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本日の内容

1. 虎ノ門オンラインアドバイスってなに？

2.実施後のアンケートから

3.申し込みから実施までの流れ

4.有効活用していただくために



虎ノ門オンラインアドバイスってなに？①
商品開発や販路開拓などのマーケティン
グ全般に関する実践的なワンポイントア
ドバイスです。

＜対象事業者様＞
商品・サービスの開発や販路開拓に取
り組んでいる食品／雑貨／観光・サー
ビス関連等の中小事業者のみなさま。
＜内容＞
誰に聞いたらいいかわからない質問
や相談ごとに各業界のプロフェッショ
ナルが共に考え、実践的なアドバイス
を提供いたします。



虎ノ門オンラインアドバイスってなに？②
どんな内容？

商品開発

 既存商品のブラッシュアップ（改良）
 開発商品の評価
 ターゲットの設定・変更
 売価・原価の設定

販路開拓

 PRツール（POP、プレスリリース）作成・見直
し

 販売チャネル（国内外）の選定
 営業資料の作成・見直し
 SNSやWEBメディアの活用
 展示会・商談会の活用
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Place

Price

Product

Product

Promotion

Promotion

Place



虎ノ門オンラインアドバイスってなに？③

<実施内容>

1. 1回45分のオンラインアドバイス

2. 1テーマ2回まで相談可能

3. 相談テーマにあった、適切なアドバイザー
を選定

4. 中小機構のコーディネータが同席し、ファ
シリテーションの役割を担う

5. 相談者（事業者）、アドバイザー、中小機構
のコーディネータの3者で実施



虎ノ門オンラインアドバイスってなに？③

<実施内容>

1. 1回45分のオンラインアドバイス

2. 1テーマ2回まで相談可能

3. 相談テーマにあった適切なアドバイザー
を選定

4. 中小機構のコーディネータが同席し、ファ
シリテーションの役割を担う

5. 相談者（事業者）、アドバイザー、中小機構
のコーディネータの3者で実施

テーマはある程度絞ると
45分が有効に使えます

※コーディネータと相談して決めることができます



虎ノ門オンラインアドバイスってなに？③

<実施内容>

1. 1回45分のオンラインアドバイス

2. 1テーマ2回まで相談可能

3. 相談テーマにあった適切なアドバイザー
を選定

4. 中小機構のコーディネータが同席し、ファ
シリテーションの役割を担う

5. 相談者（事業者）、アドバイザー、中小機構
のコーディネータの3者で実施

現役のバイヤー等が適切な
アドバイスを行います

※コーディネータと相談して決めることができます



アドバイザーの顔ぶれ
食品

株式会社五味商店 寺谷 健治 氏

株式会社シーズコア 坂井 喜美子 氏

一般社団法人 全国スーパーマーケット協会 籾山 朋輝 氏

株式会社 ユニコ・ジャパン・インターナショナル 筒井 崇 氏

雑貨

柔軟思考研究所 泉 徳之 氏

株式会社日本百貨店 植村 妙子 氏

合同会社monova 杉原 広宣 氏

株式会社Casokdo 五十嵐 洋 氏

建材・観光・EC・メディア

[建材]株式会社４０３ 用丸 正義 氏

[観光]株式会社日本旅行 岩本 克己 氏

[D2C,EC/SNS]株式会社フラクタ 村中 花梨 氏

[メディア]株式会社ワールドフォトプレス 坪井 一雄 氏



虎ノ門オンラインアドバイスってなに？③

<実施内容>

1. 1回45分のオンラインアドバイス

2. 1テーマ2回まで相談可能

3. 相談テーマにあった適切なアドバイザー
を選定

4. 中小機構のコーディネータが同席し、ファ
シリテーションの役割を担う

5. 相談者（事業者）、アドバイザー、中小機構
のコーディネータの3者で実施

初めての方でもスムーズにいくように
コーディネートします

アドバイザー 相談者 コーディネータ
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相談テーマ（事業者様内訳）

事業者様内訳

食品 雑貨 観光

食品 26％

雑貨 72％

観光 2％

2022年度実施実績から



相談テーマ（ご相談内容の内訳）

ご相談内容の内訳

販路開拓 販売戦略 商品企画・開発 商品評価

販路開拓 34％

商品企画・開発 24％

商品評価 8％

販売戦略 34％

2022年度実施実績から



相談テーマ（食品事業者様具体例）

ご相談内容 分類

2020料理王国100選に入賞しましたが、いまひとつ拡販でき
ていない、拡販の方法が分らない。

販売一般

黒毛和牛生産農場が製造販売する加工品全般について、その加
工品にあった販売先と販売チャネルにあった商品開拓などにつ
いて相談したい。

販路開拓一般

当店オリジナルレシピで作る１０種類の辣油についての販路を拡
大していきたいと考えています。

販路開拓一般

今後、会社として正式に広報としての部門を確立していきたい。
しかしノウハウがまったくない状態で悩んでおります。

社内外広報

展示会出品商品を主とした外部販売用の商品を急ピッチで開発
いたしております。パッケージ・イラスト・掛け率を含めた価格設
定等のアドバイスをいただければ幸いです。

パッケージ
価格設定



相談テーマ（雑貨等事業者様：具体例）

ご相談内容 分類

製品販売の新たな可能性として、食材と（自社調理器具との）セッ
トのサブスクを検討したい。その具体的な取り組み方法・サブスク
活用のメリット・デメリットを知りたい。

サブスク

企画・開発したばかりの商品なので、これから販路を開拓してい
く上で重要なポイントやどのような販売戦略が適当かご相談した
いです。

販路開拓一般

当社がこれまで想定していなかった販路や業界等についてアド
バイスしてもらいたい。また、手作り体験キットの販路開拓の方法
やアプローチ先についてアドバイスをもらいたい。

販路開拓一般

ECサイト開設にあたり、進め方がよくわからない。 BtoC

どんな販路が適しているのか相談したい。 市場拡大



相談テーマ（DtoC：具体例）

ご相談内容

新たに自社ECでDtoC向けの新商品開発を考えています。商品ブラディング
構築の手順を教えてほしい。

当社商品のリピート客を増やすためのコミュニケーションはどのような方法が
適しているのか？

当社SNSの投稿内容について評価や改善点についてアドバイスが頂きたい。

狭義には、メーカーが中間流通を介さず自社のEC
サイトなどを通じ、商品を直接消費者に販売するビ
ジネスのこと。
広義には、」オンラインなどを通じて商品や創業の
想いに関する世界観などを消費者に直接訴えるこ
とで自社のファン作りを行う一方、流通マージンな
どを抑制しコスト競争力も高める・・・



利用者様アンケート（具体的な声）

利用者様お客様の声

オンラインでざっくばらんに相談できる環境がよかった。

商品に対する今後の方向性についてアドバイスがいただけ、すぐに取り組めそうで
す。

信頼できる有識者から意見をいただけ、貴重だと感じられたし、勉強になった。

社内だけだと独りよがりになってしまいがちなところを、的確で冷静なアドバイスを
いただけてありがたかった。

抽象的でなく具体的にどのようにすることが良いのか？教えていただいた。

バイヤーの目線から商品がどう見られるのかを教えていただきとても参考になった。

コロナ禍で首都圏に出張もできずオンラインでのこのような機会は大変貴重でした。

2021年度実施実績から



利用者様アンケート（満足度）

満足度

大変満足 満足 どちらともいえない 不満

大変満足 72％
どちらともいえない

5％

不満 2％

満足 21％

2021年度実施実績から



利用者様アンケート（次回参加意向）

ご相談内容の内訳

参加したい どちらともいえない

参加したい 98％

どちらともいえない
2％

2021年度実施実績から
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申し込みから実施までの流れ(1/4)

https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/fav
gos000000y392.html

虎ノ門オンラインアドバイスホームページ

1 サイトにアクセス 2 「お申込みフォーム」をクリック

お申込みフォームが開きます

https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/favgos000000y392.html
https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/favgos000000y392.html


チラシ
内容



申し込みから実施までの流れ(2/4)

3
申込みフォームの記入①
アドバイザーの選定

アドバイザーはチラシの
一覧から選びます。
わからない場合は空欄で
OKです。



申し込みから実施までの流れ(3/4)

4
申込みフォームの記入②
相談内容の記入

相談したい商品・サービスの概要・
アピールポイント

商品・サービスで現状感じている課題

ここが最も重要なポイントです。



申し込みから実施までの流れ（4/4）

5 申込みと確認

6 コーディネータがアドバイザーと日程等を調整し、アドバイス可能日を相談者様と確定

7 虎ノ門オンラインアドバイスの実施

1

申込み確認後、中小機構コーディ
ネータが相談者様と内容、アドバイ
ザーの確認をします

2

3
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虎ノ門オンラインアドバイスをうまく使うために

事前の準備が重要です！
① コーディネータと事前に課題や相談内容などを具体的にま

とめる

• コーディネータと45分間の使い方の確認をします

② 散漫にならないように焦点を絞った具体的な質問を用意す
る

• コーディネータとの打ち合わせをもとに質問を用意します

③ 仮説（自分の考え）をもって相談に臨む

• ゴールとそこに到達するまでのイメージを考えておきま
しょう

④ 資料を共有できるように事前に準備する

• 「画面共有」機能を使い、言葉だけでなく画像、映像も使っ
て情報共有とディスカッションを行います



ポイントを整理するためのツール例

<現状>
1. あらたな商品Aを開発できた
2. ホームページに掲載した
3. ECでは毎月5～6個売れている

<課題の整理>現状とゴールを書いて課題を整理する

<ゴール>
1. ECでは毎月100個程度販売できる
2. リアルな販路を30店舗に導入できている
3. 地域のなかではある程度の知名度である

<現状→理想のための課題>
1. ECへの顧客の誘導
2. 顧客とつながり続ける方法の確保
3. 知名度の向上
4. 販売店の確保

今回のテーマは
ECに絞ろう

「XXができていない」と
書くと、「課題」ではなく「問
題点」の羅列になります。
「XXができるようになるこ
と」を挙げてみます。



現状とゴールにむけた課題の整理
＜現状＞ ＜X年後のゴール＞

＜XXX面の課題＞ ＜YYY面の課題＞ ＜その他の課題＞



ヒットをねらえ！
Gift Show
FOODEX

点を線にする

虎ノ門オンラインアドバイス

1回目 2回目

商品やプロモーション方法の
ブラッシュアップ

その他各種展示会

コンテスト

マッチング
販路拡大へ



マッチング機会に繋げる

地域活性化
パートナー企画
ホームページ



コーディネータの紹介

コーディネータ 担当カテゴリー

植田尚子 食品

石塚杏梨
雑貨（非食品）

石坂尚

砂子隆志 観光・サービス

高橋雅人 DtoC



本日はご清聴ありがとうございました！

虎ノ門オンラインアドバイスは↓
https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/pro
duct/favgos000000y392.html

本日のプログラムはすべて終了です
アンケートが送付されますのでご回答をお願いします

https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/favgos000000y392.html

