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時代は変わりました。マーケットも変わりました。
『売り手主導』から、『買い手主導』へ……。そして今や、あらゆるモノやサービスの情報が街・メディア・ネット上
に溢れ、『売り手も買い手も迷える時代』に突入してきています。
これに連れて、企業のマーケティング戦略も大きく変化を遂げてきています。
マーケティング戦略上の変化の要点は、いくつかありますが、コアとなる要点は、市場とのコミュニケーションの
質を高めることにあります。
このポイントを外したマーケティングを実施する企業は、ライバルとの競争に敗れ、淘汰のリスクにさらされる可能
性が高くなることでしょう。
本講座では、マーケティングを『市場と対話しながら、売れる仕組みをつくること』と定義し、成熟し、ニーズの多様
化したマーケットに向けて、いかに売り手が良好なコミュニケーションを成り立たせていくべきか、今の時代に合っ
た、実戦的なマーケティング戦略の立案スキル・アクションテクニックを伝授します。
さらに、講義修了時には、受講生各自が自信をもって起業できるためのビジネスプランをアウトプットするという
ゴールを設定した、ユニークな講座内容です。

───はじめに

○講座の狙い

●従来のマーケティング、今の時代に合ったマーケティングの違い・特徴等が、時代の変化・
マーケットの変化の認識と共に、本質から理解できます
●起業者のビジョンをベースとした、経営戦略構築の全プロセスが把握できます
●差別化された事業コンセプトの創造法がわかります
●起業後、明日から具体的に何をしたら良いか、マーケティングプロセスの設計が独自で出来るようになります
●セールススキルの向上により、マーケティングはより強化されますが、マーケティングとセールスの連携に
ついての深い理解が得られます

●第三者を説得するための、プレゼンテーションのツボとコツが飲み込めます

○講座参加の具体的メリット

○講座が想定する対象者

近い将来、起業する方・・・
密かに温めているビジネスプランをブラッシュアップしたい方・・・
独立はしないが、今の仕事に実戦的なマーケティング知識を活かしたい方・・・
将来に備え、マーケティングやセールスのスキルを身に付けておきたい方・・・
既に独立しているが、今よりもっと売上を伸ばしたい方・・・
他の起業予定者のビジネスプランに興味がある方・・・
丸の内起業塾の卒塾者で、さらなる実戦力を身に付けたい方・・・

丸の内起業塾 実戦マーケティング講座



2

｢丸の内起業塾 実戦マーケティング講座｣ 募集要項 

 資 格：心身ともに健康な、起業意欲に溢れる人 (年齢、性別、国籍、学歴不問) 
 
■ 期 間：2006年 11月 15日(水)～12月 19日(火)の毎週水曜日開催（19:00～21:00） 

※12月 19日のみ火曜日開催、終了後に懇親会 
※12月 13日は休講 
計５回 

 
■ 参 加 費：入学金  ¥ 21,000（税込／大学生・丸の内起業塾卒塾生は免除） 

受講料 ¥ 73,500（5回分一括全納制／税込） 
合  計 ¥ 94,500（全納／税込） 
※最終回実施の懇親会費用は別途受講者負担となります。 

 
■ 募集人員： 定員 20名(最低催行人員 10名)  

※定員に達し次第、お申込を締め切らせていただきますのでご了承ください。 

 

■ 場 所：㈱オデッセイコミュニケーションズ  A会議室 
      ※最終回 12/19は「東京 21C Clubのコモンスペース」（丸ビル/7F） 

 

 
東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル ℡：03-5293-1888 

JR 京葉線「東京駅」丸の内 6番出口より直結 
        JR 山手鉄「有楽町駅」国際フォーラム出口 徒歩５分 
       東京メトロ・千代田線「二重橋前駅」B7番出口より徒歩 4分 
        東京メトロ・有楽町線「有楽町駅」A3出口 徒歩 4分 

 
■お申込方法： 必要事項を記入した参加申込書（P.7に添付）、職務経歴書と履歴書（形 

式自由：各 1通）の 3点を同封のうえ、下記事務局まで郵送でお申込ください。  
（申込締切／2006年 11月 10日（金）当日消印有効） 

 
【お問合せ・参加申込受付】 

〒153-0051 東京都目黒区上目黒 2 - 22 - 1 井上ビル 2F  株式会社クラウドナイン内 

「丸の内起業塾」事務局 宛 （担当：増田・西田） 
Tel. 03-5773-1394（10:00～19:00 土、日、祝日を除く） Fax. 03－5773-1393 
E-mail：marunouchi@c-9.co.jp 
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実戦マーケティング講座カリキュラム 
（※順序・内容に関して都合により変更となることがあります。） 

 

Session 1  11月 15日（水） 

〔市場の変化に対応した実戦的なマーケティングへの誘い〕 

講師／町田 和隆    

市場は、十人一色から一人十色へと大きな変化を遂げました。 

企業の経営戦略・マーケティング手法も、これに呼応し変化して行かない限り、生き残ることができない時代と

なりました。 

具体的には、マスマーケティング発想で売る２０世紀型の市場戦略から、ワン・トゥ・ワンマーケティング発想で

売る２１世紀型の市場戦略への転換です。 

第一回目講義では、２１世紀型の市場戦略創造には欠かせない、下記の重要なキーワードを、理論と実戦面から

詳解し、明日から即現場で使える実戦的なマーケティングを、受講者の腑に落とします。 

● 顧客の発展段階モデル 

● マーケティングの新しい３つのＰ 

・ターゲットプロファイリングの手法 

・コミュニケーションプロセスの設計法 

・マーケットポジショニングの確立 

● マーケティングとセールスの差異 
● マーケティングツール、セールスツールのあれこれ etc 

 

Session 2  11月 22日（水） 

〔戦略の方向性を導くための、ワークショップとプレゼンテーション実習〕 

講師／町田 和隆 

モデルとして与えられた商品・シチュエーションを題材として、ターゲット市場を仮説設定し、その市場に対する

増販を企図した、ワークショップとプレゼンテーションをグループ単位で行います。 

  この実習を通じて、下記の重要なテーマを学びとります。 

● 経営者のビジョンを明確にする 

● ＳＷＯＴ分析による、戦略の方向性の導出 

● ライバルとの差別優位性のある事業コンセプトの創造 

● 対象市場の設定と顧客の利用シーンのイメージアップ 

● 聴き手の行動を促す、プレゼンテーション手法のツボとコツ etc 
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Session 3  11月 29日（水） 

〔講師自身が実戦したマーケティング戦略の成功事例を基にした解説〕 

講師／菅谷 信雄    

事例のどの部分に成功のヒントが隠されているのか、本質面から受講生に理解して頂きます。 

また、実際の受講生自身の起業案件に関するマーケティング戦略構築の際の参考となるよう、質疑応答を交えながら、より具体的に、

受講生の腑に落としていくような講義を展開します。 

さらに、受講生よりケーススタディを提案してもらい、講師と受講生が一緒になって実戦マーケティングを考え、マーケティング 

戦略を具体的に立案できるようにスキルアップを図ります。 

 

 

 

 

 

Session 4  12月 6日（水） 

〔セールスは、マーケティングと密接不可分。売れ続けるための秘訣はセールスにあり〕 

講師／町田 和隆 

  セールスは、マーケティング活動から得た見込客を、確実に成約することに、その中心的な役割りがあります。 

  どれほど豊富な見込客の量に恵まれていても、セールスの現場において、ヒアリング能力やクロージング能力に欠けていては、 

売上数値を高いレベルで維持し続けることは困難です。 

  マーケティングは、『市場と対話しながら、売れる仕組みをつくること』ですが、この仕組みは、セールスという名のメイン 

エンジンが、スムースに回転することで成り立っているといっても過言ではありません。 

  第四回目講義では、マーケティングと密接不可分なセールスにスポットライトをあて、売れ続けるための秘訣を探っていきます。

 

 

 

 

 

Session 5  12月 19日（火） 

〔各自課題における顧客獲得戦略のプレゼンテーション〕 

講師／町田 和隆 

  これまでの講義を通して学んだことを、自らの起業案件（ビジネスプラン）を題材として、他の受講生・講師にプレゼンテー 

ションします。 

  プレゼンテーションは、定量的・定性的な評価がなされ、本人にフィードバックされます。 

  受講生は、上記のような複数回の講座受講を通じ、自らのビジネスプランをブラッシュアップし、今後の起業の精度を高めます。
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講師プロフィール

菅谷 信雄 （担当講義：Session3）

町田 和隆 （担当講義：Session1, Session2, Session4, Session5, ）
まちだ かずたか

すがや のぶお

市場戦略家。株式会社ＭＯＯＮコンサルティング・代表取締役。国際戦略シナジー学会・常務理事。
1963年2月生まれ。複数の異業種分野の勤務経験を経て、1996年に独立開業。
独自の７Ｐマーケティング戦略を活用し、中小・ベンチャー企業を元気にする、プロフェッショナルコン
サルタント。
2006年3月、セールス・アソシエイツ社と業務提携し、「セールス・アソシエイツ東京中央」のＦＣオー
ナーを兼ねる。
マーケティング戦略の支援から、セールスマンの育成の機会までを一貫して提供している。
著書に『営業マネージャー・リーダーのための使えるマーケティングテクニック』（ソフトバンク クリエイ

ティブ）、『本当に役立つ！マーケティング入門』（フォレスト出版）、『なぜ顧客が見つからないのか。』
（総合法令出版）、高橋憲行氏との共同執筆に『増販増客マーケティング実例集』（企画塾出版部）が
ある。
中小企業大学校・研修課程講師、日本カウンセラー学院・客員講師。
○７Ｐマーケティング戦略の情報サイト：http://7p-marketing.net
○会社ホームページ：http://www.moongroup.jp
○社長ブログ：http://blog.moongroup.jp
[東洋大学工学部情報工学科卒]

(有)マーキュリー物産／代表取締役。
三井物産において、日本・カナダで鉄鋼・石炭部門を経て、1986年より同社情報産業開発部創設に
伴い、テレマーケティングの同社内ベンチャー、（株）もしもしホットライン（現東証1部上場）に創業メン
バー・同取締役として参画。以降三井物産（株）情報通信事業部新規事業責任者、東京通信ネット
ワーク（現パワードコム）ヘヴィーユーザー向け新規事業責任者を歴任。
25年間勤務後、三井物産退任、2002年に「世界最勝の総合商社」(有)マーキュリー物産創業。
同代表取締役就任後、順調に業容を伸ばしている。
［一橋大学商学部卒、マーケティング専攻］

須賀 等 （丸の内起業塾塾長）

すが ひとし

三井物産において長年にわたってM&A、ベンチャーキャピタル業務を担当。
1996年、三井グループ系ベンチャーキャピタル（株）エム･ヴィー･シーの初代代表取締役社長に就任。
タリーズコーヒージャパン（株）（現フードエックス･グローブ（株））を創業時に発掘し投資・育成を手掛
け、外食産業としては最短期間（創業２年半）でNasdaq-J市場(現ヘラクレス市場）への上場を果たす。
以来140億円企業に至る現在まで同社取締役副会長。
2000年に三井物産および（株）エム･ヴィー･シー退任後、
外資系金融機関・投資会社の在日代表等を歴任。現在、フードエックス･グローブ（株）取締役
副会長の他、グローバルインシュランス（株）、（株）オーヴの各取締役、ヴィジョネア（株）
監査役を始め、数社のベンチャー企業の顧問を務める。2005年より秋田県総合開発審議会委員。
2006年より国際教養大学(秋田)グローバルビジネス課程 客員教授。
［早稲田大学政治経済学部政治学科卒、ハーバード大学経営学大学院卒（MBA）］

塾長プロフィール
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「丸の内起業塾 実戦マーケティング講座」参加申込にあたり
－お申込みの際は必ずお読みください －

●お申込から受講までの流れ

①郵送による参加申込（参加申込用紙／職務経歴書／履歴書の3点を同封してください）
（参加申込受付締切：2006年11月10日（金）消印有効）
【個人情報の利用目的】ご提出戴く個人情報は、当塾の入塾審査及び、入塾後の講義・演習の運営上の教育訓練目

的のみに使用し、これ以外の目的に利用し、あるいは第三者に提供することはありません。

②参加費用のお支払（入学金+受講料＝¥94,500（税込･全納）を、下記振込期間にお振込ください）
（参加費用振込期間：2006年10月10日（火）～2006年11月10日（金）まで）
※振込先の銀行口座は、「参加申込受付け完了のお知らせ」とともにご案内いたします。
※お支払は一括払いのみです。振込手数料はご本人負担となります。
※指定の期間内にお振込ください。お振込がない場合、受講できないこともあります。

③参加申込受付の完了
事務局への参加申込書類の到着をもって参加申込受付が完了となります。
事務局にて書類確認後、「参加申込受付完了のお知らせ」を電子メールもしくは郵送にてご案内いたします。
※参加申込書類郵送後、「お知らせ」の案内がなかなか来ない場合は、お手数ですが「丸の内起業塾事務局」
（TEL.03-5773-1394）までご連絡ください。

④テキストの購入
第一回講義までに、下記のテキストを各自ご用意下さい。
・『本当に役立つ！マーケティング入門』（フォレスト出版、町田和隆著）
・『営業マネージャー・リーダーのための使えるマーケティングテクニック』（ソフトバンク クリエイティブ、町田和隆著）

●お申込にあたっての諸注意

①お申込は先着順に受付けます。定員に達し次第お申込を締め切らせていただくことがありますのでご了承ください。
②教室に使用する会場は都合により変更することがあります。
③参加者が一定の人数に達しない場合、或いは止むを得ない事情によりプログラムの中止・延期する場合がございます。
④プログラム中止の決定は、受講開始日の1週間前までに決定します。
⑤参加キャンセルのお申し出につきましては、下記規定によるキャンセル料が派生します。
また、参加費用振込後も、以下の規定に準じてのご返金となります。

●キャンセル料について

①2006年11月10日（金）迄のお申し出⇒キャンセル料はいただきません。（返金に伴う振込手数料はお支払頂きます）

②2006年11月13日（月）からのお申し出⇒参加費全額をキャンセル料としてお支払いただきます。
※ただし、当方の都合により余儀なくプログラムを中止する場合は全額返金いたします。
いかなる場合も、参加費の振込のないことによるキャンセルの扱いはできません。
キャンセルの場合は、必ず「丸の内起業塾事務局」までご連絡ください。

●その他注意事項

①請求書、領収書が必要な場合は、参加申込書にご記載ください。

②都合により、代理による講義、あるいは内容、日時等が変更になる場合があります。

③プログラム中の録音、録画は一切禁じます。なお、「丸の内起業塾事務局」では、記録用としてビデオ記録、写真撮影
等を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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   「丸の内起業塾 実戦マーケティング講座」参加申込書 

下記「個人情報の利用目的」に同意の上、以下の通り申込ます。 

【個人情報利用目的】申込書に記入された個人情報は、お客様が申し込まれた丸の内起業塾の 

          実施運営の目的に利用いたします。 

※お申込は 1枚につき 1名様でお願いします。 

会社・団体・ 

学校名 
 

部署名  

役職  

フリガナ  

申込者氏名 姓）                  名） 

連絡先 □職場 □自宅（ご希望の連絡先をお選びの上、ご記入ください） 

住所 

〒   － 

電話番号  

FAX 番号  

携帯電話番号  

E-mail  

過去参加の有無 あり （              ）に参加 なし 

参加理由 

 
 
 
 
 
 

 

 

請求書、領収書の発行について 

要・不要 □請求書 □領収書（お振込確認後に郵送いたします） 

請求書･領収書宛名  


