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BizMarketing アカデミー、 
「徹底！実践演習 企画、営業、制作部門リーダーのための 
                   ネットビジネスマネージャー養成講座」を開催 
 
～ビジネスアイデアの出し方から収支計画の立て方まで、 

    現役のコンサルタントが「生の素材」を使ってわかりやすく解説！～ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■■ 要約 ■■ 
 
インターネットビジネスの総合シンクタンクであるサイボウズ・メディアアンドテクノロ

ジー株式会社（代表取締役 土屋 継 東京都港区）が発足した組織『BizMarketing アカ

デミー』は、ネットビジネスの基礎知識と実践を学べる講座「徹底！実践演習 企画、営

業、制作部門リーダーのためのネットビジネスマネージャー養成講座」を開催することを

発表しました。 
 
詳細ページ： http://shop.ns-research.jp/3/9/8646.html  
 
 
■■ 講座の概要 ■■ 
 
◆事業企画、事業計画、収支計画の立て方や e プロモーション実施の方法など 
現役コンサルタントが「生の素材」を使ってわかりやすく解説！ 
 
本講座ではドットコム企業のマネージャーからクリックアンドモルタルのマネージャーま

で、大手企業のネット事業担当者、ネットショップ、サイトの管理責任者、メルマガ運営

担当者、Web マスター、ネットチャネルを活用した新規事業開発担当者などが、e ビジネス、

e コマースを企画・運営する際に必須のマネージメントスキルを身につけ、事業の収益性の

向上、実務に役立つ基礎の枠組みを解説します。 

http://www.cybozu-mt.jp/
http://shop.ns-research.jp/3/9/8646.html


 
「BizMarketing アカデミー講座」では、過去にも「ネットビジネス」や「インターネット

セキュリティ」また「リサーチ」に関するセミナーを開催していましたが、この度、特に

志が高いビジネスパーソンに対して、書籍、サイトでは提供しきれない有用かつ実践的な

コンテンツをお届けすることをテーマに、新たにセミナー事業を再開いたしました。講師

は各エリアで高い実績を誇るユニークかつエッジがきいた方々を予定しています。 
 
本講座はその中のネットビジネス編にあたります。 
 
今回は、携帯電話で写真を撮影してさまざまなコンテンツやサービスへ誘導する画像認識

システム「PicLin」をはじめ、通信デバイスを活用したクロスメディアサービスを提供す

る株式会社クレメンテックの CEO とマーケティング担当執行役員を講師に迎え、より実践

的なネットビジネスの基礎知識を、ケーススタディや最新動向などを交えて紹介いたしま

す。 
 
第１章～２章の事業計画編では、事業計画書作成に必要となる市場調査や企画立案、収支

計画を学び、さらに第３章のプロモーション編では、ネットビジネスに特化したプロモー

ション戦略について学びます。 
 
事業計画編とプロモーション編を受講することにより、ネットビジネスの総合的かつ実践

的な基礎知識とマネージメントスキルを身につけることができます。 
 
≪こんな方にお勧め≫ 
 ・他の部門よりネット関連事業に配属された方 
 ・新しくネットビジネスを展開しようとしている方 
 ・ネットベンチャーに就職して、キャリアアップを目指している方 
 ・新卒でネットビジネスの基礎を徹底的に学びたい方 
 ・意思決定と計画立案を体系的に学びたい方 
 
 
■■ 講座の５つの特徴 ■■ 
 
１．現役コンサルタントの解説でネットビジネス基礎知識がまるごとわかる！ 
２．ネット戦略立案、プロが使うマーケティングリサーチの情報源がわかる 
３．ネットビジネスプロモーションの基礎と実際、成功ポイントがわかる 
４．WEB サイト構築、EC サイト構築に必要な要素とポイントを紹介 



５．転職、新卒の方にもすぐにわかる解説で即戦力として活躍できる！ 
 
 
■■参加者全員に特典■■ 
 
本講座を受講された方全員に、CD-ROM「すぐできる事業計画書・収支計画テンプレート

集」をプレゼントいたします。 
 
 
■■ 講師プロフィール ■■ 
 
講師：武内 寛（株式会社クレメンテック CEO） 
略歴：武蔵工業大学工学部卒業後、横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒュー

レット・パッカード株式会社）にて E-services マーケティングマーケティングマネージャ、

Tech. Consulting Organization 新規事業開拓マネージャ、テレコムマーケティング 新規

事業開拓マネージャとして業務に携わる。インプルーブテクノロジー取締役を経て、現在

は株式会社クレメンテックを設立し CEO に就任。 
 
最近は、クロスメディアサービスやコンテンツ配信ネットワーク事業の立ち上げる傍ら、

携帯通信キャリア、大手製品メーカー、大手 B2B 向け EC 事業者の新規事業立ち上げコン

サルティングや、大学でのベンチャービジネスセミナーの講師などもこなし精力的に活動

している。ネットビジネスも含め新規事業立ち上げ全般に関して造詣が深い。 
 
 
講師：杉山 恵一郎（株式会社クレメンテック マーケティング担当執行役員） 
 
略歴：日本大学経済学部中退後、株式会社リクルート、株式会社アプリックス、オートバ

イテル・ジャパン株式会社にて広告・SP 制作、システムディレクション、サービス企画、

マーケティング、Web マスター業務に携わる。2003 年にモバイルマーケティング会社、エ

モーション株式会社を共同設立。その後、株式会社インプルーブテクロノジーズにてプロ

ダクトマーケティング業務を経て 2005 年に株式会社クレメンテック設立に参加、現在に至

る。 
 
最近は自社のクロスメディアサービスやコンテンツ配信ネットワークサービスのマーケテ

ィングを担当する傍ら、携帯通信キャリアのアフィリエイト戦略・コマース戦略の策定、

大手製品メーカーに新規ネット事業のコンサルティング、モバイルマーケティングフォー



ラムのセミナー講演なども行っている。インターネットビジネスの中でも B2C ビジネスに

造詣が深い。 
 
 
■■ 講座の内容 ■■ 
 
「第１章 ネットビジネスコンセプト設計」 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
 ・ビジネスモデルのまとめ方 
 ・調査（市場、競合、技術、特許、その他） 
 ・ビジネスパートナーアライアンス 
 ・既存ビジネスとの折り合い 
 
「第２章 事業計画書作成」 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
 ・事業計画書の意義 
 ・コンセプト・事業目標設定 
 ・商品・サービス設計 
 ・マーケティング 
 ・システム・体制 
 ・資金計画・収支計画・Exit プラン 
 
「第３章 e マーケティングのプランニング」 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
 ・全体像の理解と目標設定 
 ・メディアミックスの必要性 
 ・一般的な e プロモーション手法の紹介 
   ネット広告 
   バーター広告 
   SEO/SEM 
   アフィリエイト 
   集客 
   メール広告/メールマガジン 
   バズマーケティング 
 ・今後の e プロモーションのトレンド 
 ・動画市場の動向 



 
 
■■ 開催概要 ■■ 
 
◆講座名 
 「徹底！実践演習 企画、営業、制作部門リーダーのためのネットビジネス 
  マネージャー養成講座」 
 
◆日時・会場： 
 2007 年 3 月 29 日（木） 開始 14：00～終了 17：00 予定 （受付 13：30～） 
 ※途中お昼休憩等を含みます。 
 
◆会場：「サイボウズ株式会社 セミナールーム」 
     東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12F 
＜地図＞ http://cybozu.co.jp/company/info/map_tokyo.html  
 ※会場は変更の可能性がございます。 
 
◆受講料： 
［１名様］39,900 円 （税抜 38,000 円＋消費税 1,900 円） 
［女性割引価格］31,500 円 （税抜 30,000 円＋消費税 1,500 円） 
 
◆定 員：先着 20 名様 
※定員となり次第締め切らせて頂きます。 
 
◆お申し込み方法 
TEL・FAX・e-mail のいずれかにて住所・お名前・e-mail・電話番号・会社名を明記の上

お申し込みください。 
また、下記ウェブサイトよりお申し込みページへリンクしておりますので、そちらのフォ

ームでのお申し込みも可能となっております。 
 
※お申し込みに関する注意点をご了承された上で、お申し込み下さい。 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
・ウェブサイト ： http://shop.ns-research.jp/3/9/8646.html  
・e-mail    ： info@shop.ns-research.jp 
・TEL/FAX   ： 03-3560-1368 / 03-3560-1330 

http://cybozu.co.jp/company/info/map_tokyo.html
http://shop.ns-research.jp/3/9/8646.html
mailto:info@shop.ns-research.jp


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
◆お申し込みに関する注意点 
 
＜キャンセルに関して＞ 
・お客様のご都合によりキャンセルされる場合はキャンセル期限までに、下記お問い合わ

せ窓口までメールと電話でご連絡下さい。その後のキャンセルについてはお申し受けでき

ませんのでご了承下さい。 
 
・キャンセル期限を過ぎてからお客さまのご都合で講座にご参加頂けなくなった場合やセ

ミナー開催前にご入金をいただけなかった場合も、セミナー受講料は全額お支払い頂く事

となりますのでご了承下さい。 
 
ご入金期限/キャンセル期限：2007 年 3 月 22 日（木） 
 
＜ご出席に関して＞ 
※受講料は期日までに弊社指定の口座までご入金下さい。 
ご入金確認後、弊社より「受講票」をメールにてお送りいたしますので、開催当日にプリ

ントアウトしてご持参下さい。ご入金が確認出来ない場合または「受講票」をお持ちでな

い場合、講座への参加ができないことがあります。ご注意下さい。 
 
＜開催中止の場合に関して＞ 
※講座の参加人数が規定の数に達しなかった場合、講座は中止となります。その際は、お

支払いいただいた受講料は返金いたします。あらかじめご了承くださいますようお願いい

たします。 
 
◆セミナーにご持参頂くもの 
・受講票 
・筆記用具 
 
◆主 催：サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 
 
 
■■ サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 ■■ 
 
・設 立 ：1995 年 10 月 



・資 本 金：257,916,250 円 
・代 表 者：代表取締役 土屋 継 
・U R L： http://www.cybozu-mt.jp  
・連 絡 先：〒107-0052 
      東京都港区赤坂 1-5-11 新虎ノ門ビル 9F  
      TEL:03-3560-1368 / FAX:03-3560-1330  
      info@ns-research.jp  
 
 
■■ この件に関するお問い合わせ ■■ 
 
〒107-0052 
東京都港区赤坂 1-5-11 新虎ノ門ビル 9F 
サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 
TEL: 03-3560-1368 / FAX: 03-3560-1330 
担当：安田 
info@shop.ns-research.jp 
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