コンセプトとの整合

●

商品コンセプト
●

技術課題抽出

仮説づくり・仮想カタログ法
仮想カタログ作成

●

7.
8. 継続的に高付加価値の商品を創出する仕組みつくり
■
グループ演習③ ●
●

17:00

●

商品に対する顧客評価調査 ● CRMとデータマイニング ● リレイションシップバリュー
価格戦略の重要性とコスト革新 ● 商品企画マスタープラン

※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。

●新ソリューション仮説

●コンセプト検証

●新商品検証

4. ニーズ/シーズ仮説

■
グループ演習2 ・自社製品ライフサイクルに着目しニーズを抽出する
・マインドマップを作成し、課題解決の因果関係を整理する
・ニーズ/顧客マップで自社の強みと効用からアイデアを抽出する

参加料 （税込）

6. 新ソリューション仮説

1日

●途上国の社会課題

～途上国の現地・現場観察事例～
●ミスマッチの発見

●取り組むべき課題と経営資源とのマッチング ～国内の社会課題とのマッチング事例～
■
グループ演習 3 社会課題解決コンセプトシートを作成する
●ビジョン
●成果(SDGs)
●商品(シーズ)
●課題(ニーズ)
●現状認識/活用できる資源

7. コンセプト検証

●現地・現場でのコンセプト検証事例

8. 新商品検証

●市場実証の評価視点

●検証による商品プロモーション
■
グループ演習 4 ・社会課題解決型ビジネスモデルを構想する
・発表に対するコメント、ディスカッション

17:00

9. 1日のまとめ
詳細は
セミナーID

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
16 BtoB新商品開発セミナー
（旧セミナー名：BtoB事業のための新商品開発セミナー）

ねらい・特徴

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。

野田 真吾

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

（昼食12:00～13:00）

１日目

時間

事業環境分析と顧客価値構想

10:00

1. 新商品開発の必要性

(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
■
ミニ演習 他社事例研究

2. 事業環境分析

2022年 8月26日
（金）
2023年 1月26日
（木）

(1)顧客環境分析 ・顧客研究 ・顧客マップ
(2)競合環境分析 ・競合研究 ・競合との差別化要素
(3)市場環境分析 ・事業環境認識 ・気づきシート ・環境俯瞰図
■
グループ演習1 ・環境俯瞰図の作成 ・代表者演習結果発表 ・まとめ

質疑

(1)顧客研究 ・ターゲット顧客設定 ・顧客プロセス分析
(2)ニーズ分析 ・顧客価値分析 ・上位ニーズ分析
(3)コンセプト検討 ・ソリューション構想 ・商品コンセプト構想
■
グループ演習2 ・環境俯瞰図の作成 ・代表者演習結果発表 ・まとめ

質疑

3. 顧客価値構想

(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
(株)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

参加料 （税込）

仮説提案と企画開発
4. 仮説提案

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

(1)仮想カタログ
(2)リバウンド分析 ・顧客訪問 ・リバウンド分析

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

5. 商品企画書の作成

受講者の声
・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。
・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。
・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。

JMA100262

プログラム

講 師 （敬称略）
池田 裕一

●ニーズ/シーズ仮説

(1)企画課題ばらし ・企画課題ばらし ・必要機能の棚卸
(2)BtoB商品企画
■
グループ演習3 ・商品企画書の作成 ・代表者演習結果発表 ・まとめ

質疑

6. 事業性の評価

(1)市場性の評価
(2)自社適合性の評価
(3)ビジネスモデルの評価 ・独自性、持続性、収益性
(4)リスクの評価

7. 提案開発

・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
■
グループ演習4 ・提案書の作成 ・代表者演習結果発表 ・まとめ

17:00

２０２２年度（盛夏号）

２０２２年度（盛夏号）

1. 新商品の分類

●現地・現場観察

5. 現地・現場観察

市場環境､法規制､技術動向､顧客用途､競合動向の現状を認識し､変化の兆しをみる

4. 市場セグメンテーション／顧客情報収集・分析
●

●自社製品ライフサイクルに着目したニーズ抽出

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
上原 有恒 博士（農学）/ (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル
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

オンライン開催

●

●

●既存コンテンツ+社会課題解決の好循環モデル

3. SDGs実現に向けた商品開発の基本ステップ

会期・開催地

2. 情報収集の位置づけ

講 師 （敬称略）

・今までうまく活用できていなかった情報やデータを体系に当てはめ、
まずは整
理していきたいと思う。
また、
利用者の目を意識し、
視点を変えて考えることも実
践したい。
・ケーススタディが数多く紹介され、
参考になった。
自社に戻ったら、
5～10年後の
自社製品のあるべき姿を体系的に説明し、
新製品企画を実践します。
・講師からは手法の説明だけでなく、
重要なことや補足情報も教えていただけま
した。
今後利用するのに役立ちそうです。
職場では、
技術側からも商品開発に積
極的に関わりたいと思います。
・専門用語もわかりやすく説明していただき、
マーケティング初心者でも受講でき
る内容でした。
実践の演習では多少戸惑うこともありましたが、
社内でトライで
きそうな発見が多くありました。
アイディアの分類や新しい切り口の発見に役立
てたいと思います。

１日目

商品開発のプロセス・事業環境認識・市場セグメンテーション・
【情報収集分析の基礎】競合分析/技術トレンド分析等を学びます。

1. 商品開発のプロセス（企画～開発～生産～販売）

会 場（東京） 2022年 7月26日
（火）
～27日
（水）
2022年11月17日
（木）
～18日
（金）
2023年 3月16日
（木）
～17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

・商品企画部門、商品開発部門、マーケ
ティング部門、研究開発部門、技術開
発部門のスタッフの方々
（BtoB、BtoCどちらの 事 業 を取り
扱っている方でも受講可能です。）

（昼食12:00～13:00）

時間

会期・開催地

参加料 （税込）

JMA100266

プログラム
10:00

2. SDGs実現に向けた開発が求められる背景

対象

ねらい・特徴

対象

14 情報収集力・商品企画力強化セミナー
基礎編

●SDGsビジネスの成功要因
■
グループ演習１ 社会課題が記載された情報を読み、取り組むSDGsゴールを決める。

2022年 9月 2日
（金）
2023年 1月24日
（火）

・事業開発の大事なエッセンスを実用的に学べました。
また、
SDGsの繋がりを
持って、実践的な思考を考えられました。
・事業モデルの作り方など参考になりました。社内の新規事業プロジェクトの
メンバーに伝えたいです。
・複数の講師が登壇されていたので、講義内容やテイストにバリエーションが
出て、役に立ちました。
・アフリカビジネスと社会課題の両方を学べる研修です。
自社内の新規ビジネス
構築のヒント満載です。

● 商品パフォーマンス改良の必要性検討

●SDGsと商品開発

●途上国におけるSDGsビジネスの事例紹介

受講者の声

● 参入カテゴリーの検討

１日目
1. SDGs自体のビジネスモデル
●SDGsの歴史

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

● 改良商品の新ベネフィットの検討・設定

・研究開発や技術開発の中でSDGsを見据えた開
発が求められる方々
・新商品企画や新事業開発で新たな視点を求められる方々
・商品企画・事業企画部門で独自商品・サービスの
企画が求められる方々
・社内ベンチャーや社内提案制度にエントリーを
予定している、
またはしている方々
・人材開発部門でSDGsを見据えた開発を技術者
教育として求められる方々
・ビジネス知識として、SDGsの基礎を知っておきたい方々
・将来、
起業を考えている方々

（昼食12:30～13:30）

時間
10:00

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

5. ブランドの課題と改良方向性の検討

受講者の声

JMA150977

プログラム

講 師 （敬称略）

4. 競合品／カテゴリー分析：テーマ／食品・飲料

参加料 （税込）

2日間

オンライン開催

● 商品C／商品P／CCSのどこまで改良するか

MIPマーケティング(株) 代表コンサルタント

ねらい・特徴

会期・開催地

2. 商品リニューアル

会期・開催地

（旧セミナー名：
社会課題解決に向けたソリューション開発・事業開発の進め方実践セミナー）

● リニューアルで変えて良いこと／変えてはいけないこと

● 本日の内容／自己紹介・講師略歴

◆ ブランドリニューアルの手法を知ることで、
次のリニューアル案件に
効率よく備えることができる。

15 SDGs×商品開発実践セミナー

● ブランドエクステンションの失敗事例

１日
1. 最初に

詳細は
セミナーID

SDGs実現に向けた商品開発の取り組み方を学ぶ

社会環境において事業変革を目指した商品開発にどのように取り
組んでいけば良いかを事例や現場体験から、わかりやすく解説しま
す。SDGs実現のための開発は多くの企業が目指すテーマでもあり、
起業家(アントレプレナー、イントラプレナー)を目指す方々にとって
も、基礎的な知識とスキルを学んでいただける内容になっています。
講師陣は、世界各国で実際に社会課題解決に取り組んでいる専門家
と各社の新商品開発をリアルタイムで支援しているコンサルタントが
タッグを組み、豊富な経験から事例を解説し、グループ演習を通じて、
より実践的な内容となっています。

時間
10:00

日本能率協会法人会員： 49,500円／1名
会員外： 55,000円／1名
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・マーケティング部門の方々
・商品開発・商品企画部門の方々
・ブランドマネジャー、プロダクトマネ
ジャーの方々
・商品リニューアルに関係のある方々

1日

対象

対象

マーケ
ティング
全般

13 失敗しない商品リニューアルセミナー

JMA151709

質疑

8. 1日の振り返り

※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。
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