費用対効果がより求められるようになり、
社内外の判断が慎重になる中で企画・提案を通す

マーケターのための
データ編集力養成講座
2017年11月13日
（月）1日集中
ロジックが成立している説得力のある企画・提案ができていますか？
相手が納得せざるをえない
説得力のある提案を
実現したい

無料から有料まで
さまざまなデータが溢れる中で
どこから情報を
取得すればよいのだろうか

定量的なデータと
定性的なデータを
どう組み合わせて
考えるのがいいのか

企画・提案の決め手となるような
「データの見せ方」
を学びたい

競合含めた市場の全体像や
自社やクライアントの現状を
数値を使って整理したい
企画や提案を通す際に
どれが必要なデータかが
分からずに、
膨大な
データを提示してしまう

企画・提案に説得力を持たせるための、
必要なデータの判断から情報収集、
企画書への落とし込みまで、
これからのマーケターに必要なスキルを身に付ける

開催の背景

これからのマーケターは必ず
データと向き合わなければならない
提案を受ける側が求めているのは
面白そうな企画ではなく
「説得力のある」企画

説得力のある企画・提案には
必ずその裏付けとなる
データが隠れている

従来のマスを中心とした広く告げるコミュニケーションから、
マーケティングのデジタル化が進んだことにより、効果を可視
化することのできる場面は増えてきています。
そのため新たな
施策に取り組む際には費用対効果がより明確に求められる
ようになり、判断はよりシビアなものになってきています。
この現
状を打破するためには、
わざわざ実施をすることの必要性を
証明するための、論理的で「説得力のある」企画・提案が必
要です。
しかしなかなか学ぶことの少ない「説得力」
という
テーマに対しては、多くのマーケターが難しさを感じている現
状があります。

今まで取れなかったさまざまなデータが取得できるようになった
今、
より精緻に仮説を設計できるようになりました。
そのためデー
タは「説得力のある」企画・提案を実現するための大きな武器
になってきています。
しかし自社内に加え、
外部を含めると厖大
な種類、切り口のデータが溢れる今、
マーケターにとって必要
なデータを取捨選択することは容易ではありません。
そこで宣
伝会議では、企画・提案に説得力を持たせるための、必要な
データの判断から情報収集、落とし込みまで、
これからのマー
ケターに必要なスキルを身に付ける
「データ編集力養成講座」
を開催します。

講座のポイント

データを「人を説得するツール」
として使いこなすマーケターになるために、
必要なデータの判断、
情報収集、
企画書に落とし込むスキルを身に付ける
ステップ①

ステップ②

ステップ③

説得力のある企画・提案を

必要なデータをどういった

取得したデータを

成立させるために

ソースから集めるのかの

企画・提案書に落とし込み

必要なデータを理解する

手法を押さえる

ロジカルなストーリーを創る

このような方におすすめ
競合が新しい施策を
行っているため
自社でも
実施をしたいが
社内承認が降りない

膨大なデータの中から
適切な取捨選択を
することができず
眺めるだけに
なっている

外部からデータを
購入するも、
単発的な施策にしか
落とし込めず
活用方法が
わからない

クライアントに
提案をする際、
より論理的で
確実性の高い企画を
求められるように
なってきている

学ぶ内容【基礎知識編】
ポイント①
企画・提案を通すために
必要なデータとは何か？を理解する
データは企画・提案の精度を高めるとともに、説得するために有
効なツールともなりえます。
しかしデータを単体として見ることは
あっても、
そのデータが持つ役割について俯瞰的に理解するこ
とができているマーケターは多くはありません。
そこで本講座の
前段では、
「人を説得するツール」
として使えるデータとはそもそ
もどういうものなのかを類型から理解します。

ポイント②

そもそもデータで何が分かるのか？データの類型を理解する
【現状把握】

【選考の見極め】

「何を使っているのか？」
「どれだけ使っているのか？」

「どれが好まれるのか？」
「なぜ選んだのか？」

【購買の予測】

【新商品・サービス開発】

「どんな人に、
どれだけ買ってもらえそうか？」

【購買データ】

売上データやPOSデータなど
販売データの分析

「どんな商品やサービスを
欲しがっているのか？」

【定性データ】

ソーシャルリスニングや
MROC等の可能性と留意点

ビックデータを構成する各種データがどこで手に入るのか整理する

無料から有料まで。
どこから
データを取得するか、網羅する
マーケティングのデジタル化が進み、
多くの企業がデータを持つ
ようになり、
またそれに伴い外部データの種類も増え続けていま
す。
しかし必要なデータの取得法がわからず、
同じデータを見続
けている担当者は少なくありません。
そこで本講座では、
能動的
に有効なデータを取得できるようになるために、
データはどこから
取得できるのかを整理します。

学ぶ内容【実践編】
ポイント①

データを統合するためのリサーチの手法と３つのポイント

取得したデータを編集し、
意味のあるデータへと統合する
購買データやWebサイトへの流入数、SNSのフォロワー数など
マーケターの周りにデータはあふれています。
しかし手元にデー
タはあるが、
それを有効なデータに編集することに課題を感じる
担当者は少なくありません。
そこで本講座では、
眺めているだけ
のデータを、有効なデータに編集するために必要なリサーチ時
のセオリーと気を付けるべきポイントを学びます。

ポイント②
取得したデータの見せ方を変えて
説得力のある企画・提案書に落とし込む
せっかく良いデータを取得しても、
うまく見せなければその説得
力は発揮されません。
しかし数字の見せ方について、
体系的に
教わる機会もなく、
属人的で感覚的になりがちです。
そこで本講
座では、多くのマーケターの方が悩みを抱える説得力のある企
画書のつくり方について、
データを活用したストーリー展開から
デザインのテクニックまで即実務に活きるテクニックを学びます。

説得力に欠ける企画書の具体例から改善ポイントを探る

カリキュラム
テーマ

講義概要

10:00

説得力を高めるために
必要なデータを理解する

データ収集や分析の目的/データで何が分かるのかを理解する/各種データ役割の整理/正しい
データと説得力のあるデータ/人を説得するための心理学/レポーティングのコツ

データをそろえるための
情報収集とリサーチ手法

ビックデータ時代のデータとの向き合い方/どこにデータがあるのか理解する/有料データと無料デー
タ/データの組合せ方/代表的なリサーチ手法とポイント

データを説得力のある
企画書に落とし込む

説得力のある提案とは？/完成までのタスクを見える化する/普通の企画書とまとめ資料/数字を活用
して説得力を高める/通る企画書のデザインルールを押さえる/最終チェック

〜

回
12:00
〜

13:00
15:00
〜

15:20
17:20

※講師やカリキュラムは変更の可能性がございます

講師プロフィール
高島 徹氏

中野 崇氏

株式会社決断力 代表

亀谷 誠一郎氏

株式会社マクロミル
マーケティング・プロダクト本部
本部長

1963年7月30日香川県生まれ
（53歳）。86年神戸大
学経済学部卒業、
同年パナソニック入社。
エアコン
事業、半導体事業の経理責任者、本社調達部門
課長を務める。松下幸之助の直轄部隊として、20
代より経営幹部の決断をプロデュースする。28年
間で85個のプロジェクトに参画、多様な人々をマネ
ジメントして成果を挙げる2014年 株式会社 決
断力を設立。決断力、
持ち味を活かす経営の第一
人者として全国で講演・指導中。

早稲田大学卒業後、株式会社良品計画を経て、
2005年に株式会社マクロミル入社。営業・営業企
画、
海外支社の立ち上げや経営再建を担当。現在
はマーケティング＆プロダクト本部の責任者として、
社内外向けマーケティングコミュニケーション活動と
リサーチ事業の商品戦略を担当。

株式会社はこ
代表取締役社長

2006年サイバー・コミュニケーションズ九州支社を立上げ、九
州エリア長に就任。やずや をはじめ、あらゆる通販会社の
ネット広告・メディアバイイングを統括。その後、株式会社
BBDO J WESTにて上海事務室を立上げ、上海事務室長に
就任。中国におけるPR企画の立案、海外サイトのローカライズ
におけるディレクターとして活躍した。2011年より売れるネット広
告社 創業メンバーの一人として、
コンサルティング部の立ち上
げ、
「売れるネット広告つくーる」の初期開発責任者など各部
署の立ち上げを行い、人事・総務の責任者として会社を成長
に導いた。2015年8月より、アイデアを形にするを目標に、株式
会社はこを立上げ、新規事業支援、営業・マーケティングの改
善をサポートを行う。アドテック九州、宣伝会議、東京IT新聞な
ど講演多数。初代九州インターネット広告協会副会長。

●開催日時：11月13日
（月）10:00〜17:20
●受講定員：30名
●講義会場：東京・南青山
●受講料金： 49,000円
（税別）
●受講対象：企画・提案を通さないといけない、企業のマーケティング・宣伝・販促担当の方
クライアントに対して説得力のある提案を実現したい広告関連業のプランニング・営業部門の方

講座
概要

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください

０３−3475−3033

□『宣伝会議』年間購読なし 49,000円（税別）※申込金5,000円含む □『宣伝会議』年間購読パック 60,556円（税別）※申込金5,000円含む
本講座受講料のみ
本講座受講料＋「宣伝会議」年間購読受講生割引（20%オフ）
※「宣伝会議」
は受講料をお支払いいただいた日の翌月1日から下記希望連絡先のご住所まで配送いたします。

会社情報
申込者様

氏名

派遣責任者様

マーケターのためのデータ編集力養成講座
お申込み者情報記載欄

会社名
住所

TEL

〒

所属部署

役職

所属部署

役職

生年月日
19

年

月

日

年

月

日

Eメール
氏名

生年月日
19

Eメール

申込形態
お振込み先

①企業申込（請求書を発行します） ②個人申込
三菱東京 UFJ 銀行

青山支店

普通

1145602

宣伝会議からの情報

①いる

②いらない

③ すでに届いている

口座名義：株式会社宣伝会議

※受講料について、開講前のご入金を原則とさせていただいております。入金が確認できませんと、
ご受講いただけませんのであらかじめご了承ください。※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできませ
ん。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。お席をお取りしておりますので、
ご都合が悪くなってしまった場合は、代理の方によるご出席等をお願いいたします。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途
中にかかわらず、
いかなる理由であっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場
合がございます。
その際、交通・宿泊費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明し
た場合には、直ちに無条件で本契約を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、
お申し込みをお断りする場合がござ
います。
また、
お申し込みから審査までの間に、
ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。
あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、
講座運営、
ダイレクトメールなどの方法で出版物や講座、
イベントのご案内等をお送りするために利用します。
プライバシーポリシー
（http://www.sendenkaigi.com/privacy/）
をお読みいただき、同意の上、
お申し込みください。

■お申込・お問合せ
株式会社宣伝会議 〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
TEL：03-3475-3030 E-mail：info-educ@sendenkaigi.com www.sendenkaigi.com/class/

