
  

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
平成 24 年 9月 12日(水) に法人営業も怖くない！BtoB

営業力革新道場を開催しました。 
 講師は、株式会社経営道場の田中徹先生です。5 年ほど

前には、米原 SOHO の会議室にて、セミナーを開催させ

ていただきましたが、今回は 1 階カフェ・ドロップハウ

スさんでの開催です。   

   
前回のセミナーの参加者で、今回のセミナーのお話を

聞きつけてご参加いただいたお客様も多くありました。

講師の田中先生は、根強いファンをお持ちです。 

内容は具体的に営業で成功する例、失敗する例をわか

りやすくあげておられ、中でも営業活動を１０のステッ

プに分けてご説明いただき、営業上ついついおかしてし

まいがちな失敗例について、ご指摘いただきました。 

また、法人営業と個人営業の違いや BtoB 営業で効果的

な営業手法などもお教えいただき、しっかりと学ぶこと

ができました。 

 最後にご参加いただいた皆さんからのご質問にお答え

いただいたのですが、途切れることのない様々な質問に

も丁寧にお答えいただき、大変満足いただけるセミナー

であったのではないかと思います。それと同時に、営 

業について、これだけたくさんの人が悩みや疑問を持っ

ていることを再認識いたしました。 

 交流会の場におきましても、たくさんの人が先生を取 

り囲み、なかなか放してもらえないようでしたが、先生

には最後まで皆さんのお話に耳を傾けていただいきまし

た。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２４年９月２６日滋賀大学 大津サテライトプラ

ザにて「売れるネットショップこれから伸びるスマホ市

場広告の活用ポイント！！」のテーマでビジネスカフェ

あきんどひろばＩＮ大津を開催しました。 
  1部のセミナーでは、㈱ロックオンのユニット長の梶

原さんに売るためのキーワードとして、①ターゲットを

明確に②ニッチな販売③キセツを意識する④リアルの連

携⑤メンドウと思う物の5項目についてをわかりやすく

教えていただきました。 
 2部ではヤフー㈱の水谷様より「激変するＥＣサイト＆

スマートフォン事情を知る！」のテーマでお話をいた  

だきました。質問も多くあり、交流会でもヤフーさんの

直接のアドバイス待ちとなりました。  

  
 
 
 
●上田 哲也さん  

びわ湖にサイクリング旅行に来られる方を対象に、 

「びわ湖宿泊型サイクリング旅行ポータルサイト」を

運営すべくビジネスを立ち上げられました。 

今までは日帰りサイクリングだった観光客に宿泊先や

観光地の案内などを提供し、

宿泊していただこうとする

もので、地域の特産品の購入

やサービスの紹介なども提

供されます。 

 

 

●株式会社ＳＯＵ ＳＯＵ 

 代表取締役 岸田智明 さん 

会社設立後３年。主な

業務は無線ランに関する

ソフトウエア開発、サポ

ートなどです。入居後は、

オリジナル商品の開発や

スタッフ雇用も考えてお

られます。 

 

 

●ＣＨＡＮＴＯ２ 浅田文子さん 

浅田さんは、主に

楽天ショップをメイ

ンとするネットショ

ップのホームページ

制作をされています。

楽天ネットショップ

制作での商談獲得数

も多く、今回入居に

より、スタッフの雇用と楽天市場での自社製品の販売戦

略を構築しようとお考えです。 

 

 

 

●どストライクぷらんにんぐ 中嶋章博 さん 

滋賀を中心に名古屋

・京都・大阪にて求人

広告の営業・カフェ本

の出版を目的とした活

動拠点としてＳＯＨＯ

に入居されました。 

 

 

 

 

 ●ペットリレーションズ 代表者 大出彰彦 さん 
動物病院用顧客管理・

会計ソフトの開発、販売

を手がけられ、その後、

I-phone 向けアプリの開

発やその他のシステム開

発を行ってこられました。

このたび、顧客先との業             

務拡大に伴い、2 年 6 カ月での卒業となりました。卒業後

も滋賀県内に事務所を構え、システム開発を中心に業務

拡大をはかっていかれます。 
 
●株式会社ニッキコーポレーション 

代表者 西木健治 さん 
株式会社ニッキコー

ポレーションは、子ども

服の販売を手がけるた

め草津 SOHO に入居さ

れ、当初 4 店舗だったも

のを、卒業時には１０店

舗を超える規模にまで

成長させました。売上も出店に比例し大きく伸ばし、入

居時の目標を概ね達成されました。 
卒業後も草津市内に事務所を構え、滋賀県を中心に近

畿圏でのエリア政策を展開していく予定です。 
 

 

 

 １０月１０日～１２日に「中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ

２０１２」が東京ビッグサイトで開催され、全国から中

小企業が集まり自社製品を展示しました。滋賀県のパブ

リックゾーンでは上段左から㈱ナカデン・インターナシ

ョナル、㈱井之商、㈱パルスパワー技術研究所、（合）

アシュトック、㈱ターナシステムプロダクト ５社の展

示をおこないました。また、別のブースでも下段右下の

㈱セルミックが出展しました。出展中に商談成立という

嬉しい報告もありました。 

    

   

（公財)滋賀県産業支援プラザ創業支援室は、平成 22 年 4月

より創業支援グループになりました。引き続き創業支援

NewsLetter として続けさせていただき創業支援グループでは

コラボしが２１インキュベーション（創業準備オフィス、創業

オフィス）、草津 SOHO ビジネスオフィス、米原 SOHO ビジネ

スオフィス、滋賀県立テクノファクトリーを運営していま

す。創業や新技術開発など、インキュベーション・マネジャ

ーによる段階に応じた支援を行っています。 

 
 

創業をお考えの方は、（公財）滋賀県産業支援プラザ 創業支援グループまで ０７７－５１１－１４１６ 

■ ビジネスカフェあきんどひろば in 文化産業

交流会館 「法人営業も怖くない！BtoB 営業力
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■ ビジネスカフェあきんどひろば in 大津 
 「売れるネットショップこれから伸びるスマホ
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地域資源 電子機器を活用したＣＧバーチャルマ

ネキンの双方向システムの試作・開発とソーシャル

ネットワーク展開事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

しが新事業応援ファンドは、地域資源を活用して、

消費者の「感動」や「共感」などの感性に響く価値

を創造する新事業を支援しています。今回は、人型

のアクリル板に映像を投射するバーチャル（仮想）

マネキンの新展開に取り組む有限会社田中印刷所

さんをご紹介します。 

田中印刷所さんでは、従来の印刷業だけではなく、

バーチャルマネキンを活用した新しいコンテンツ

ビジネスへの展開をはじめておられます。バーチャ

ルマネキンとは、人型のアクリル板に特殊なフィル

ムを貼り、裏面からプロジェクターで映像を投影す

ることによって、等身大の人物を映し出すデジタル

サイネージ。前から見ると、どういう仕組みで映像

が映し出されているのか分からず、興味がわき、集

客効果が期待できます。実際に、展示会や店頭に置

いておくと、お客様が足を止めてじっと眺めたり、

触ってみたりと効果抜群。大丸百貨店でも採用され、

子どもから大人まで幅広い年齢層のお客様から注

目を集めました。 

ファンド事業では、このＣＧバーチャルマネキン 

 

 

 

 

 

 

 

 

に双方向性の機能を持たせる試作・開発を行ってい

ます。お店側が情報を一方的に流すのではなく、例

えば気に入った商品のボタンを押してもらい、お客

様の情報収集ツールとしての活用を考えておられ

ます。いくつかの企業が興味を示しており、店舗へ

の設置が可能な仕様や、操作方法等について意見を

もらいながら試作・開発を進めています。 

 特に、裏面にプロジェクターを設置するためのス

ペースを、いかにコンパクトにするかが難しいよう

です。 

また、並行して立体視３Ｄバーチャルマネキンの

試作・開発も行っています。試作品を見せてもらい

ましたが、リアルな表情の動きがなんとも不思議で、

３Ｄならではの表現の可能性を感じました。実用化

に至れば注目を集めるだろうと思います。 

デジタルサイネージは新しい分野で、失敗の原因

を突き止めるだけでも時間がかかり大変だそうで

すが、田中社長の挑戦が形になる日を楽しみにして

います。 

     （創業支援グループ 黒澤 知加） 
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■ 米原 SOHO ビジネスオフィス 
〒521-0016 滋賀県米原市下多良 2-137  
文化産業交流会館４F 
TEL：0749-52-9200 

E-mail：maibara@soho-shiga.jp 

 
■ 滋賀県立テクノファクトリー 
〒525-0055 草津市野路東七丁目 3番 46号 

TEL：077-516-0410 

 

 

 

■ コラボしが２１インキュベーション  
〒520-0806  滋賀県大津市打出浜 2-1 
コラボしが２１ ４階 
TEL：077-511-1416  
E-mail：in@shigaplaza.or.jp 

 
■ 草津 SOHO ビジネスオフィス    
〒525-0032  滋賀県草津市大路 1-1-1  
エルティ 932 4 階 
TEL：077-566-8121 
E-mail：kusatsu@soho-shiga.jp 
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創業をお考えの方は、 

滋賀県産業支援プラザ 

創業支援グループまで 

(公財)滋賀県産業支援プラザでは、平成２０年度から「しが新事業応援ファンド助成金交付事業」

を実施しています。“しが新事業応援ファンド通信”では、助成金に採択された方の取り組み事例など

を紹介しています。   

有限会社田中印刷所 田中社長 

有限会社田中印刷所 

滋賀県彦根市小泉町 1042-1 

TEL 0749-22-0362  

FAX 0748-33-1235 

http://www.tanakaprint.co.jp/ 




