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「販路開拓コーディネート事業」
複数の支援制度を有効に組み合わせて活用し、効果的に成果を創出した事例 ～Z社 ～
企業概要
ビジネスのステップ案
①事前現地調査
塵の分析、 汚れ具合、
塗装の状況、
段数、メーカー
②対応策の提案
・掃く（ドライ清掃）
・拭く（手摺）・洗う
・吸い取る（シャンピング）
③お見積り・（有償テスト）
④本施工

【事業内容】ビルの管理・メンテナンス
【設 立】 1993年
【所在地】 広島県
【資本金】 10百万円 【従業員数】 25名
【支援対象】 エスカレーター踏み段清掃
工法特許を活用して清掃を１回行うごとに、
特許使用料を受け取るビジネスモデル。

 支援の経緯
中小機構中国支部新連携チームの推薦：
平成23年2月、異分野連携新事業開拓計画
の認定

 販路開拓面での課題
我が国には約8万台のエスカレーターが設置
されている。そのうちの半数が首都圏にあり、
三菱40％日立40％のシェアである。 そういう
中で当社は、空港やショッピングセンターなど
各現場から受注しているが、受動的かつ散発
的にとどまっていた。ターゲットを絞り込んで
攻める営業が未体験だったからである。そこ
で営業の仕組みを社内に根付かせるために
仮説に沿ったテスト・マーケティングを体験い
ただいた。

販路開拓コーディネート事業での支援内容
当事業の第１段階 は、マーケティング企画の
ブラッシュアップである。今回は、目に見えない
清掃サービスであり、また、相手のメリットを整
理できていなかったので、ターゲットの切り口を
衛生管理として「きれい、はやい、あんしん」の
コンセプトに対し、市場の声を訊くべくテスト・
マーケッティングを開始しました。

【具体的な成果】
①契約のネゴ ：エスカレータ製造サービス業 M社
②デモの内諾 ：エスカレータ製造サービス業 T社
大手消毒業 I社当面、同行営業の内諾
③見積書提出： 大手清掃業 A社
当面は案件ベースで対応予定

【今後の取り組み】
今後、施工現場が多くなると現場管理や品質維持
が難しくなってくる。例示した行動計画表や月次進
捗管理表を参考にして、仮説と検証を実践してほしい。
①

当事業の第２段階 は、支援企業が販路COととも
に市場の声を訊く仮説の検証である。活動開始後、
想定はしていたものの、流通のテナントおよびビル
管理業者間の堂々めぐりに陥った。費用対効果の
厳しさとステップの汚れはどこが負担すべきかの
問題があったからである。その後 I 流通グループ
の清掃を一手に請け負うD社との面談を契機に、
先ず価格帯を再考し、次 に「エスカレータ製造業
の保守契約 に入り込むために何をすべきか」に方
向性を切 り替えたところ、当該業界でもエスカレー
タ清掃をビジネスに取り入れる時期を模索してい
た。当初4名、追加 1名のCOによるアプローチ2１
回（うち同行支援 14回）の活動の結果、想定したそ
れぞれの分野から有意義な情報を入手できた。ま
た主にエスカレータ製造業の保守契約に営業でき
るビジネスの方向性を見いだせた。
当事業の第３段階 は、仮説の評価と今後の方向
性についての提言である。今後も中国支部で継続
的に支援を行うために中国支部新連携チームに参
加いただくべく中国支部で開催。席上、支援企業
の感触も交えて活動プロセスを振り返りながら、今
後の行動計画案・月次進捗管理案など提言した。

 成果と
Z社からのアンケート

今後の方向

「販路開拓コーディネート事業」
複数の支援制度を有効に組み合わせて活用し、効果的に成果を創出した事例 ～W社 ～

企業概要
【事業内容等】
【設 立】 １９７１年１月 【所在地】 東京都
【資本金】 ５０百万円
【従業員数】 ６６名
【商品概要】 流体の沈殿物を２段階で回収するサイクロン掃除機
めっき槽などに溜まる沈殿物を、液を抜かず安全に回収できます。
化学薬品に強く、小型で移動が可能、フィルターなどの消耗品は
不要といった特徴があります。自吸式ポンプは自社製です。

 支援の経緯
中小機構関東支部で当社の専門家継続派遣
事業を担当していたプロジェクトマネージャー
からの推薦案件でした。

 販路開拓面での課題
当社が鍍金業界20社でデモをして得た情報
に基づき、機器をつくりあげていました。とは
いえ、マーケティングをよく理解できていない
ので、「今回のテストマーケティングを通じて、
営業の仕組みを構築したい」との要望でした。

 テストマーケティングにあたって
製品の改良点を探るため、①メッキ液の種類
による沈殿物や回収頻度の違い、②沈殿物
が良く出る加工品の種類やスラリーの特性、
③当製品が適する企業規模や設備の状況等
の情報を収集することで合意し、以下の分野
にネットワークを有するＣＯ 2名を選定し、支
援を行いました。

■想定した市場
①メッキ加工業、②機械加工業、③塗装
業、④リサイクル業

 販路開拓コーディネート事業での支援内容

２名のコーディネーターと合計27回
（うち同行回数17回）の支援を実施！！
☆想定した市場での仮説の検証
評価・可能性として・・
①スズメッキ処理の沈殿物処理に適してい
ることがわかりました。
②クロムメッキ処理では、洗浄頻度が低く投
資対効果が低いことがわかりました。
③移動式から常設型にすることで、ろ過機の
代用となることが判明しました。

課題・要望として・・
①大規模施設には常設型ろ過機として設置、
スペースのない事業所にはハンディタイプ
の開発要望がありました。
②スラリー処理頻度が少ない業者には、レン
タルでの対応要望がありました。

 成果と

今後の方向

【具体的な成果】
①見積書提出・・・メッキ加工業大手から有用性を認められ見積書を提出しました。
②デモンストレーションの実施・・・4社でデモを実施し、本機の特徴であるスラリーの分離・回収性能を
評価していただくことができました。
このほか、全アプローチ先企業にデモを実施することで、製品のニーズや評価、改善点の指摘をいただけ
ました。また、このようにエンドユーザーとも接点をもつ機会を創出することにより、新たなビジネスのニー
ズに遭遇されました。当事業の活動により、本業の引き合いを、2件いただいたとのことでした。

【今後の取り組み】
①組織・人事面：専門家継続派遣事業での支援
②技術面：経営実務支援事業を通じてケミカルポンプの技術力強化の支援
総じて、営業面では、今後もメッキ業界への市場を深耕されるご意向とのことです。
②

６回連載

顧客価値を高める『使用シーン表』活用術

第五回

懸念事項の整理と対応策の検討

懸念事項の整理
第五回のテーマは「懸念事項の整理と対応策の検討」です。
前回は、顧客視点から見たメリットや魅力の想定について説明しました。顧客
価値の仮説ができたとしても、これだけで安心はできません。アプローチした想
定販売先が価値を感じ始めても、 まだ懸念事項は残っている からです。

販路を開拓していく中での懸念事項とは、アプローチ先が貴社の製品やサービ
スの品質、価格、供給やメンテナンス体制等に感じる不安、疑問などです。懸念
事項はプレゼンテーションの場で、質問としてはね返ってきます。質問が来る前
に、最終ユーザーと扱ってくれる企業がどのようなところに懸念をもつかについ
て想定し、客観的に整理しておくことが次の展開にとって大事です。例えば、品
質面では、機能・性能など、アプローチ先の利用場面に合っているか、ブランド
への信頼、環境保全の社会的評価は得られるか、といった観点があります。

懸念事項への対応策
懸念事項がまったくないという企業はほとんどありません。懸念事項はあっ
て当たり前です。どのように不足を補完し、準備していくかを考えることが重
要です。懸念事項については、すぐに実現できなくても対応策を考えておくよ
うにします。対応策の例には、次のようなものがあります。
☆品質面：性能について公的試験機関でなるべく費用をかけずに証明書を取る
ようにする。安心して扱ってもらえる品質管理体制を明確にしてお
く。
☆価格面：割安感が出せる使用場面や用途が他にないかを探し、提示できるよ
うにしておく。
☆営業・販促面：営業要員不足を補うため、ホームページを充実させる。分か
りやい説明をするためにサンプル、動画やマニュアルを用意す
る。
☆供給体制：納期を短縮するために大手の物流サービスを活用する。メンテナ
ンスを委託できる協力会社を探しておく。
懸念事項への回答を事前に用意できれば、プレゼンテーションにゆとりが出
ます。また、その場で対応できれば、相手からの信頼感が増します。

③

次に、使用シーン表では、「どのように懸念事項を整理するか」について述べ
ます。

使用シーン表の使い方
想定した利用シーン・活用場面
【想定される用途（使用場面）の現状】

想定されるメリット
技術面・品質面・価格面 等
【使ってくれるヒトにとってのメリット・魅力】

懸念される事項
競合面・販売体制・供給面等
【最終ユーザーにとっての懸念事項】

貴社の提供する製品・サービスを利用する
ユーザーにとっての懸念事項を整理します。
【想定される用途（使用場面）の問題点】 【買ってくれるヒトにとってのメリット・魅力】

想定販売先企業
1
2
3

【扱ってくれる企業にとっての懸念事項】
4

貴社の製品・サービスを扱ってくれる代理店
にとっての懸念事項を整理します。
【想定される用途（使用場面）での理想像】 【売ってくれる企業側にとってのメリット・魅力】

5

【自社の懸念事項】

自社の不足するヒト、カネといった経営資源に
ついての懸念事項を整理します。

木製部分は消毒
できている？

懸念事項の例
看護師さんの考えた木製の点滴棒『feel』の懸念事項
１．患者（最終ユーザー）の懸念事項

☆木製支柱部分の抗菌対応や消毒はしっかりできるのか。

２．病院（扱ってくれる企業）にとっての懸念事項

☆安定性について、万一倒れて患者が怪我をしないか。
☆従来品より高いので病院側で予算を取ってもらえるか。

ハンドルの耐荷重は？

３．自社の懸念事項

☆ハンドルの荷重試験が、まだ、できていない。
☆コストを下げるためには部材を大きなロットで購入し
なければならない。現状、需要予測がついていない。

安定性は大丈夫？

懸念事項の整理と対応策を検討するときのポイント
①「備えあれば憂いなし」の姿勢で臨みましょう
すべての懸念事項を想定しつくして、すべてに対応できるように準備
しておくことは不可能です。しかし、できる限り考えて準備をするよ
うにしましょう。
②実現可能な対応策を用意しておきましょう
様々な制約がある中で、懸念事項への対応に完璧を目指す必要はあり
ません。ただ、見通しを示せるようにすることでアプローチ先に安心
を与えることができます。
③原点に立ちかえって素直に意見を吸収しましょう
アプローチ先のヒヤリングで出てくる懸念事項は宝の山です。自社が
市場で有利に闘うための糧となるものです。貴重な意見として受けと
めるようにしてください。
次回の最終回は、

「ターゲットの絞り込み方法」について説明します。

④

６回連載

顧客価値を高める『使用シーン表』活用術
第六回（最終回）

ターゲットの絞り込み方法

ターゲットを絞り込むメリット
今回のテーマは「ターゲットの絞り込み方法」です。
ご相談を受ける中小企業の方からは、
☆この製品は「だれにでも使ってもらえます」
☆「幅広い用途に対応できます」というような声を良く聞きます。
ターゲットの数が多く、用途の幅が広い方がビジネスチャンスにつながるという
考え方です。しかし、本当にそうでしょうか？ ヒト、モノ、カネ、時間といっ
た経営資源が潤沢にない場合は、貴社が提供する製品・サービスの顧客価値を最
大限発揮できる特定の市場に狙いを絞った方が、結果としてより大きな市場を獲
得する可能性が高まります。いわゆる「需要は少なくても特定の市場で圧倒的な
シェアを獲得するニッチトップ」になれば、競争が少ないので利益率アップと知
名度向上につながります。それ以外に次のようなメリットがあります。

①優先順位を決めることで、効率的な営業活動につながる。
②特定ニーズに応えることで顧客満足度を高め、リピートを得やすくなる。
③特定市場で高いシェアを獲得できれば、企業収益の底上げになる。
④少ない予算のなかで経費を効果的に配分できる。
絞り込みの基本的な方法
ターゲット（＝想定販売先）を絞り込む基本的な方法は、
顧客ニーズに焦点を当て、貴社が提供する顧客価値を認めてくれるだろうと
いう使用場面を想定すること です。使用シーン表の作成をとおして、貴社の
製品・サービスの特徴がターゲットのニーズにグサッと刺さるところを探しま
しょう。想定販売先を絞り込むときの判断材料には、次のような観点があります。
参考にしてください。

①企業面：アプローチしやすい産業分野、業種、企業規模、 企業立地
であること
②技術面：想定販売先の要望に対応でき、補完関係をもち続けることが
できること
③コスト面：想定販売先の顧客が主たる競争要因を価格と捉えていないこと
④製品供給面：特定の用途、注文の規模・時期、緊急性に対応できること
⑤組織面：想定販売先の社風を理解し、納得できること
次に、使用シーン表ではどのように想定販売先企業を整理するかについて述べます
⑤

使用シーン表の使い方

想定した利用シーン・活用場面
【想定される用途（使用場面）の現状】

想定されるメリット
技術面・品質面・価格面 等
【使ってくれるヒトにとってのメリット・魅力】

懸念される事項
競合面・販売体制・供給面等
【最終ユーザーにとっての懸念事項】

①販路開拓を目指す想定販売先をできるだけ企業名まで落
とし込むようにします。
【想定される用途（使用場面）の問題点】 【買ってくれるヒトにとってのメリット・魅力】

想定販売先企業
1
2
3

【扱ってくれる企業にとっての懸念事項】
4

②アプローチしたい優先順位にそって記入します。
【想定される用途（使用場面）での理想像】 【売ってくれる企業側にとってのメリット・魅力】

5

【自社の懸念事項】

③想定販売先は、左側の期待する利用シーン・活用場面に
対応したところです。

ターゲット絞り込みの例
看護師さんの考えた木製の点滴棒『feel』の想定販売先
１．点滴棒を必要とするすべての病院
↓
２．病院のなかでも小児科のある総合病院
↓
３．長期療養している小児癌患者病棟
↓
全国小児医療センター
小児高度医療を担うこども病院
小児科クリニック
４．その他のターゲット
長期療養生活の質（QOL＝Ｑuality of Ｌife）を重視
する産婦人科クリニック、美容クリニック

ターゲット絞り込みの方法のポイント
①勇気をもって大胆に絞り込みをしましょう
「絞り込み」とは、アプローチの優先順位をつけることと理解してく
ださい。複数ある想定アプローチ先の中で、絞り込んだ以外のところ
を切り捨ててしまうということではありません。上位のところから順
次仮説を検証するようにします。
②想定販売先の絞り込み段階を使い分けましょう
想定販売先を絞り込むタイミングは2つあります。
・想定販売先のはっきりしたニーズをつかめていない場合
→これまで説明してきた流れを踏襲して、最後の段階で想定する。
・想定販売先のニーズがある程度はっきりしている場合
→企業をニーズをもとに、製品・サービスの開発段階で想定する。
⑥

まとめ
今回、説明してきた『使用シーン表』 は、販路開拓コーディネート事業で用いて
いるツールです。当事業の第一段階で支援企業とマーケティング企画をブラッシュ
アップする際に、「この製品またはサービスがお客様にもたらす満足（顧客価値）
とは、何だろう」と製品またはサービスの使用する場面を一緒に考えています。こ
の活用方法について公開したものです。
支援企業からは、「最初は時間がかかり面倒くさかったが、販路開拓コーディ
ネート事業が終わるころには、なぜこれを作成するのかの意味や、その重要性がわ
かった」という声が寄せられています。

想定販売先
の絞り込み

想定販売先
のニーズ抽出

自社の特徴
の洗い出し

循環サイクル
を
繰り返し回す

対応策
の検討

懸念事項
の整理

特徴をニーズに
フィットさせる

顧客価値を
想定する

これによって視界不良だった自社の製品やサービスの販路が、スッキリ見通せるよ
うになるからです。支援機関の皆様方にも、この使用シーン表の作成ノウハウをご
理解いただき、販路開拓やマーケティングに課題をもつ中小企業を支援する際の
お役に立てていただければ幸いです。

編集後記
各地からの桜開花の便りが待たれるすがすがしい季節となりました。平素より販路開拓通信
をご高覧いただき、ありがとうございます。
さて販路開拓通信を編集してまいりました販路開拓プロジェクトマネージャーの南は、平成
24年3月31日をもちまして、販路開拓コーディネート事業を卒業させていただきます。 平成17
年8月に着任以来、「中小企業の皆様が自社製品を世に出すために何をすべきか」に気付い
ていただくという大変有意義でやりがいのある業務に邁進することができました。大変楽しい
時間でもありました。これも五里霧中でスタートした当事業に対し、真摯な活動で応えていた
だいた支援企業の皆様、支援機関の皆様、販路開拓支援チームの皆様等々、関係各位のお
力添えのおかげです。重ねて、関係各位に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
なお当事業へのお問い合わせは、マーケティング支援課 山岸・松田（TEL：03-5470-1638）
が承ります。ひきつづき、当事業へのお力添えをよろしくお願いします。
南 拝
⑦

