Business Producer Training Program

ビジネスプロデューサー養成講座
第33期

のご案内

主催：システム・インテグレーション株式会社
後援：株式会社山城経営研究所

はじめに
今、多くの企業が新しい時代のビジネスモデルを模索しています。
これまで重要とされてきた、ジャスト･イン･タイム、効率化、コスト削減では、もう通用しないのです。これか
ら私たちがすべきこと、それは新しいパラダイムの創造と、そのステージへの速やかなシフトです。バブルや震
災の経験は、次の時代への起点と考えるべきです。そして、その実現のためには、これからの時代にふさわし
い、新しいビジネスモデルの創成が必要なのです。

本講座は、ビジネスモデルの本質と重要性を見極め、近い将来必要とされるニーズを見出して、新事業・新商品
を発案しながら、新しいビジネスモデルを考えるための創造力を養成する実践的な講座です。

今までの常識を捨て、古い慣習から抜け出し、新しいパラダイムを創造する。そして、いたずらに競争するので
はなく、分かり合える仲間を増やし、フィールドアライアンスを進めること。それが本講座の核心であり、これ
からのものづくりやビジネスの根幹であると考えています。

ビジネスをプロデュースする人材に生まれ変わる、それがビジネスプロデューサー養成講座です。
※フィールドアライアンスとは当社が提唱する、業際や系列を超越する新たなアライアンスの構想です。
※「フィールドアライアンス」「Field Alliance」はシステム・インテグレーションの登録商標です。
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本講座の概要
ビジネスプロデュースのための11の講義
▪ ビジネスのプロデュースに必要な心構え、アイデ
アやビジネスの創出に必要な視点や知的財産
権など、40数年、3000件にのぼる開発経験
をもつ“開発の鉄人”の実践的な講義です。
開発テーマの提供、1名1回
▪ 講師は全受講者に、事業や業務についての公
開ヒアリングを行い、「これまでに考えたことのな
い“開発テーマ」を提案します。
グループでのビジネスモデル開発×3回
▪ 「開発テーマ」からいくつかを選択し、それらをビ
ジネスモデルに昇華させるために、受講者グルー
プで協力し合い、企画をブラッシュアップしていき
ます。

グループ
ワーク

講義の
受講

ヒアリングと
テーマ提供

本講座が養成する人物像とは「課題を突破できる人材」
多くの企業が抱える悩み。
全ては、人材育成が始点です。

「ビジネスモデル」と「知財」を軸に
ビジネスプロデューサーを養成します。

▪ アイデアが結実しない

発想をビジネスモデルへ昇華

▪ 自分や仲間のアイデアを引き出せない



▪ 新ビジネスの芽がまとまらない

▪ 隠れている自社の強みがあるのでは？
▪ 自社の資源（有形・無形）が洗い出せない

自社資源を、鳥瞰して掘り起こす


▪ 社内横断的な新事業が進められない

▪ 他社との事業連携ができない
▪ 自社の弱みを補完し合える企業との
新しいビジネスの共創

▪ 新規事業の適任者がいない
▪ 実業務から雰囲気づくりまで、
事業を総合的に牽引できる人材の不足

優れたカリキュラムから、ユニークな発想法と、こ
れからのビジネスモデルを学びます。

異業種・異職種の仲間と出会うことで、自社を俯瞰
し、自社の資源を見出す視点を持ちます。

イノベーティブなハブ人材へ


異なる企業文化を持つ受講生らは、徹底的にグルー
プワークに取り組むことで、フィールドアライアン
スを体感し、企業間をつなぐ重要さを意識します。

強く柔軟な思考のビジネスプロデューサーへ


講座を通して、古い慣習にとらわれず新しい価値観
を受け入れ、新事業を創造できる人材へ。さらに強
く、しかも柔軟な思考で新事業へ挑める人材へと生
まれ変わります。

卒業時に「事業開発経営士」の資格を取得
事業開発経営士とは
新事業･新商品を開発できると認めた人材に授与する『一般社団法人
事業開発経営協会』の資格です。
現在の新事業・新商品開発に必要な、事業への経営的視点や強いリー
ダーシップに加えて、異分野・異業種との連携を図ることができるこ
と。そして、社会全体の活性化を目指すビジネスモデルを提案できる
と認めた人材に授けています。
本講座の受講生は、卒業時に資格が授与されます。
運営：

一般社団法人 事業開発経営協会

事業概要：主に新事業や新商品開発を行う人材を育成し、「事業開発経営士」の技能検定を定期的に行い認定す
る。並行して研修・セミナーも開催する。そのほか、異分野の企業や事業体との連携や提携を促す
ことで経営に資するあらゆる活動を支援し、事業の活性化を図るため、教育研修事業やマッチン
グ、各種イベント、開発会議の運営などを行う。

本講座のカリキュラムと進め方
講義で得たことを土台に、グループワークで新事業開発の実践を行います。
第1回
第2回

集中
講座

座学

グループワーク（演習）

講義1『新しいパラダイムとこれからの開発』

開発の基本と演習
グループワーク 「サンプルでの仮説と開発」・・

講義2『ビジネスモデル概論』
講義3『これからの異業種連携「フィールドアライアンス｣』

第3回

□公開コンサルティング「新事実・新商品の提案」①

第4回

講義4『経営資源を活かした新事業・新商品開発の在り方』

第5回

□グループワークの中間発表
『特別講義』

第6回

講義5『開発における知的財産』

第7回

□グループワークの成果発表
卒業生の発表、卒業生との交流会

第8回

講義6『ビジネスをプロデュースする視点』
□公開コンサルティング「新事実・新商品の提案」②

第9回

『特別講義』

グループワーク 及び 成果発表・・・・・・・・・

ビジネスモデルの創出・ワークショップ①
公開コンサルティング・・・・・・・・・・・・
開発テーマの決定・・・・・・・・・・・・・・
グループワーク・・・・・・・・・・・・・・
中間発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グループワーク・・・・・・・・・・・・・・
成果発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビジネスモデルの創出・ワークショップ②
公開コンサルティング・・・・・・・・・・・・
開発テーマの決定・・・・・・・・・・・・・・

第10回

□グループワークの中間発表

第11回

講義7『ビジネスプロデューサーの必要性』

第12回

講義8『ビジネスプロデューサーのネットワーク』
□グループワークの成果発表、卒業生の発表 及び 交流会

グループワーク・・・・・・・・・・・・・・
中間発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グループワーク・・・・・・・・・・・・・・
成果発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・

過去の受講者データ
過去の参加者は、幅広い業種の企業から、役職や部署、職域、年齢も大変多様です。
いずれも次世代のリーダー的役割を求められる方にご参加いただいております。
業種別
電気機器 24%

情報/通信 16%

その他 1%
機械・金属 11%
公的機関 3%
食料品 10%

化学 5%
医薬品 5%
小売 8%

運輸関連 9%
不動産 8%

部門別
製造 4%
その他 10%

役職別
総務・経理 4%

法務･知財 2%

部長 17%
係長・リーダー
22%

役職なし 14%

営業 18%
主任 13%
企画・開発 62%

課長・マネージャー
29%

役員 5%

「開発の鉄人」多喜義彦が直接指導
開発で、人とビジネスにエネルギーを。
私、多喜義彦は、約46年にわたり、企業のビジネスモデルを考案し、新商
品・新事業の開発を行ってきました。その手法は、まず当該企業の現場に
自ら入り、その企業が保有する有形・無形の潜在的な経営資源を掘り起こ
します。この企業のシーズを軸に、“新しい時代ニーズを鑑みた“ビジネスモ
デルを提案し、企業とともに試作を繰り返し、市場開拓に奔走し、新商
品・新事業を”開発”して参りました。同時に、異業種アライアンスによって
ビジネスフィールドが広がる、フィールドアライアンスを実践していま
す。
現在も、40数社の技術顧問として、技術開発はもちろんのこと、応用提案
やマッチングなど新商品・新事業開発に関わる全てを、総合的にお手伝い
しています。
この講座は、これまでの私の経験を活かした、
次代を担うビジネスプロデューサーを育成する実践型講座です。

大学在学中の1970年、開発設計の受注を契機に創業。1988年、システム･
インテグレーション株式会社を設立し､代表取締役に就任。現在までに、
業種業態を問わず1000社（グループ企業含む）を超える企業に、約3000
件超の案件を開発・提案している。

多喜義彦

システム・インテグレーション／代表取締役
日経BP『リアル開発会議』／プロデューサー
［現在までの主な要職・メディア出演など］
九州工業大学／客員教授
金沢大学／客員教授
事業開発経営協会／理事
ものづくり学校／会長
パワーデバイス・イネーブリング協会／理事
がん哲学外来／理事・事務局長
危機管理教育研究所／理事
TBSラジオ『脳みそのお値段』／コメンテーター
BS フジ『知恵の輪ニッポン』／メインコメンテーター

講師の顧問履歴

■1970年～
防災バルブ発明
《各種バルブ・防災機器等の企画・設計に参加》
日本耐震自動遮断装置連絡協議会／設立
材木用運搬等の設計・製作
産業機器メーカー／技術顧問
自動車部品メーカー／技術顧問
自動機・ロボットメーカー／技術顧問
デザインオフィス／アドバイザー
機械商社／技術アドバイザー
電子部品（センサー）メーカー／技術顧問
特許調査オフィス／スタッフ
精密機械メーカー／技術顧問
新技術研究開発会社／コーディネーター
化学薬品メーカー／技術顧問
産業機器メーカー／技術顧問
ゴム・プラスチックメーカー／技術顧問
経営コンサルタントオフィス／システムブレーン
医療器具・衛生用品メーカー／技術顧問
プラスチック成型メーカー／技術顧問
■1988年～
システム・インテグレーション株式会社／設立
刃物メーカー／技術顧問
家具メーカー／技術顧問
脱臭材メーカー／技術顧問
食品メーカー／技術顧問
セラミックスメーカー／技術顧問
総合資材メーカー／技術アドバイザー
工作機械メーカー／技術顧問
金属加工メーカー／技術顧問
機械部品商社／技術顧問
■1990年～
精密部品加工メーカー／技術顧問
家庭用品メーカー／技術顧問
自動車メーカー／技術顧問
二輪車メーカー／技術顧問
エンジニアリングメーカー／技術顧問
事務機器メーカー／技術顧問
ビルメンテナンス会社／技術顧問
環境安全機器協議会／設立
建設工具メーカー／技術顧問
アルミニウムメーカー／技術顧問
サニタリーメーカー／技術顧問
精密プレスメーカー／技術顧問
計測器メーカー／技術顧問
電気計測器メーカー／技術顧問
ガラスメーカー／技術顧問
コンピューター・システム・ファーム／技術顧問
空調機器メーカー／技術顧問
土木資材メーカー／アドバイザー
精密電子部品メーカー／技術顧問
仏具メーカー／技術顧問

キャビネットメーカー／技術顧問
プレス加工メーカー／技術顧問
大手精密電子部品メーカー／技術顧問
電気部品メーカー／技術顧問
印刷会社／技術顧問
金属加工メーカー／技術顧問
農業機械メーカー／技術顧問
■1995年～
化学薬品メーカー／技術顧問
繊維関連機器メーカー／技術顧問
大手総合商社／技術顧問
住設資材／技術顧問
海上輸送関連機器メーカー／技術顧問
大手探鉱事業関連企業／技術顧問
木製家具メーカー／技術顧問
大手食品加工メーカー／技術顧問
ステーショナリーメーカー／技術顧問
総合ロジスティックス機器メーカー／技術顧問
物流商社／技術顧問
自動車関連メーカー／技術顧問
塗装メーカー／技術顧問
石炭製品製造業／技術顧問
酒造メーカー／技術顧問
搬送用ベルト製造業／技術顧問
外食業／技術顧問
食品メーカー／技術顧問
リース業／技術顧問
メンテナンス清掃業／技術顧問
プレート印刷加工業／技術顧問
電機、巻線機製造メーカー／技術顧問
スポーツ用品資材製造販売業／技術顧問
葬祭業／技術顧問
自動車部品メーカー／技術顧問
精密電子部品メーカー／技術顧問
インキメーカー／技術顧問
大手コンピューター・メーカー・システム／技術顧問
土木建設業／技術顧問
重電エンジニアリングメーカー／技術顧問
食品( ケータリング）業／技術顧問
地銀／法人アドバイザー
給排水機材メーカー／技術顧問
特装車メーカー／技術顧問
プラスチックメーカー／技術顧問
■2000年～
妖怪神社（島根県）／建立発案
自動車メンテナンスサービス業／技術顧問
電力会社／知財アドバイザー
製菓メーカー／技術顧問
住宅資材メーカー／技術顧問
コンピューターメーカー／技術顧問
事務用品販売／技術顧問
車両用機器メーカー／技術顧問

電機部品メーカー／技術顧問
大手ガス販売／技術顧問
水産物加工業／技術顧問
エネルギー研究機関／技術顧問
大手重工機械メーカー／技術顧問
大手研究機関／技術顧問
表面処理メーカー／技術顧問
金型メーカー／アドバイザー
緑化資材メーカー／技術顧問
知的財産教育協会／設立
情報セキュリティ会社／技術顧問
化学メーカー／技術顧問
IR情報配信業／技術顧問
大手電気メーカー／技術顧問
リテール研究会／設立
自動車部品加工メーカー／技術顧問
日本知的財産戦略協議会／設立
大手アパレルメーカー／技術顧問
耐火物製造業／技術顧問
ホテル・旅館、レジャー関連業／顧問
■2005年～
大手金融業／顧問
土木コンサルティング業／技術顧問
大手流通・小売業／顧問
日本トレーサビリティ協会／設立
自動車部品メーカー／技術顧問
中古車取扱業／顧問
世田谷ものづくり学校／設立
道路標示材業／技術顧問
ゴム部品メーカー／技術顧問
ケミカル製品メーカー／技術顧問
環境保全材研究会／設立
寝具メーカー／技術顧問
スチール・環境整備業／技術顧問
機能性食品開発・販売事業者／顧問
光学分析機器メーカー／技術顧問
プラントメーカー／技術顧問
電子部品機器メーカー／技術顧問
環境浄化材料メーカー／技術顧問
経済産業省／アドバイザー
産業振興機構／アドバイザー
百貨店／アドバイザー
コンテンツ加工業／顧問
農業関連事業者／顧問
電力制御装置等製造メーカー／技術顧問
食品表示検定協会／設立
陶磁器製タイルメーカー／技術顧問
一般貨物自動車運送業／技術顧問
プラント装置メーカー／技術顧問
始動器メーカー／技術顧問
FA機器メーカー／技術顧問
電線メーカー／技術顧問

生活支援事業社／アドバイザー
福島県自然素材活用協議会／設立
計測機器メーカー／技術顧問
発電装置メーカー／技術顧問
■2010年～
発砲工法協会／設立
大手化学品メーカー／技術顧問
大手家庭用品メーカー／技術顧問
プラスチックメーカー／技術顧問
パワーデバイス研究会／設立
電力会社総合研究所／技術顧問
総合エンジニアリング会社／技術顧問
特殊移送装置メーカー／技術顧問
カメラメーカー／マーケティングアドバイザー
総合法律事務所／顧問
ゴム・プラスチック部品メーカー／技術顧問
ペット用品情報サイト／顧問
隠岐の島ものづくり学校／設立
廃棄物処理システム／技術顧問
総合学習塾／顧問
保険代理業／顧問
自動車部品メーカー／技術顧問
メカトロ事業メーカー／技術顧問
海上運送業／顧問
医療機器製造業／技術顧問
整体治療院／顧問
粉体加工メーカー／技術顧問
食品加工メーカー／技術顧問
製造設備メーカー／技術顧問
化学品メーカー／技術顧問
医療サービス会社／顧問
がん哲学外来／設立
塗料販売会社／顧問
三条ものづくり学校／設立
■2015年～
危機管理教育研究所／設立
防災機器検査協会／設立
特殊印刷会社／顧問
IT関連会社／顧問
試験運営コンサルティング会社／顧問
運動器具会社／技術顧問
園芸会社／顧問
汚水処理業会社／顧問
道路構造物メーカー／顧問
計測機器メーカー／顧問
樹脂製品成型加工業／顧問
石油製品・化学製品商社／顧問
事務機器メーカー／顧問
事業開発経営協会／設立
総合IT機器メーカー／顧問
障害攻略課／設立

これまでの受講企業（一部／五十音順、名称は受講当時）
株式会社アイ・エス・ビー

株式会社Ｌ＆Ｍ

ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社

株式会社アオキ・オフィスサービス

株式会社大津クリエイティブ・エージェンシー

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

株式会社あおむし

株式会社岡村製作所

株式会社ジェイアール東日本都市開発

株式会社アクセス

株式会社オフィスエム

株式会社ジェイアール東日本ビルディング

味の素冷凍食品株式会社

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

株式会社ＪＳＯＬ

株式会社アド・エンジニアーズ・オブ・トーキョー

オリックス株式会社

株式会社ジェイティービー

アルファインフォメーションソリューション株式会社

オリンパスシステムズ株式会社

ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社

アルファテック・ソリューションズ株式会社

株式会社オレンジプラザ

ＪＢエンタープライズソリューション株式会社

株式会社アルプス技研

株式会社ガイアート

ＪＢＣＣ株式会社

アヲハタ株式会社

花王株式会社

株式会社シェーンコーポレーション

アンリツネットワークス株式会社

カルピス株式会社

株式会社シーザサン

石川酒造株式会社

川崎重工業株式会社

株式会社資生堂

株式会社栄光

株式会社紀文食品

シナネン株式会社

株式会社エージーピー

株式会社ギャラックス

株式会社ジャムコ

エクサ株式会社

株式会社キユーソー流通システム

上智大学

株式会社エジソン

キユーピー株式会社

昭和産業株式会社

エスアイエナジー株式会社

協和発酵ケミカル株式会社

株式会社スタイルクリエイト

エスエス製薬株式会社

協和発酵工業株式会社

靜甲株式会社

株式会社エディポック

協和発酵フーズ株式会社

株式会社西友

Ｎ&Ｆテクノサービス株式会社

東北経済産業局

全国共済農業協同組合連合会

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

株式会社甲武システム

セントラル警備保障株式会社

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

小林製薬株式会社

創輝株式会社

ＮＣＳ＆Ａ株式会社

株式会社コレント

ソニーマーケティング株式会社

ＮＴＴインターネット株式会社

相模原商事株式会社

ソフトバンクテレコム株式会社

ＮＴＴ都市開発株式会社

三協精機工業株式会社

ソフトブレーン株式会社

日本郵船（株式会社ＭＴＩ）

Ｃ＆Ｃビジネスサービス株式会社

株式会社第一興商

ＴＤＫラムダ株式会社

株式会社ハヤシ海運

フロイント産業株式会社

株式会社ＤＴＳ

株式会社パルコ・デジタルマーケティング

文化シヤッター株式会社

株式会社デジタル・インフォ・プロデュース

ヒロボー株式会社

兵神装備株式会社

テルモ株式会社

東日本キヨスク株式会社

株式会社ベルス

株式会社テレコムサービス二十一

東日本旅客鉄道株式会社

三浦印刷株式会社

財団法人電力中央研究所

日立キャピタル株式会社

御木本製薬株式会社

東急ビルメンテナンス株式会社

日立キャピタルオートリース株式会社

三井住友カード株式会社

東京ガス都市開発株式会社

日立キャピタルサービス株式会社

株式会社三井住友銀行

東京急行電鉄株式会社

株式会社日立産機システム

三井不動産販売株式会社

東京電力株式会社

株式会社日立システムズファシリティサービス

ミライフ株式会社

東洋エクステリア株式会社

日立トリプルウィン株式会社

ミレー株式会社

トータリゼータエンジニアリング株式会社

株式会社日立ハイテクノロジーズ

明治飼糧株式会社

トッパン・フォームズ株式会社

株式会社日立ビルシステム

明治損害保険株式会社

ニチバン株式会社

株式会社日立プラントコンストラクション

株式会社ものづくり学校

株式会社ニチレイ

株式会社日立プラントサービス

ヤマト運輸株式会社

株式会社ニチレイフーズ

株式会社日立ブレーン

ヤマトシステム開発株式会社

株式会社ニックスインターナショナル

日立水戸エンジニアリング株式会社

ヤマハモーターエンジニアリング株式会社

日産化学工業株式会社

株式会社平野製作所

ラサ工業株式会社

ニッタン・グローバル・テック株式会社

株式会社ファインバス

株式会社リオスコーポレーション

日鍛バルブ株式会社

富士アイティ株式会社

株式会社りそなホールディングス

日本アイ・ビー・エム株式会社

富士ゼロックス株式会社

株式会社良品計画

日本アイキャン株式会社

藤田観光株式会社

株式会社ワイ・イー・シー

日本貨物鉄道株式会社

富士通フロンテック株式会社

日本電気株式会社

富士通株式会社

日本ホテル株式会社

富士通ネットワークソリューションズ株式会社

日本郵船株式会社

株式会社富士通パーソナルズ

株式会社日本レストランエンタプライズ

株式会社富士通ビー・エス・シー

ネットムーブ株式会社

株式会社富士通フロンテックシステムズ

株式会社橋爪製麺

富士通フロンテック株式会社

株式会社ハネダクリエイト

株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ

過去の開催の様子
 第1期の開講は2001年6月29日、その後16年にわたって開催されている講座です。

初回（第1期）の開催は2001年
以来、16年間の開催実績

卒業生は約500名

講師と受講生によって創出された
ビジネスモデルは350件以上

第33期のスケジュール概要
開

催

日

時間

※開催場所は全て、システム・インテグレーション株式会社(半蔵門)です。

概要

カリキュラム
開講式
講義１ 『新しいパラダイムとこれからの開発』
グループワーク 「サンプルでの仮説と開発」

第1回

4月11日(水)

第2回

4月12日(木)

9:30-16:30

第3回

4月26日(木)

14:00-17:00

公開コンサルティング 「新事業・新商品の提案」 ①
開発テーマの決定
グループワーク

第4回

5月10日(木)

14:00-17:00

講義４ 『経営資源を生かした新事業・新商品開発の在り方』
グループワーク

第5回

5月24日(木)

14:00-17:00

第6回

6月7日(木)

14:00-17:00

講義５ 『開発における知的財産』
グループワーク

第7回

6月21日(水)

13:30-19:30

グループワークの成果発表
卒業生の発表
卒業生との交流会

第8回

7月5日(木)

9:30-16:30

第9回

7月19日(木)

14:00-17:00

第10回

8月9日(木)

14:00-17:00

第11回

8月23日(木)

14:00-17:00

第12回

9月7日(金)

13:30-19:30

(集中講義)

(集中講義)

13:30-20:00
開発の基本と演習

ビジネスモデル
の創出①

講義２ 『ビジネスモデル概論』
グループワーク 及び成果発表
講義３ 『これからの異業種連携「フィールドアライアンス（Field Alliance）｣』

グループワーク
中間発表
『特別講義』

公開コンサルティング 「新事業・新商品の提案」 ②
開発テーマの決定、グループワーク
講義６ 『ビジネスをプロデュースする視点』

ビジネスモデル
の創出②

『特別講座』
グループワーク
グループワーク
中間発表
講義７ 『ビジネスプロデューサーの必要性』
グループワーク

アライアンス

講義８『ビジネスプロデューサーのネットワーク』
グループワークの成果発表
卒業生の発表及び交流会、閉講式 （決意表明 修了証書授与）

募集要項
定員：

20名

期間：

2018年4月～9月
※12回／6ヶ月

時間：

会場：

14:00～17:00（原則として）
-第1回：13:30～20:00
-第2回：9:30～16:30
-第8回：9:30～16:30
-第12回：13:30～19:30

システム･インテグレーション(株)
［東京メトロ･半蔵門駅／4・5番出口、徒歩2分］

受講料： ¥500,000（税別）／6ヶ月

お申し込み・お問い合わせ
■システム・インテグレーション株式会社
〒102-0082

東京都千代田区一番町23-3 千代田一番町ビル3F
TEL：03-3288-9271
FAX：03-3288-1806
MAIL：seminar@sys-in.com
URL：http://www.sys-in.com/

※会場近くでの宿泊希望は別途ご相談下さい。

申込締切：2018年3月30日（金）
※定員に達し次第、締切とさせていただきます。

お申し込み：http://www.sys-in.com/bp-form/

