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1. セミナーの目的

本年度は新政府ＣＩＯ就任や平井ＩＴ担当大臣誕生で、政府ＩＴ戦略は新布陣で動き出しました。
また、いよいよデジタルガバメント実行計画により、政府情報システム大改革と官民データ活用が
本格化してきました。このような新たな流れの中、当セミナーでは、官公庁を担当する経営層や現
場の中心的な営業／ＳＥが、新たな時代に対応した「ポジティブ・セリング」の要諦を会得し、自らの
営業革新に実践的に役立てることを目的としております。

2. 特徴

 業界唯一、３つの最新動向対策を体系化

①国家戦略アップデート（デジタルガバメント、デジタルファースト、官民データ活用、マイナポータル活用等）

②ガバメントテクノロジーの動向（ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット、xxTech等）

③ＩＴ関連予算の動向

 10年前から大好評ポジティブ・セリング方法論を新時代向けにバージョンアップ

④新たな時代の営業戦略／プロセス

⑤技術点での勝ち抜き方

 人脈作り（業界キーパーソン挨拶、競合との情報交換）

セミナー後の懇親会では呉越同舟で情報交換。営業の人脈作りに絶好の場を提供します。また
、政界よりご挨拶・懇親会参加予定。

（開会のご挨拶、及び、懇親会ご参加予定、但し、政治情勢により変更の可能性あり）

 懇親会：平井卓也 衆議院議員、ＩＴ担当大臣（科学技術、クールジャパン、知的財産、宇宙政
策）

 ご挨拶及び懇親会：牧島かれん 衆議院議員、自民党ＩＴ戦略特別委員会事務局長、内閣委
員会理事

 懇親会：小林史明 衆議院議員、自民党ＩＴ戦略特別委員会事務局次長、自民党情報通信戦
略調査会事務局次長、自民党行政改革推進本部事務局長

2019年2月12日（火）10:00～＠東京国際フォーラムG510

ＩＴ業界向け官公庁営業セミナーのご案内
「ポジティブ・セリング方法論：中央官庁版（通称：ポジセリ）」

インテンシブ／サマリー版
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3. 参加者の前提

4. 日程と会場、料金

＊お申込後にご担当者様へ請求書を発行させていただきます。

＊特に受講票等はありません。お申し込み後、そのまま会場にお越しください。

＊受付にて、受講者確認をいたします。名刺をお持ちください。

＊当日は、10:00スタート、9:30受付開始

＊本年は、セミナー会場と懇親会場は異なりますのでご注意ください。

5. 教育の形式

セミナー形式を取り、官公庁システム営業の実戦経験豊富な弊社講師が講義。

適宜、質問を受け付け、参加者の疑問と悩みにお応えします。

インテンシブ・コースの弊社講師

奥井規晶（弊社代表取締役会長）
日本ＩＢＭ、ボストン・コンサルティング・グループ、アーサー・Ｄ・リトル、ベリングポイント等を経て、
2004年に独立。早稲田大学大学院ビジネススクール客員教授を経て現在にいたる。数々の戦略
コンサル案件や官公庁案件、自民党IT戦略特命委員会の支援に携わる。著作、ＴＶ・ラジオ出演多
数。1422ラジオ日本毎週木曜7:17-7:58「奥井規晶のニュースいいたい放題！」レギュラー出演
中。
（主な役職）

• 株式会社インターフュージョン・コンサルティング代表取締役会長

• 一般社団法人官民データ活用共通プラットフォーム協議会代表理事

• 一般社団法人キューバ・シガー教育協会副会長

• 経済同友会会員

コース名 目的 前提 対象

PSI-S:
インテンシブ／
サマリー版

ポジティブ・セリングのサマ
リーを習得して御用聞き営業
から脱却

官公庁営業を経験し、その基
礎を身に着けている事

官公庁向け営業の
・企画部門
・担当営業
・営業に関わるＳＥ

コース名 日程と会場 料金

PSI-S:
インテンシブ／
サマリー版

2019年2月12日（火曜日）
10:00～17:45
＠東京国際フォーラム G510

¥50,000
(+消費税¥4,000)
合計 ¥54,000

懇親会
2019年2月12日（火曜日）
18:00～20:00
＠東京国際フォーラム G402

上記参加者は無料
懇親会のみ参加者は ¥5,400
（消費税込み）
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インテンシブ／サマリー版コース(PSI-S)のカリキュラム（予定）

0. はじめに（10:00～10:15）

ご挨拶(弊社より、コース説明、会場内案内等)

1. 新たな時代の営業戦略と管理方法(10:15～10:45)

近年の動きで何が変わったか、官公庁における顧客価値とは、

新たな時代の営業戦略の立て方、営業管理プロセス

2. ポジティブ・セリングの実戦(10:45～12:00)

2.1 新たな時代のポジティブ・セリング・プロセス

情報収集、顧客価値の確認、顧客コミュニケーションモデル、ソリューション整備、営業体制整備、

主導権獲得とアライアンス体制整備、官と政の巻き込み、キャンペーン計画／実施、

コール管理プロセス設定、ＤＭＵ把握、案件毎の仮説構築、提案／契約、フォロー

2.2 技術点での勝ち抜き方

高い技術点を獲得するためのポイント、提案書作成プロセスの基本的な流れ、

提案書の書き方の基本的なポイント、提案プレゼンテーションの基本的なポイント

ランチタイム12:00～13:30 東京国際フォーラムの屋台村をお楽しみください。

3. 国家戦略アップデート（13:30～15:00)

3.1 「Society5.0」関連国家戦略（世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画
、未来投資戦略、イノベーション総合戦略、デジタル・ニッポン2018）

3.2 デジタルガバメント実行計画と全府省中長期計画

3.3 デジタルファースト法案

(休憩 15:00～15:15)

4. デジタルガバメントテクノロジーの動向（15:15～16:15)

4.1 ＡＩ／ＩｏＴ／ロボット／xxTechの行方

4.2 官民データ活用のアーキテクチャー

(休憩 16:15～16:30)

5. 来年度ＩＴ関連予算の読み解き（16:30～17:30）

5.1 ＩＴ関連予算分析

5.2 補正予算、新年度予算

6. 終わりに(17:30～17:45)

全体を通したご質問、講評等

弊社より、懇親会案内等

＊青字は本年度の強化改訂、追加トピック
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お問合せ先
(株)インターフュージョン・コンサルティング セミナー事務局担当
℡: 03-5419-7171 電子メール: ifcps@interfusion.jp
ホームページ: http://www.interfusion.jp

氏名 所属 インテンシブ 懇親会

お申込企業名

ご担当者 氏名: 所属:

℡: 電子メール:

請求書宛先
お申込後、弊社よ
りご請求させてい
ただきます。

部署名(請求先ご担当者名):

住所:〒

ポジティブ・セリング方法論：中央官庁版インテンシブサマリー版コース

2019年2月12日（火）＠東京国際フォーラムG510 申込書

上記セミナーに、以下の参加者で申し込みます。 ☑マーク記入

ご連絡事項：（請求支払手続きは御社に合わせますのでご遠慮なくご連絡ください。）

FAX宛先:03-5419-0597

㈱インターフュージョン・コンサルティング セミナー事務局 行き

対象 参加人数 金額合計 合計金額

インテンシブコース 人 円
円懇親会 人 円

但し、
インテンシブコース＠¥54,000
上記参加者は懇親会無料
懇親会のみの参加は@5,400
いずれも消費税込
懇親会費は当日支払も可能

mailto:ifcps@interfusion.jp
http://www.interfusion.jp/
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会場のご案内
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