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DX（デジタル・トランスフォーメーション）時代のIT戦略を策定するためのプロセスを学ぶ セミナーID 151239 

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）

114,400円/1名
137,500円/1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

参加料（税込） ○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。

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

社内ITプロジェクトの
進め方セミナー

概　要
　2018年に経済産業省が公開した『DXレポート～ ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～』という報告書において、我が国では経営
者の理解不足や既存システムが足かせとなり、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失を生じさせてしまうという予測が描かれています。これが所
謂「2025年の崖」ですが、DX時代に突入している現代においては「2025年の崖」を乗り越えるために、経営戦略を遂行するのに足りるIT戦略を策
定し、実行することが必要です。
　本セミナーではケーススタディを通じて、経営戦略策定で用いられる経営分析手法の基礎知識をおさらいしながら、財務・顧客・業務の業績管理
目標を見える化し、事例企業のビジネスモデルを精緻化していきます。
　また、IT戦略の骨子を構想するために必要なフレームワークや手法を身につけ、IT戦略の策定に必要な能力開発が期待できます。

セミナーの特徴
自社のIT戦略を策定するにあたり、システムベンダーに任せっぱなしにす
ることなく、自社でIT化の狙いを明らかにして、主体となって進めるため
の基本を学びます。

本研修のゴール
●経営者の掲げる戦略を遂行するのに足りるIT戦略策定のプロセスを

学び、活用できるようになります。
●DX時代の自社の課題を探しやすくなります。

セミナーで学べること
●経営戦略の本質を理解し、IT戦略策定までの過程を様々なケーススタ

ディを通じて学びます。
●経営戦略策定・IT戦略策定のためのフレームワークや手法を学びます。 講　師

石井 和人
株式会社 アイ・ケイ・シー
代表取締役

経営とITをつなぐ専門家“中小企業のIT経営プランナー”
製造業、商社、情報処理サービス業、ベンチャーキャピタルの企業コン
サルティング部門、いずれも東証一部上場企業を経て2012年に独立。
現在は、「顧客満足・集客・利益の向上」にフォーカスして、経営者の立
場に立って必要なIT技術を選定し、経営に役立つIT投資の中小企業向け
コンサルティングとその実務経験を活かした研修や講演を行う。
経営戦略構想をもとにIT戦略の策定、クラウドサービスやシステム開発
会社の選定から情報システムの導入・活用まで、クライアントの業務に
密着した実務支援を得意とする。そのほか、情報セキュリティ対策、
Web活用による販売力向上など幅広く活動している。

【資格】ITコーディネータ(経済産業省推進資格)

30名定　員

※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。

１日目
10:00

時間

17:00

2日間

1. オリエンテーション
・戦略ITとは
・DX（デジタル・トランスフォーメーション）時代のIT戦略

2. 経営戦略の本質を理解するための基礎スキル
・事業ドメイン
・PEST / ファイブフォース
・バリューチェーン
・SWOT / クロスSWOT            ■グループ演習・発表

3. 経営戦略の突破力を高める重要成功要因
・戦略マップ
・BSCの4つの視点                    ■グループ演習・発表
・重要成功要因

4. 経営戦略目標と一貫性のあるアクション
・KGI / KPI
・経営戦略目標
・業務改革目標                          ■グループ演習・発表

5. IT戦略目標はIT活用の結果にコミット
・業務プロセス
・ITサービス範囲・機能
・IT戦略目標                             ■グループ演習・発表

6. 経営者の掲げる戦略とIT構築を繋ぐIT戦略方針
・業務プロセス変革
・ITサービスレベル
・セキュリティ
・IT調達 / IT導入                       ■グループ演習・発表

7. 事業部門主体の社内ITプロジェクトの態勢
・役割と責任
・IT戦略の承認ステップ                ■グループ演習・発表

8. IT活用の成否はIT調達で決まる
・ITサービス・システム開発会社の選定の本質
・提案依頼書・提案評価表のつくり方

■グループ演習・発表

２日目
10:00

時間

17:00

会期・受講形態（会場） ※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

  2021年  6月  3日（木）～  4日（金）※オンライン
  2021年10月  4日（月）～  5日（火）※オンライン

対　象
●経営課題や事業課題の解決を迫られているITプロジェクトチームの

管理者または実務担当者
●情報システム部門の管理者または企画担当者
●経営企画部門等で、IT戦略の策定やITプロジェクトを主導される方
●経営者自ら、経営戦略・IT活用を主導されている方

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）

114,400円／１名
137,500円／１名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

参加料（税込） ○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。

対　象
●イノベーションのためのビジネスアイデア発想法を習得したい方
●ビジネスモデルを描く上で、何からどのように考えたらいいかを学びたい方
●“顧客価値”や“マーケティング戦略”の策定・見直しをしたい方
●新商品開発・新事業開発・研究開発・経営企画・マーケティング部門で事業機会を
　発見したい方々

ねらい
新ビジネスや新商品・新製品を考えるためのセミナー！

◆顧客価値発見の具体的な手法や、価値提案（ValueProposition）の考え方、ビジ
ネスモデル・収益モデルの要素と基本類型などを具体的な事例と共に学びます。
本セミナーは、『イノベーションのジレンマ』著者のC.クリステンセン教授によって

体系化された、イノベーティブな製品やサービスを生み出すための“顧客洞察”の
手法であるジョブ理論（JOBSメソッド®）を学べるプログラムです。

また、新しく生み出したビジネスアイデアを、事業として構造化し、収益を上げる
までの全体像、いわゆる“ビジネスモデル”の設計の仕方も学べるプログラムです。

企業の新規事業開発支援（コンサルティング、メンタリング、トレーニング）を多数
手掛けているコンサルタントから具体的に学べる貴重なセミナーです。

2021年  9月  7日（火）～  8日（水）※オンライン
2022年  3月17日（木）～18日（金）※オンライン

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

　　

56
顧客洞察手法であるジョブ理論（JOBSメソッド）とビジネスモデルのデザインについて学ぶ！ セミナーID

2日間 30名定　員

山田 竜也
株式会社インディージャパン 
取締役 トレーニングディレクター
電気通信大学 機械制御工学専攻 修士
MIT Sloan Executive MOT

講　師

100402

新規事業を生みだす
ジョブ理論活用セミナー
（旧名称：顧客洞察手法とビジネスモデル設計習得セミナー）

※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。

１日
10:00

時間

17:00

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）

56,100円／１名
68,200円／１名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

参加料（税込） ○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。

対　象
●社内にイノベーションを推進する立場の方
●破壊的イノベーションに関する知識を身につけたい方
●経営層・管理職・マネジャーの方々

ねらい
　イノベーションという言葉が普及している一方、その捉え方はバラバラで、体系
的かつ多面的に語られていることは少ないのが現状です。中でもクリステンセン
教授が提唱したイノベーション理論の１つである破壊的イノベーションは、
不確実性の高い現代には欠かせない考え方であるにも関わらず、世の中への浸透は
不十分です。
　こうした現状を踏まえ、確立された技術やビジネスモデルによって形成された
既存市場の枠を破壊し、業界構造までをも劇的に変化させるほどの破壊力を持つ
破壊的イノベーションについての理解を深め、どのように対応していけば良いかを
学ぶことを目的に本セミナーを開催することになりました。

2021年06月07日（月）※オンライン
2021年11月09日（火）※オンライン

会期・受講形態（会場）※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

1. 破壊的イノベーションとは何か？
・イノベーションの定義
　（経済学／社会学／経営学の視点から）
・破壊的イノベーションのメカニズム
・市場創造型イノベーションの価値
・まとめ（イノベーションの分類）

2. 破壊的イノベーションの時代
・VUCAの時代
・イノベーション加速の背景
・シナリオプランニング

3. イノベーションへの取り組みの障害（理解・動機・実行）
・イノベーションを理解するのが難しい理由
・イノベーション実行の課題
・難しさを乗り越える方法論
・イノベーション方法論の整理

4. 日本でイノベーション活動に取り組む際の特殊事情
・日本特有に考慮したいこと
・日本に合ったスタイルとは

5. 様々な取り組みと施策
・これまでの取り組みとその結果
・今後活発になると思われる取り組み

6. 海外の動向
・スタートアップの多い領域
・注目のユニコーンとその特徴
・イノベーションを生み出すエコシステム

7. まとめ

　　

57
変化の速さを実感し、破壊的イノベーションのメカニズムを理解し、様々な施策を知る セミナーID

1日 30名定　員

山田 竜也
株式会社インディージャパン 
取締役 トレーニングディレクター
電気通信大学 機械制御工学専攻 修士
MIT Sloan Executive MOT

講　師

100516

GAFA時代の活路を見出す 
破壊的イノベーションへの対応セミナー
（旧名称：イノベーション入門セミナー）

1日目
10:00

時間

17:00

1. “顧客のやりたいこと”からニーズを考える
•JOBS(Jobs -Objectives -Barriers - Solutions)メソッド®のフレームワーク
•「顧客のやりたいこと（ジョブ）」の3種類の目的（機能的・感情的・社会的）
■個人演習　ジョブの3種を考える

2. 違和感に気づく
•顧客も気づかないニーズはある
•ジョブの解決を妨げている障害とは
•一次的な解決策は大いなるヒント
■グループ演習　JOBSメソッド®を使ったケーススタディ

3. B2Bビジネスへの応用
•ステークホルダーと価値提案
•B2Bのジョブ把握に関する課題

4. 価値提案と仮説検証プロセス
•価値提案 Value Propositionとは？
•マーケティングへの応用
•ニーズはあくまでも仮説

5. ビジネスモデルの構造と基本類型
•ビジネスモデルを構成する要素
•ビジネスモデル変革はなぜ必要か
•ビジネスモデル変革事例
•“ビジネスモデルキャンバス”で「事業を構造化する」

6. 新たなビジネスモデルを検討する
•収益モデルのタイプと事例
•ビジネスモデルの積み木型検討法
•ビジネスプランの示し方（ピッチの作り方）
■総合演習　各ステップの演習を統合し、新たなビジネスモデルを構築する

2日目
10:00

時間

17:00

※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。
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