価値ある仕事がしたいなら！
今 、踏み出そう
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独立クリエイターにとって高いデザインスキルは必要不可欠です。もし、もうワンランク上の「価値ある仕事」を本気で獲得したい

なら
「現場で活きる営業スキル」を身につける必要があります。
クライアントとの出会いから、オリエンテーション、プレゼンテー

ション、制作作業、納品、そして次の受注につなげるために、
クライアントに対しどのようにコミュニケーションしていけばいいの

か？その考え方、具体的ノウハウの「基本」を情熱の学校、エサキヨシノリ氏が現場目線でお伝えいたします。
「 営業が苦手だなぁ。
基本から学びたいなぁ。」
と感じているあなたに聴いて頂きたい実践型シリーズセミナーです。ブランディング・プロデューサー

であるエサキヨシノリ氏の視点で、１０回シリーズセミナーを実施いたします。

開講日程

受講料のお支払い

5 月 16日
（木）、23日
（木）、30日
（木）

（木）、13日
（木）、20日
（木）
6 月 6日

各回19：00〜21：00（受付開始18：30）

7 月 4日
（木）、11日
（木）

（木）、8日
（木）
8 月 1日

※但し、5月16日、5月23日、8月1日は19：00〜21：30となります。

第1回〜7回は単発受講が可能です。但し、
ストーリー仕立ての

講義ですので連続受講をおすすめします。第8回〜10回はワー

クショップ形式のため、連続受講が条件となります。

会場

大阪デザイン振興プラザ（ODP）多目的ルーム

●講師の急病、天候不良などにより開講を延期または中止する
場合がございます。

●受講料は、各回の受講当日受付にてお支払いください。

お申込み・お問合せ
WEBサイトのお申込みフォームよりお申込みください。

大阪デザイン振興プラザ（ODP）事務局
TEL
06-6615-5510

（10：00〜18：00／日曜・祝日・年末年始は休館）

URL

対象

営業力を身につけたいデザイナー・クリエイター、

これから創業しようとするデザイナー・クリエイター

25名（各回）

キャンセル料は発生いたしません。

また、お電話でお申込み・お問い合せも可能です。

大阪南港ATC ITM棟10階

定員

●キャンセルの場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

受講料

2,000円（各回／税込）

http://www.osaka-design.co.jp/

個人情報の取り扱いについて
（公財）大阪産業局では、お客様の個人情報に関して、
プライバシーの保護に最大限の
注意を払っております。お客様の個人情報は、お客様の同意なく第三者へ提供いたし
ません。
また「本セミナー受付」以外の目的には利用いたしません。詳しくは財団WEB
サイトをご覧ください。
（ http://www.sansokan.jp/privacy/）

講師

エサキ ヨシノリ 氏

情熱の学校／情熱ブランディング・プロデューサー

純日本系＆外資系、両方の広告代理店営業マンと
して各 種 企 業 のコミュニ ケーション 活 動 をプ ロ
デュース。その後、2005年に独立し、中小企業の
ブランド力向上を通じて、自社の想いをちゃんと
伝えられる会 社を一 社で も多く創りだ すた め の
コンサル＆セミナー事業、そして同時に独立クリ
エイターを対象にした営業力
アップセミナーを大阪拠点に
展開中。

情熱の学校とは？

大阪コミュニケーション業界のプロが、
「モノは良いけど売れへん」
と悩む関西
の中小企業にアピール力向上を通じて
「熱いオンリーワン・ブランド」へと変身
することの重要性を伝道する新しい形の
「なにわ企業活性プロジェクト」。

www.jounetsu.jp/

独立クリエイターの営業力アップ塾 スケジュール

価値ある仕事がしたいなら！ 今、踏み出そう

会 場／大阪デザイン振興プラザ（ODP）多目的ルーム

第1回

戦略的営業力アップ、そのための
ブランディング発想のススメ

戦略的営業力アップ、そのための
ブランディング発想のススメ

第 6回

日程／5月16日（木） 時間／19：00〜21：30（受付時間18：30）

日程／6月20日（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

あなたは、将来どんなクリエイターになりたいですか？クライアントからの無茶

プレゼンテーション後、案件獲得！実はここからの営業活動こそ重要であるにも関

クライアントをあるべきゴールへと導き、信頼され 、尚且つ安定したお金を稼い

ジュール・予算管理はもちろん、クライアントを不安にさせないちょうどいい報・

動が戦略的か否かを考えてみてください。そして、戦略的営業力をアップするた

あまりクライアントとのコミュニケーションが希薄になることのないように、どん

ぶりに耐え気力・体力を削りながら働くクリエイターですか？それとも主体的に

わらず、多くのクリエ イター 達 が お ざ なりにしがち なフェーズ な の で す。スケ

でいけるクリエイターですか？もし、後者をめざすなら、まずはあなたの営業活

連・相、そして予期せぬ事態に対する迅速な対応など。制作作業に没頭し過ぎる

めに、単に依頼された制作物を作る発想ではなく、クライアントのブランドを創

な営業の技があるのかについて触れていきます。

る発想 、その 上で の「 営 業 」をオススメします。第 1 回 はシリーズ の 総 論として独
立クリエイターのめざすべき戦略的営業力アップの全体像をお伝えします。

第 2回

戦略的営業力アップ、そのための
ブランディング発想のススメ

第7 回

クリエイターとしての心構えと
自分ブランド・コンセプトを持つ

日程／7月4日（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

成果物納品完了！そこで安心してはダメ！
！価値ある仕事を得続けるクリエイターほど、

日程／5月23日（木） 時間／19：00〜21：30（受付時間18：30）

アフターフォローをしっかり仕切ります。それは単発の仕事に終わらせない継続的ビ

クライアントとの出会いから
「お！君は他とは違うねー！」
と思わせるために、まずは

ジネス関係を自ら創るための戦略的営業アクション。現場でのエピソードをもとに具

クリエイターとしての独自の心構えと自分自身のブランド化への軸となるコンセプトを

体的にお話ししていきます。

明確にすることが大事。
クライアントのブランドを創る発想で戦略的営業力をアップ
するために、あなた自身を主体的に相手にアピールする第一歩を考えます。

ワークショップ 形式

第 3回

出会い頭から好印象を与える
アピールツールを手に入れる

第8 回

ガチンコ・営業スタジアム①

オリエンテーション＋作業開始

日程／5月30日（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

日程／7月11日
（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

あなたが出会うべきクライアント向けに、ちゃんと形にしましょう！名刺、ホーム

リューションを提案していただきます。
オリエンテーションから、企画・制作、
プレ

あなたの心構えや自分ブランド・コンセプトが明確になったら、今度は、それらを

受講生をグループに分け、
クライアントからのガチの依頼案件に対し、
ガチでソ

ページ、ポートフォリオなど、あなた自身を効果的にアピールするツールを戦略

ゼンテーション、更にその間の営業活動までをトータルで体験していただきま

的に使い分けることにより、クライアントが持ち始めるあなたへの好印象をＭＡ

す。初回はオリエンテーションをクライアントから受けていただき、質疑応答。
そ

Ｘに引き上げる技を披露いたします。

第 4回

の後、企画作業を各グループでスタートしていただきます。

相手の要望以上の情報を
オリエンテーションでキャッチする

第9 回

日程／6月6日（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

プレゼンテーション

日程／8月1日
（木） 時間／19：00〜21：30（受付時間18：30）

「受けて欲しい案件を説明するから明日来てください」
とオリエンテーションの話が

各グループからのプレゼンテーション。
プレゼンテーション内容（提案と営業レ

舞い込んできた。実はこの瞬間から勝負は始まっています。価値ある仕事を勝ち取

ポート）についてクライアントと審査員が評価。順位をつけます。

るために、単にクライアントからの説明をメモするだけではなく、その後のプレゼ
ンテーションで勝つためのオリエンテーションの極意をお教えします。

第 5回

ガチンコ・営業スタジアム①

第10 回

あなたの価値を売り込む
プレゼンテーションで勝つ

ガチンコ・営業スタジアム①

おさらい会

日程／8月8日
（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

プレ ゼ ンテ ーション 内 容と審 査 結 果 に つ いて、お さらい 。講 師 の エ サ キ

日程／6月13日（木） 時間／19：00〜21：00（受付時間18：30）

氏から各グループへ最後のアドバイス。

オリエンテーションで得た情報をもとにクライアントにあなたの価値を如何に売り
込むか？！その最大のイベントがプレゼンテーションです。
そして、
プレゼンテーション

で勝つためには当日のパフォーマンスだけではなく、前日までの準備、終了直後から

第1回〜7回は単発受講が可能です。
但し、ストーリー仕立ての講義ですので連続受講をおすすめします。
第8回〜10回はワークショップ形式のため、連続受講が条件となります。

のフォローアップ など、クライアントに 対 する様々な 営 業 活 動 が 重 要 に なりま

す。そ ん なプレ ゼ ンテ ーション の 現 場 で 必 要 なノウハウに つ い て お 話ししま

大阪デザイン振興プラザ（ODP）は、大阪市とアジア太平洋トレードセンター株式会社（ATC）が設置するデザイナー・クリエイターの独立・創業を支援する施設です。
新大阪
至神戸
JR 環状線

大阪デザイン振興プラザ（ODP）事務局

お問い合せ

559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10Ｆ

コスモスクエア

ATC

トレード
センター前

（10：00〜18：00／日 曜・祝日・年末 年 始 は休 館）

［E-mail］info@osaka-design.co.jp

［Web］https://www.osaka-design.co.jp/

西梅田

弁天町

（ニュートラム）

至京都

本町
なんば

梅田・本町・なんば方面からは、OsakaMetro中央線「本町駅」から
下車
（本町駅から約20分）
、
改札からATC ITM棟2階まで直結、
徒歩3分

OsakaMetro
中央線

森ノ宮

長田 生駒

●JRをご利用の場合
環状線「弁天町駅」
からOsakaMetro中央線に乗り換えコスモスクエア

OsakaMetro
四つ橋線
大国町

経由で約15分
「トレードセンター前駅」
下車直結

天王寺
住之江公園

●電車
（OsakaMetro）
をご利用の場合
「コスモスクエア駅」
でニュートラムに乗り換え、
「トレードセンター前駅」駅

梅田

南港ポートタウン線

中ふ頭

JR

大阪

OsakaMetro
御堂筋線

●南海バスをご利用の場合
堺東・堺〜ATC（大阪府咲洲庁舎前）間を結ぶ南海バス
「南港線」
を運行

