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ITmedia ビジネスオンライン【集合型Webセミナー】

強い営業の作り方：

ニューノーマル時代の営業活動とは？ 最新手法を徹底解説
2020年9月9日 Ver.1.0

開 催：2020年11月23日週（開催期間：最大3日間）
事前申込：約200名想定
申込締切：2020年10月9日（金）
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開催概要

名称 強い営業の作り方：
ニューノーマル時代の営業活動とは？ 最新手法を徹底解説

形態 集合型 Live Web セミナー（オンラインイベント）

開催日時 2020年11月23日週（開催期間：最大3日間）

事前申込数 約200名想定

視聴者参加費 無料

主催 アイティメディア株式会社 ITmedia ビジネスオンライン編集部

想定視聴想者 経営者、経営企画の方、営業部門の方、
社内情報システムの運用・方針策定をする立場の方など

告知／集客 ITmediaビジネスオンラインをはじめとした当社LOB向け媒体
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企画趣旨＆キーワード
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人の行き来が制限される状況の中、従来の“足を使った対面営業”に代わる仕組みとし
て、CRMやSFAを駆使して顧客情報を詳細に分析・管理し、遠隔での営業活動を行う
など、大量の見込み顧客を効果的に案件へと繋げていく手法に注目が集まっています。

本セミナーでは、ITツールを駆使した最新の営業手法の紹介や、既に導入している
ツールをより効果的に活用するための秘訣をお伝えします。

セールステック

マーケティング
オートメーション

インサイドセールス CRM

オンライン商談
マーケティング

関連ソリューション

SFA
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Live Webセミナー 全体図

通常イベントと同様にITmedia運営のWebサイトやメールで集客を行い、読者を申し込みページ
へ誘導。申込者に対してオンラインイベントを案内します。ご参画各社様には、セッションや資
料ダウンロードの他、オンラインイベントならではの詳細なレポートをご用意します。

集客 申込
Live Web
セミナー

イベント
レポート
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基調／特別講演案 ※各講師のご登壇をお約束するものではございません。また、演題は仮のものとなり、変更の可能性がございます。

■ニューノーマル時代の営業リーダーはSFAを使いこなして躍進する？

東京大学経済学部卒業。外資系戦略コンサルティング会社を経て25歳で起業、企業研修のアルー株式会
社へ創業参画(取締役副社長)。2011年にTORiX株式会社を設立し、代表に就任(現職)。これまでの経験
をベースとして、上場企業を中心に50業種3万人以上の営業強化を支援。行動変容を促す構造的アプロー
チに基づき、年間200本の研修、800件のコンサルティングを実施。著書に「無敗営業『3つの質問』と
『4つの力』」（日経BP）。これまで多くの企業の営業強化を支援してきた経験から、ニューノーマル時
代における、勘や経験に頼らない、事実に基づいたプロセスマネジメントの方法を伺います。

TORiX株式会社 代表取締役

高橋 浩一氏

■「営業とマーケの融合」ニューノーマル時代の営業組織の作り方

大手インテリアメーカーを経て、人材系ベンチャー企業に転職。5年間大手通信会社に出向後、自社に戻
り研修事業を立ち上げる。2012年8月、株式会社セールスフォース・ドットコムに入社し、グローバル
で初のインサイドセールス企画トレーニング部門立ち上げに携わる。2016年12月、ビズリーチ入社。イ
ンサイドセールスグループとマーケティンググループを統括後、現在はHRMOS採用事業部 インサイド
セールス部 部長を務める。事業会社でインサイドセールスを立ち上げ、拡大させてきた経験をもとに、
これからのニューノーマル時代でも成果を出し続ける営業組織の作り方を伺います。

株式会社ビズリーチ HRMOS採用事業部 インサイドセールス部 部長

茂野 明彦 氏
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基調／特別講演案
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※各講師のご登壇をお約束するものではございません。また、演題は仮のものとなり、変更の可能性がございます。

新型コロナウイルスの影響で展示会や商談会が中止になり、対面営業が難しい
状況の中、マーケティングや営業活動をどのようにデジタルシフトしていくか
が問われています。効率的に見込み顧客を育成し、オンライン営業で成果を上
げるための最新手法を語って頂きます。

ニューノーマルに対応する営業活動の手法として「インサイドセールス」に注
目が集まっています。インサイドセールス部門の立ち上げからわずか4カ月で1
億円の売上を達成したブイキューブの佐藤岳マーケティング本部長と、BtoB企
業のマーケティング支援を行うタービン・インタラクティブの志水哲也代表に、
営業活動のデジタルシフトを進めるための体制や仕組み作り、オンライン商談
を成功に導くためのポイントを聞きます。

株式会社ブイキューブ
マーケティング本部 本部長

佐藤 岳氏

■特別対談①：営業活動のデジタルシフトを成功させるポイント

■特別対談②：オンライン商談を成功させる条件とは？

タービン・インタラクティブ代表

志水哲也 氏

「デジタル時代の基礎知識
『BtoBマーケティング』」

（翔泳社）著者

竹内哲也 氏

タービン・インタラクティブ代表

志水哲也 氏
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Live Webセミナー 画面イメージ

開催日一覧

イベントタイトル

スポンサーロゴ

各セッションのタイトルをクリックするとセッションページへ

●エントランスページ

●セッションページ

※上記ページはイメージとなり、実際の画面デザインとは異なります。

配布資料

講演社名
講演者氏名

次のセッション情報

●開催日別ページ
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Live Webセミナー セッション画面イメージ

講演映像／投影資料

資料ダウンロード
関連リンク

常時表示可能な
アンケート

登壇者情報

質問送信フォーム

• 配信当日は、事前に撮影・またはご納品いただいた動画を録画配信いたします（Live収録ではございません）
• 講演映像の撮影はWeb会議システムを使い、ご自身の環境で記録いただいたものを事前にご送付いただく想定
です（ご要望に合わせて他の形式もご提案可能です。ご相談ください）

• 講演配信だけではなく、アンケートや視聴者からの質問に応えるQ＆A機能、POLL（投票アンケート）などの
インタラクティブな機能や、情報提供が行えるダウンロード・関連リンク機能をご用意しています

（収録手法によって、上記ページの構成は変わる場合がございます／一部機能はオプションとなります）

配布資料
次のセッション情報

講演社名
講演者氏名
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Live Webセミナー 開催スケジュール

• 初日は基調講演ならびにスポンサーセッション1／
2／3／4、2日目は特別講演ならびにスポンサー
セッション5／6／7／8の録画配信を行います。

• 3日目は全ての講演およびスポンサーセッションを
アーカイブ配信します。

※協賛社数によってタイムテーブルの変更もございますので、予めご了承ください

Live配信時のスポンサーセッションにはQ&Aコーナーが
用意されており、講演に参加している視聴者はその場で
テキストにて質問が可能です。
※スポンサー様がQAコーナー設定をされた場合のみ

初日 2日目 3日目

基調講演（録画配信) 特別講演（録画配信)

全講演・セッション
をアーカイブ配信

スポンサーセッション1
（録画配信)

スポンサーセッション5
（録画配信)

スポンサーセッション2
（録画配信)

スポンサーセッション6
（録画配信)

スポンサーセッション3
（録画配信)

スポンサーセッション7
（録画配信)

スポンサーセッション4
（録画配信)

スポンサーセッション8
（録画配信)

配布資料

講演社名
講演者氏名

次のセッション情報Q&A
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スポンサープラン
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メニュー セッションプラン リストプラン

スポンサーセッション
セミナー当日、30分のセッション枠をご提供いたします。

○ ー

スポンサーアンケート
講演時間中に独自のアンケートを実施いただくことが可能です。

○ ー

全申込者／視聴者データのご提供および、自セッションのレポートサイトのご提供
セミナー全体の申込者／視聴者の「会社名」「部署名」「役職」「電話番号」「メールアドレス」など、名刺情報をリスト提供する他
自社セッションのみのレポートサイトもご提供します。

全申込者
約200件想定

全申込者
約200件想定

事前アンケート結果
申込時に立場や選定状況等を尋ねます。これらの回答内容を付随したデータを後日納品します 。
見込み客の選別やアポイントを取るときの事前情報としてお役立てください。（設問は弊社設定）

○ 〇

スポンサーロゴ掲載
セミナー告知ページにロゴを掲示（社名／貴社サイトへのリンク）します。

○ 〇

資料配付
セミナー参加者にカタログなど3点までダウンロード提供が可能です。
※ご講演資料については、主催アンケート回答者に対してデータ配布となります

○ ー

来場アンケート結果・開催報告書
来場者アンケートの集計結果を後日ご提供します。（個人情報は含みません）

○ 〇

￥1,500,000-
（消費税別）

￥1,000,000-
（消費税別）

※協賛のお申し込みが締切日以降となった場合、各プランとも上記の申込者／来場者データ数に達しない可能性がありますので、ご了承ください。
※セッションスポンサーが3社に満たない場合、実施は見合わせとなりますので、事前のご了承、およびお申し込み締切にご協力いただけますようお
願いいたします。

お申し込み締切：2020年10月9日（金）

■オプション① PR記事（ITmedia ビジネスオンライン Special 5000PV保証）
上記セッション付きプランにご協賛いただきました場合に限り、タイアップ記事（貴社セッションをフォーカスしたイベントレポート記事も可）を特別価格で提供いたします。

￥1,000,000-
（消費税別）

■オプション② セッション動画納品
上記セッション付きプランにご協賛いただきました場合に限り、セッション動画のmp4ファイルを特別価格で提供いたします。（編集不可）

￥50,000-
（消費税別）
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オンラインイベントならではの強力なレポート機能

セッションへの登録状況や視聴有無、視聴時間、流入経路、アンケート結果などを、視認性の高い
ダッシュボードでご確認いただけます

オンラインレポート掲載項目
• 登録者/視聴者情報（登録項目、登録日時、登録経路、OS、ブラウザ など）
• ライブ／オンデマンドの登録人数の推移
• ライブ／オンデマンドの視聴人数、平均視聴時間
• ライブの最大同時視聴数、視聴人数の推移
• Q&A、資料ダウンロードなどの行動履歴
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Live Webセミナー ご講演のお願いと注意事項

Q＆Aについて

シミュライブ配信時に限り、視聴者からのQ&A／チャット受け付けが可能です。

貴社ご担当者にオンラインでQ&A／チャットの受け付けをお願いいたします。

▼Q&A／チャット受け付けイメージ

セッションアンケートについて
視聴者に対してアンケートを実施できます。
＊設問は8つまで設置可能です。
＊必須項目／任意項目の設定が可能です。
＊回答形式は単一回答、複数回答、自由記述の3種類からお選びください。
＊単一回答、複数回答の選択肢に「その他」を設置し、フリーテキストを記入させたい場合は、
次の設問で「その他を選んだ方は、内容をご記入ください」という自由記述を設けることが可能です。

例：

POLL（リアルタイムアンケート）について

ご講演は事前収録ですので、POLLのリアルタイム集計は行えません。

問いかけ（設問のポップアップ表示）だけでもご希望になる場合は

「単一回答」「複数回答」のどちらかで、1～2問程度挿入可能です。

▼POLL（投票アンケート）イメージ

設問1 設問2 設問3 設問4 設問5 設問6

入力形式 単一回答 単一回答 単一回答 複数回答 自由記述 自由記述

必須／任意 必須回答 必須回答 必須回答 任意回答 任意回答 任意回答

設問内容
本ウェブセミナーの満足度を教えて
ください

次回のマーケティング・広告施策の
検討時期はいつ頃でしょうか？

あなたはマーケティング施策決定にど
の程度関わりますか？

アイティメディアへの要望はあります
か？

上記でその他を選択した方はその
内容を教えてください

その他、セミナー全体の感想や今後聴
きたいテーマがあれば教えてください

選択肢1 満足 3か月以内 決裁する立場 講演資料がほしい

選択肢2 やや満足 6か月以内 企画する立場 商品資料がほしい

選択肢3 やや不満 12か月以内 情報収集する立場 デモが見たい

選択肢4 不満 未定 関与しない 見積希望

選択肢5 その他
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Live Webセミナー ご留意事項

配布資料について
本セミナーでは配布資料としてカタログなどを3点まで、ダウンロードもしくは外部リンクにて配布することが可能です。
（ご講演資料については後日来場者アンケート回答者のみへのデータ配布となり、期間内の配布はございません）
・資料形式：PDF、リンクURL

キャンセル料につきまして

申込書受領後のキャンセルは下記のキャンセル料が発生いたします。予めご了承下さい。

・開催日41日前まで ：50％

・開催日40日以内 ：100％

消費税につきまして

消費税は別途申し受けます。

オンラインでのセミナー配信リスクにつきまして
ライブ配信は常にリスクが伴います。以下にリスクを明示するとともに、当社の対策を記載いたしますので予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

●リスク1：インターネット回線およびインターネットサービスプロバイダーにおける障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。直ちにバックアップPCおよびバックアップ回線での配信に切り替えます。

●リスク２：ライブストリーミングプラットフォーム（ON24）における障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。ON24は障害対策として常にバックアップ配信ができるようにシステムを冗長化していますが、
万が一配信プラットフォームが落ちた場合は視聴者にメールにて配信停止のお詫びを送付し、後日オンデマンド版を案内いたします。

●リスク３：電源障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。バックアップPCから配信停止のお詫びをアナウンスし、後日オンデマンド版をご案内いたします。

●リスク４：機材障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。直ちにバックアップPCおよびバックアップ回線での配信に切り替えます。

●リスク５：視聴側における障害
総視聴数に対する単独（10％以下）の視聴不良はそれぞれの環境に起因する可能性が高いので、問い合わせに対して個別対応いたします。
10件単位で同様の症状がみられる（現場でご報告いただいた）場合は、配信停止のお詫びをアナウンスし、後日オンデマンド版をご案内いたします。
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個人情報データの取り扱いについて
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本イベントの個人情報または個人情報を含むデータの提供に際し、以下の点をご確認下さい。

1. （データ授受手続き）

提供する個人情報または個人情報を含むデータ（以下「個人データ」という）を受け渡しの際は「個人情報受領書」に署名をいただきます。

2. （利用目的の制限）

個人データは当該イベントに関連した貴社製品／サービスの情報提供に限定してご利用下さい。

本利用目的以外で当該個人データを利用される場合は、貴社の責任において、個人情報の情報主体に対し新たな利用目的を事前通知し同意を得る
ことをお願い申し上げます。

3. （問合せ先、個人情報変更／削除方法の明示）

個人データを元に情報提供する際は、必ず「貴社内の連絡先」「個人データ収集元となったイベント名」および「個人データの変更、削除、情報
提供の停止方法」を明示してください。

4. （管理責任者）

個人データについては管理の責任者を定めご利用下さい。

5. （安全保管）

個人データの記録媒体を紛失・流出等から保護するように安全管理をお願いいたします。

6. （再提供）

本個人データの再提供は原則として行わないで下さい。再提供が必要な場合は事前に情報主体の承諾を得た上でご利用下さい。

7. （委託）

貴社で、個人データを業務委託する際には委託先の監督をお願いいたします。

8. （苦情の解決）

貴社による利用により、情報主体から苦情が寄せられた場合、その解決は貴社側で解決いただきますようお願い申し上げます。

また、弊社に苦情が寄せられた場合、貴社にその解決をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

9. （損害の賠償）

貴社による利用が情報主体の権利を侵害したという理由で、貴社が情報主体から損害賠償を請求された場合、弊社での責任は負いかねます。

あらかじめご了承下さい。
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ITmedia ビジネスオンライン：メディア概要
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媒体スペック 2019年下半期実績平均値

読者・コンテンツ

月間PV

月間UB

メルマガ
会員

約1839万

約501万

約97,000
※2020年4月実績

PV/月

UB/月

名

｜主要読者 経営層、経営企画、人事・総務、財務、営業、
事業企画、商品企画・開発、マーケティング など

｜コンテンツ 以下のカテゴリーで構成

業界・企業動向などのニュースは勿論、今、すべてのビジネスパーソンがキャッチアップ
しなければならない「売上向上」や「働き方変革」のための情報提供と課題解決を提供していきます

事業成長と働き方改革を牽引するビジネスパーソンのためのメディア

専門チャンネル 編集特集
業界動向・研究

ニュース
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業種比率 企業規模
ユーザー企業比率は70％

ユーザー企業
70％

大企業から中堅中小企業まで比較的均等に分布

12％

10,000名～

58％の読者が役職者 ※うち課長以上は36.4％

職種

※主な業務関連職の職種内訳

モノづくり関連職 24.7%
営業・販売・サービス職 8.8%
経営・経営企画職 7.5%
宣伝・マーケティング職 5.5%
総務・庶務職 3.6%
人事・教育職 3.3%
デザイン・クリエイティブ職 2.6%
財務・会計・経理職 1.6%
広報・IR職 1.3%
法務・知財・渉外職 1.0%
資材・購買職 0.7%

業務関連職（LOB）の読者が75％

2019年読者調査より
Ｎ＝300

ユーザー業

70.5%

IT関連業

26.9%

その他

2.6%

1～99名

23.9%

100～999名

36.7%

1000～9999名

24.3%

10000名以

上

13.0%

その他

2.1%

※主なユーザー業内訳

製造業 32.1%
流通業（卸売・小売） 5.8%
建設業 3.6%
教育・学習支援業 3.2%
建設業 3.6%
教育・学習支援業 3.2%
専門・技術サービス業 2.6%

業務関連職

75%

情報システム

関連職

25%

経営者・役員クラス

6.2%

事業部長・工場長

クラス

1.6%

部長クラス

10.7%

課長クラス

17.9%

係長・主

任クラス

22.1%

一般社員・職員クラ

ス

28.9%

役職
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アイティメディア株式会社 メディア事業本部

営業本部 第一営業統括部／第二営業統括部／第三営業統括部

〒102-0094  東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル12F

Mail:sales@ml.itmedia.co.jp

お問い合わせ

※本資料内の料金はすべて税別・グロス表記です。
※ページデザインは変更になる場合がございます。
※その他の広告メニューに関しましては広告料金表をご参考ください。
※詳細につきましては営業にお問い合わせください。


