
2021/９/29 虎ノ門サポートチャンネル
3ch 観光・その他サポートチャンネル 13時00分～14時00分

成功事例に学ぶ新事業の作り方
［セオリーで読み解く成功法則］

出演者
・独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援部 石坂 尚

【お問合せ】
独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援部
電 話：03-5470-1524 FAX：03-5470-1670
メール：renkei@smrj.go.jp



全国5４の成功事例から
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地域新商品・新サービス開発支援

地域活性化パートナー企画
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新事業に取組む動機

1 既存事業の停滞、ビジネスモデルの崩壊

2 強みを活かした商品開発による新市場進出

3 新市場の機会可能性



新事業の方向性

新たな“連携”へ

強みを活かして自立・脱下請けへ

1

2



新事業の方向性

新たな“連携”へ

強みを活かして自立・脱下請けへ

1

2

本日のフォーカスポイント



株式会社
彩華生活様

中村化成産業
株式会社様

株式会社
白形傳四郎
商店様

瀬尾製作所
株式会社様 株式会社

トネ製作所様



本論に入る前に・・一般論でいう商品企画

顧客のニーズを反映させた商品を企画せよ！

そうは
言われても

顧客ニーズをつかみなさい！
社会の変化をつかみなさい！

一般論



専門書に書かれる新商品開発の７つのSTEP

1

2

3

５

６

７

アイデアの創造

アイデアのスクリーニング

商品コンセプトの確立

新製品/事業モデルの開発

テストマーケティング

市場導入

4 事業性の分析

一般論



ニーズ検証 事業設計 販売/販路 製品/サービス設計 オペレーション 資金調達

①
アイデア
の創造
と
②

スクリー
ニング
③

商品コ
ンセプト

④
事業性
評価

⑤
開
発

⑥
マーケ
ティング

⑦市場
投入

商品/サービスのアイデアを
考える

ペルソナ/アーリーアダプタ
を規定する

MVP*/仮想カタログを作っ
てみる

利益モデルを検討する
市場性（市場規模/アプロー
チ可能性）を検討する

開発要件（技術/期間/コス
ト）を確認する

実現性を確認する

想定アーリーアダプタにイン
タビューしてみる

仮BMCで事業構造を整理
する

市場環境を確認してみる
プロトタイプ/仮想カタログ
ブラッシュアップしてみる

事業戦略を確認する ターゲットを再度確認する
商品/サービスの確定をす
る

商流/物流を検討する

ポジショニングを再度確認
する

カスタマーサポートを設計
する

マーケティング戦略を構築
する

BMCに事業構造を整理す
る

Go or Notの判定

Go or Notの判定

*MVP（Minimum Viable Product）:顧客に価値を提供できる最小限の製品や、それを使ったアプローチ（試作品/仮想カタログ等）のことをいいます。

資金計算をする

必要に応じて資金調達する

まじめにやるともっと複雑



もう少し簡単に考えられないの？

•難しそう・・

•失敗したら・・

そうは
言われても

顧客ニーズをつかみなさい！
社会の変化をつかみなさい！

一般論



もっとシンプルに考えてみる



新事業の方向性

新たな“連携”へ

強みを活かして自立・脱下請けへ

1

2

本日のフォーカスポイント



優れた経営資源
ヒト・モノ・カネ
地域資源

教科書風に書いてみる～SWOT展開図

O:機会～Needs
（外部環境のプラス要因）

T:脅威
（外部環境のマイナス要因）

S：強み～Seeds
（自社のプラス要因）

＜強み×機会＞
最重要エリア

W:弱み
（自社のマイナス要因）

社会の外部環境の変化

一般論



優れた経営資源
ヒト・モノ・カネ
地域資源

教科書風に書いてみる～SWOT展開図

O:機会～Needs
（外部環境のプラス要因）

T:脅威
（外部環境のマイナス要因）

S：強み～Seeds
（自社のプラス要因）

＜強み×機会＞
最重要エリア

W:弱み
（自社のマイナス要因）

社会の外部環境の変化
+

お客様の“不”を見つける
or

満足を不満に変える

本日のフォーカス領域

これは難しい！

一般論



専門書に書かれる新商品開発の７つのSTEP

1

2

3

５

６

７

アイデアの創造

アイデアのスクリーニング

商品コンセプトの確立

新製品/事業モデルの開発

テストマーケティング

市場導入

4 事業性の分析



第1ステップは

ターゲットのタスクの定義。

お客様は誰なの？何が欲しいの？を

定義する。

「当社の技術でこれが作れる」は

たいがい失敗する。

一般論



タスクって・・・

• 「ドリルを買う客」は、「ドリル
が欲しいのではなくて穴が欲
しいんだよ・・」

•成し遂げたいことは穴をあけ
ることであって、ドリルを買う
ことではない。成し遂げたいこ
とに答えを出すこと、伝えるこ
とが大事です。



よく聞く話・・・

• 「ドリルを買う客」は、「ドリル
が欲しいのではなくて穴が欲
しいんだよ・・」

•成し遂げたいことは穴をあけ
ることであって、ドリルを買う
ことではない。成し遂げたいこ
とに答えを出すこと、伝えるこ
とが大事です。

欲しいものを聞くのではなく、
顧客の成し遂げたいことを

把握すること。
→カスタマーインサイト

言葉になっているもの
もあれば
言葉になっていないもの
もある



第2ステップは

タスクを可視化したら

評価は顧客に聞く。

では誰に聞く？

一般論



ニーズを可視化する

アーリーアダプタ層の声を集める なぜ？

アーリーアダプタ層の特徴

1. 流行に敏感である

2. 常にアンテナを張っている

3. 周囲への影響力が強い

4. 独自性（人とは違う）を求める

5. ビジョナリー（先見の明を持つ人）

商品やサービスを提供する側はこの
ような特徴を踏まえて、アーリーアダ
プタに受け入れられるような戦略を
練る必要がある。



さて、どうやって声を集める？

SNSを使った声の収集の事例
• 株式会社彩華生活様
• 中村化成産業株式会社様
オープンイノベーションの事例
• 株式会社 白形傳四郎商店様

具体論



株式会社
彩華生活様

株式会社
白形傳四郎
商店様

瀬尾製作所
株式会社様 株式会社

トネ製作所様
中村化成産業
株式会社様



株式会社彩華生活様～40000着を販売

資料提供：
株式会社彩華生活様



ママ1000人の声を集める～モニター組織化

リアルイベントと
SNS,HPで集める



中村化成産業株式会社様

SNSのフォロワーの声を聞き最終の仕
様を決める

お菓子としてのマシュマロではなく
パンに塗る、コーヒーに入れるスプ
レッド/調味料としてのマシュマロ。

画像引用：
https://www.instagram.com/mcluney_nakamurakasei/



商品化に向けた声の集め方

•相手が必要とすることを聞いてみる

• アイデアを周囲の人に聞いてみる
→できれば10人くらいが理想。少なくても数人。

→“共感”してくれないアイデアはブラッシュアップする。

• どんな層に“刺さるアイデア”なのかをつかむ
→共感してくれた人がターゲット。当初と違ったら“ピボット（転換）”する。

•相手の役に立つことを想像する

明確な言葉としては
出てこない。

言葉は抽象化します。

仮説を立ててみます。

とにかく
聞いてみます。



株式会社白形傳四郎商店

豊富な有効成分で今注目を集める茶
ノ実油を活用して新しい商品開発に
取り組む企業様・個人様をお待ちして
います。

http://www.chanomi.jp/

オープンイノベーション
ホームページで共同開発のパートナーを
募集

画像引用：
http://www.chanomi.jp/



もう少し見ていきましょう

具体論





あったらいいなぁ」ママ1000名が本当に欲しいレインコートとは？
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51%

20%

9%

7%

13%

第1位
とにかく絶対
濡れたくない！

第2位
おしゃれで可愛い
のが欲しい！

第3位
すぐに乾いて
欲しい！

第4位
持ち歩きが
不便…

■アンケート結果1位『濡れたくない』

半数以上の意見があった「濡れたくない」という意見。レインコートは濡れ

ないのが当たり前と思われていますが自転車に載る時には濡れてしまう事

が多くとても不便でした。

■アンケート結果2位『おしゃれで可愛い』

1位の濡れないことを重視して選ぶとレインコートはサンバイザーのような

つばにパンツスタイルというおしゃれとは程遠い姿になってしまいます。

■1位と2位での結果で分かるママの後回し

“濡れる・おしゃれじゃない“この結果から今までのレインコートでママたち

は自分よりお子様を優先していて、雨の中必死で自転車送迎していること

がわかります。

■もっと便利でおしゃれなレインコートを求めている！

きっと今のレインコートのままでも少しのストレスがあるだけで生活には支

障がないのかもしれません。でももっとなんでもない毎日に彩りを添えて

あげたい。HelloAngelはその少しの「あったらいいなぁ」をカタチにしま

した。

抽象化

資料提供：
株式会社彩華生活様



カスタマーインサイト

■1位と2位での結果で分かるママの後回し

“濡れる・おしゃれじゃない“この結果から今までのレインコートでママたちは自分よりお子様を優先していて、雨の中必死で自転車送迎

していることがわかります。

■もっと便利でおしゃれなレインコートを求めている！

きっと今のレインコートのままでも少しのストレスがあるだけで生活には支障がないのかもしれません。でももっとなんでもない毎日に

彩りを添えてあげたい。HelloAngelはその少しの「あったらいいなぁ」をカタチにしました。

雨の中必死で自転車で送り迎えをしている。
子供は濡れないけどママはびしょびしょ・・・。

カスタマーインサイト
こどもが第一だから仕方ないけど、どうにかならないの？
子供送ったあと、自分も仕事だし・・・。

抽象化 具体化
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■風で飛ばされないフード作り

通常レインコートに付属しているフードは風で飛ばされてしまい手で押さ

えながらの片手運転は非常に危険でした。フード部分に3箇所のドロー

コードを設置し、これにより顔周りをピッタリ固定するフードとなり風で飛

ばされずらくなりました。この構造はとても難しく、製品化までに一番時間

がかかる部分となりました。

■足が濡れない！でもズボンは嫌！を解決

足が濡れてしまうのを防ぐためにレッグカバーを付属しました。これにより

足部分を雨から守ります。

玄関で着用し目的地に到着した際に面ファスバーを剥がすだけであっとい

う間に着脱できます。

「雨具でもズボンタイプを人前で脱ぐのは恥ずかしい」という女性らしい意

見からこの発想が生まれました。

全身濡れずに時間短縮にもなり大変ご好評頂いています。

ママのあったらいいなぁを完全再現！“ハローエンジェルレインコート”

とにかく絶対濡れたくない！１位



ママのあったらいいなぁを完全再現！“ハローエンジェルレインコート”
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■TPOを選ばないママの使える！が詰まったデザイン

可愛いデザインのレインコートが欲しい！その中身はというと「会社や公園、

買い物にも着ていけるレインコート」をママは欲しがってました。

会社へは少しカチッとした印象の服を着て、公園や買い物にはラフな印象

の服を着て出かけるイメージですが、その両方を叶えるために“ハローエン

ジェルレインコート”は自分でその都度スタイルに合わせて変更できるよう

にデザインいたしました。

ウエストと裾に調整ゴムを入れ、ご自身で調整することにより全く違ったイ

メージを出すことが可能になり、TPOに合わせたスタイルを楽しめます。

今日はオフィス用にウエストラインを絞って少し大人びた印象に、明日公園

には絞りをすべて外してカジュアルな印象に・・・。

その日の自分に合わせたスタイルがこの1枚で可能にします。

ウエストラインと裾に調整ゴ
ムを入れることにより様々
なスタイルに変更可能。
調整をするだけなのでTPO
に合わせて簡単にスタイル
チェンジを楽しめる。

おしゃれで可愛いレインコートが欲しい！2位



34

■マイクロファイバーのこだわり生地でよく乾く

レインコート

今までのレインコート生地は分厚いものが多く雨が続く毎日で部屋干しを

していても乾きにくいものがほとんどでした。

“ハローエンジェルレインコート”は乾きやすさを追求するためマイクロファ

イバー生地を採用。髪の毛より細い糸で作られた生地は乾きやすさを実現

しました。

乾きやすい分染み込みやすいマイクロファイバー生地のため雨で内部に浸

透しないよう表地は撥水加工、裏地には防水加工を施しました。

よく染み込みやすい脇周りにはシームテープで更に雨を防ぎます。

また防水ファスナーを使用することで雨の浸透を防ぎ、ポケットにも採用

することでスマートフォンなど大事なものを入れていても濡れません。

ママのあったらいいなぁを完全再現！“ハローエンジェルレインコート”

すぐに乾いて欲しい！3位



商品/サービスのアイデアを考える（Value Proposition Canvas）

想定顧客/ペルソナユーザー体験

ペイン

ゲイン

ママの不満/顧客の解決したいこと
子供は濡れないのにママはびっしょり

ペイン
リリーバ

ゲイン
クリエータ

顧客価値 ママは後回しなんだよね・・・

顔が濡れるから化粧も台無し
脚も濡れないようにしてほしいけどズボンはイヤ
雨のシーズンは乾かないんだよね

カラーは選びたい

インサイト

あったらいいなあ・・

勘弁してよ・・

心の声・・

濡れない
オシャレな

子育てママがウレシイ
自転車用
レインコート

５色のバリエーション
持ち運びポーチ付き！

風に飛ばされないフード
レッグカバー
マイクロファイバー+防水

幼稚園、保育園児を抱えて
自転車で送り迎えするママ

インサイト

ターゲット

不

実在する人で
具体的に考える

解決する課題
＝顧客価値



商品コンセプトができたら・・・・
顧客価値を言葉にする



シンプルにするための2つのツール

1 FABEで考える

2 仮想カタログを作ってみる

一般論



FABEで考える

Feature 特長のこと。「ひと言でいうと何？」

Advantage 優位性。「客観的に優れていることは？」

Benefit 顧客価値。お客様にとってウレシイこと

Evidence 科学的データ、お客様の声や導入事例

Feature＝特徴だけ言ってBenefit＝顧客価値になっていない。
例：世界最小・最軽量→小さければいいの？その小ささは何がいいの？

陥りやすいミス

※Benefitが抜けがち



さきほどの例で見ていきましょう

Feature 1000人のママのあったらいいなをカタチに

したレインコート

Advantage 実際にママ1000人にアンケート結果を反映

Benefit 濡れない！可愛い！

Evidence 科学的データ、お客様の声や導入事例

商品コンセプト
濡れない・オシャレな子育てママのための自転車用レインコート

ざっくり

具体論



インサイトからセールスポイントを考えてみる

セールスポイント1 セールスポイント2 セールスポイント3

Feature
差別的ポイント

フード部分に3箇所のド
ローコードを設置したフード

レッグカバー方式採用 マイクロファイバー+防水加
工

Advantage 顔周りをピッタリ固定する
フード

ズボンではなくレッグカ
バーで足部分をカバー

乾きやすい分染み込みやす
いマイクロファイバー生地の
ため雨で内部に浸透しない
よう表地は撥水加工、裏地
には防水加工を実施。

Benefit
解決するもの

• 風に飛ばされず、顔が濡
れにくい

• 化粧が落ちにくい

• 玄関で着用し目的地に到
着した際に面ファスバー
を剥がすだけであっとい
う間に着脱できる。

• 脱ぐときに恥ずかしくな
い。

• 雨が多い梅雨のシーズン
でもすぐに乾く。

• また、防水ファスナーを使
用することで雨の浸透を
防ぎ、ポケットにも採用す
ることでスマートフォンな
ど大事なものを入れてい
ても濡れない。

Evidenceは紙面の関係上割愛

具体論



大事なこと
顧客価値は顧客に“刺さっているか”？





Sotto～都会のマンション向け仏具

43

瀬尾製作所株式会社様

O:機会～Needs
• マンション等の狭小住宅の増加
• ペットの増加～ペットロス

S：強み～Seeds
400年におよぶ高岡銅器の
加工・製造技術

Sottoは「くらしによりそう祈りのかた
ち」をテーマに、現代の生活環境の中で
故人によりそった家庭内での供養のか
たちを作る仏具。

『Sotto（ソット）』シリーズは、 変わ
り続ける現代の住宅環境の中で、
日々の暮らしにそっと溶け込み、 故
人と身近に寄り添う“場”をつくる仏
具です。

“不”への
対応

画像引用：https://www.sottoweb.jp/



おもいのフライパン～世界一美味しく肉が焼ける
石川鋳造株式会社様

O:機会
• 焼き肉店で食べるの味が家庭では
再現できない・・

S：強み
鉄の鋳造技術

肉を焼く部分を分厚くすることで世界
で一番お肉がおいしく焼けるフライパ
ン。安心・安全を考えテフロン加工をせ
ず無塗装で商品化。

鋳物の熱伝導の良さ。
これは調理器具に
最大限に活かせると感じました。
料理は体に入るもの。
安全・安心の無塗装。
価格：11,000（税込）～

“不”への
対応

画像引用：https://omo-pan.net/



ときここち～卵かけご飯専用カトラリー
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株式会社トネ製作所様

O:機会
• たまごかけごはんブーム

S：強み
新幹線やホームの自動ドア
等の精密部品を作る金属加
工技術

「生卵を溶き、混ぜる」ことにしか使え
ない、究極にニッチなキッチンツール

「ときここち」で溶いた生卵は、ご飯一粒一粒の間をくぐり抜けるように、
ご飯一粒一粒に絡んで、「卵と米」ではなく「卵かけご飯」という一品とし
て、仕上がります。
今まで皆さんが知っている「卵かけご飯」とは別次元の食感、別次元の
滑らかさです。
この一点に命をかけた道具なのです。
価格：4290円（税込）

“不”の創出

画像引用：https://toki-cocochi.com/



シンプルにするための2つのツール

1 FABEで考える

2 仮想カタログを作ってみる

一般論



仮想カタログとは
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仮説、商品企画書
自分たちの視点で書いた事業の企画

仮想カタログ
カタログなので顧客観点から書き、
それが魅力的なのか、顧客価値が
何なのかが一目で分かるもの

社内の異なる
部署とのプレゼンに

社外の関係者や
ターゲット顧客の意見
を聞く



8000万画素
35ｍｍフルサイズCMOSセンサー搭載
ミラーレス一眼カメラ

XXXX-0000mkⅢ

おもな特徴(セールストーク)
• XXXXXXだからXXXXXXで
きます

• XXXXXXだからXXXXXXで
きます

• XXXXXXだからXXXXXXで
きます

商品概要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

主な仕様
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

• XXXXXXXXXXXX

伝えたい技術
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

• XXXXXXXXXXXX

商品コンセプト
• XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

• XXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

• XXXXXXXXXXXX

豊富なアクセサリー商品群
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

• XXXXXXXXXXXX

セールストークを実現する
技術的な強み
① 新開発のXXX採用
解決するユーザーPain
優位性XXXXX
実現するユーザーBenefit
② 新開発のXXX採用
解決するユーザーPain
優位性XXXXX
実現するユーザーBenefit
③ 新開発のXXX採用
解決するユーザーPain
優位性XXXXX
実現するユーザーBenefit
④ 新開発のXXX採用
解決するユーザーPain
優位性XXXXX
実現するユーザーBenefit
⑤ 新開発のXXX採用
解決するユーザーPain
優位性XXXXX
実現するユーザーBenefit

導入時期
XXXX年XX月XX日

想定市場価格
XXXXX円

モデルライフ
～XXXX年XX月

販売企画台数
XXXXX円

特許による優位性
① XXXXX技術（特許出願中）
② XXXXXX技術（公開特許番号XXXXX）
③ XXXXXX技術（公開特許番号XXXXX）
④ XXXXXX技術（公開特許番号XXXXX）

担当者
① 設計PL XXXXX
② メカ担当 XXXXX
③ SW担当 XXXXX
④ 回路設計 XXXXX

製造事業所
△△△㈱△△工場

企画意図
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

おもなスケジュール

ユーザー向けカタログに記載する内容イメージ

市場背景
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

他社比較
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

セールストークを実現する技術的な強み
① 新開発のXXX採用
解決するユーザーPain
優位性XXXXX
実現するユーザーBenefit

Feature

Advantage

Benefit

社内で使う部分

ユーザー向けに
記載する部分



まとめ～考える仕組み+仕掛け

1 FABEで考える

2 仮想カタログを作ってみる

モノ作りの
仕組み

+

Product Price Place Promotion



成功事例集
新連携、農商工連携、
地域資源活用等の
成功支援事例集



E.O.F



Appendix



本日は時間の関係で割愛しましたが、
ビジネスモデルキャンバスに落とし込めることがベストです。



“ビジネスモデルキャンバス”ってなんだ？

事業を9つの観点から俯瞰する



“ビジネスモデルキャンバス”ってなんだ？

事業を9つの観点から俯瞰する

顧客企業

資金



“ビジネスモデルキャンバス”ってなんだ？

事業を9つの観点から俯瞰する

誰の

どんな
ニーズを

どんな
顧客価値

顧客接点
は？

生涯
価値？

誰と
一緒に

強みは？

しかけ
は？

おカネはどう
やって入る？

いくら
かかる？

スライド36



“ビジネスモデルキャンバス”ってなんだ？

事業を9つの観点から俯瞰する

誰の

どんな
ニーズを

どんな
顧客価値

利益

顧客価値を顧客に提供する

顧客価値は価値に
いくら払ってくれる？



機能的価値

その商品やサービスの機能面や品質面において、顧客に提供でき
る価値のことです。分かりやすく言えば、競合他社の商品やサービ
スと比較した際に、「その商品が優れているところはどこなのか」と
いうことです。

•顧客ニーズを“最大限”無難に取り込むと、他社と同じような製品
ができてしまう。➡価格競争になってしまう。



情緒的価値

その商品やサービスを見たり、利用したりした際に、顧客が体感で
きる精神的な側面での価値のことです。

最近では“User Experience”(=UX)と言われます。

その商品やサービスを利用することで、顧客が「どのような良い体
験ができるのか」。

➡


