
 

 
 
 

 　

 　

 

 0120-958-270まずはお問い合わせください
［平日 9:45～17:30対応］日程がどうしても

合わない企業様へ
個別経営相談承ります

＜担当：藤堂＞

お申し込み方法 右記のQRコードから
読み取りいただきお申し込みください。

セミナー情報をWEBページからご覧いただけます。

https://www.funasisoken.co.jp/
seminar/067747

WEBからのお申し込み

第1講座　

まとめ講座　

第2講座
ゲスト講演

第3講座　

講座 内容

建設市場が縮小する中で、これから何に取り組むべきか！

明日から 皆さまに取組んでいただきたいこと

いち早く地元の大手製造業にIoT提案を行い、高利益工事を受注！

IoT提案で利益率が高い工事を受注している工事会社の事例！

● これからの時代力強く成長する為のIoT提案のポイントとは？

〈事例１〉IoT提案をはじめてわずか1年で新規取引10社！  数千万円の工事につながった事例！
〈事例２〉IoT提案をきっかけとして、2年間で43社からの見積依頼を直接獲得に成功！
〈事例３〉利益が増えて、社員も増えて、良い会社になった！  IoT提案で訪れた会社の変化

釡谷 洋平

中山 慎司氏

エネルギー支援部
電気・設備工事業チーム
リーダー

エネルギー支援部
電気・設備工事業チーム
チーフコンサルタント

中山水熱工業株式会社
代表取締役

藤堂 大吉

エネルギー支援部
電気・設備工事業チーム
リーダー
藤堂 大吉

●
●
●

2021年以降の建設市場を徹底解説！冬の時代に入る中でどのような営業戦略立てるべきか！
これから期待できない公共工事・・・“業績が良い民間企業”から工事を受注する方法とは？
５G時代突入！ IoT提案にいち早く取り組むことで工事が増え、利益が増える！

●
●
●

自社独自開発の“機械の異常を見える化するIoT”で予防保全をお客様に提案！
IoT提案により、生産不良やトラブルが減り、省力化につながり、とても喜ばれる！
これからお客様から、建設業、設備工事業に求められること

●
●
今、提案すべきIoTはコレだ！刺さる業種別IoT提案を一挙大公開！
日本全国でIoT提案を活用して新規受注を実現させる工事会社事例を大公開！

 

全4日程
オンライン開催
東京・大阪本社

2021年 1月22日 　13:00～16:00 ＠船井総合研究所東京本社

ログイン開始／12:30より

ログイン開始／12:30より

□これから注目を集めるビジネスをいち早く展開したい
□価格競争に入らない工事提案がしたい
□今の延長線上ではない成長を実現させたい
□元請工事比率を向上させ、盤石な経営基盤を創りたい
□５年後に大きく成長しているビジョンを描きたい
□地域一番企業に成長し有力企業からの工事を受注したい
□良い仕事で利益を出し、良い会社へと成長させたい

IoTビジネス新規参入経営者セミナー工事会社向け

金

2021年 1月26日 　13:00～16:00 ＠船井総合研究所大阪本社火

2021年 ２月２日 　13:00～16:00 @WEB開催火

2021年 ２月５日 　13:00～16:00 @WEB開催金

全4日程
東京・大阪本社
オンライン開催

2021年 1月22日 　13:00～16:00 受付開始/12:30より

ログイン開始／12:30より

ログイン開始／12:30より

金

2021年 1月26日 　13:00～16:00 受付開始/12:30より
＠船井総合研究所東京本社

＠船井総合研究所大阪本社火

2021年 ２月２日 　13:00～16:00 @WEB開催火

2021年 ２月５日 　13:00～16:00 @WEB開催金

この様な方に
お奨めの
WEBセミナー

です！

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研 大阪本社ビル株式会社 船井総合研究所 船井総研オフィシャルサイト http://www.funaisoken.co.jp

ＴＥＬ0120-964-000 平日9:30～17:30
申込に関するお問合せ：星野
内容に関するお問合せ：藤堂

設備工事・電気工事業IoTビジネス新規参入セミナー　お問合せNo.S067747

セミナーを主催する株式会社船井総合研究所はこんな会社です！
中小・中堅企業を対象に、日本最大級の専門コンサルタントを擁する経営コンサルティ
ング会社。業種・テーマ別に「月次支援/経営研究会」を両輪で実施する独自の支援ス
タイルをとり、「成長実行支援」「人材開発支援」「企業価値向上支援」「DX(デジタル
トランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高い「グレートカンパニー」を
多く創造することをミッションとしている。
その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業
界経営者から高い評価を得ている。

設備工事・電気工事業IoTビジネス新規参入セミナー

専門工事会社セミナー

上記業種の経営者様

電気工事・設備工事・給排水衛生工事
プラント工事・機械工事・保温工事
電気制御・エンジニアリング

このような企業の方が対象です

一般価格　税抜20000円（税込22000円）/1名様
会員価格　税抜16000円（税込17600円）/1名様

安値受注、建設需要減、オリンピック特需減

コロナ禍で1%の
先進的な経営者が気づき取り組み始めた ビジネスIoT

すでに始まっている

今、始めるべきビジネスは何なのか？

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。 
新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、録画等によるウェブ開
催へ移行させていただく可能性がありますので、何卒ご理解をいただきま
すようよろしくお願い申し上げます。また、来場にてご参加される際は、
ご案内時に注意点がございますので必ずご確認ください。

主  

催

受付開始/12:30より

受付開始/12:30より



先行きが見えない不安時代を乗り越える為に 工事会社が今できる事とは？
これからを見据え このような工事会社になりたい
公共工事や下請工事に依存する体制を脱し、自社の提案・工事力で仕事を受注できる工事会社

多くの民間顧客から元請工事を受注していき、安定的な事業基盤を構築している工事会社

価格競争に入ることなく、高い付加価値のある工事を提供できる工事会社

多くの協力会社と多くの社員が一致団結し、工事対応をしていく会社

業績面・人材面共に無理なく安定的に成長をしていく流れが見えている工事会社

その手法が 差別化できる工事 によって高利益率工事の新規顧客工事を開拓することです

は
に
的
体
具

･･･

！

IoT提案
×工事会社

の

５G時代
新ビジネ

ス

民間元請
受注

IoTを切り口に　
お客様に生産性向上・コスト削減を提案

他社と競争することなくお客様に喜んでいただき　
高利益率元請工事を受注する

！

！

実際にこのようなIoT提案で  が 地域の中小工事会社 中堅・大手製造工場からの元請受注 成功 に　　　　しています！
回転機

予知保全IoT
タンク

残量監視IoT
事業所内
電力監視IoT

配管内
流量監視IoT

排水処理設備
水質管理IoT

各部屋の
圧力監視IoT

事業所内
換気アラームIoT

ポンプ、ファン・ブロア等のトラブル発生
の予兆を見える化します。保全・生産ロ
ス損失の予防を提案できます。

薬液や貯水タンクの残量確認を目視で
行っている事業所も多くあります。
IoT活用で常時監視が容易にできます。

分電盤・動力盤・設備ごとに
電力情報をリアルタイム監視できます。
原単位把握などで役に立ちます。

金型冷却水の流量を把握することで配管
閉塞に関するトラブル予防や不具合品の
発生率低減の参考値になります。

処理後の水質（BOD,COD,pH等）を
リアルタイム監視し閾値を
越えていないかを常時把握できます。

クリーンルームや温度管理が必要な事業所
において、管理エリアの状況監視や他部屋
運用による影響を見える化できます。

CO２濃度を指標として
空間内の換気状況が適切であるかを
見える化することができます。

成功企業も最初は「IoTって難しくて自社ではできないというイメージが」と言っていましたが…

安心して提案できる「IoT提案パッケージ」が出来上がっており、それを活用しています！
特別講

演
本セミナーではゲスト講師として

代表取締役　中山慎司氏

IoT提案で成功されている

IoT提案を通して、いかに顧客との関係強化につなげ
　　メンテナンスや工事につなげていくのかをお話しいただきます！
同社の取組を成功事例として自社に落とし込むことができます！

中山水熱工業
株式会社

昭和44年創業。配管を中心とした機械設備工事を主体として、電気・計装・制御システム・塗装・断熱・建築・土木工事など多分野に関わる業務にて
工事を納めている。時代に求められる技術提案という事で、IoT領域へも進出。自社製品として製作された機械の異常検知システムは日本プラントメ
ンテナンス協会でTPM優秀商品賞も受賞する性能を誇り、お客様へ多くの納品実績を持つ。旧態依然の工事会社という立ち位置を一歩踏み出し、時
代に求められる新たな価値を提供し続ける衆目の企業である。

ものづくり「見える化
」成功事例波形解析・波形判定

技術による

IoT提案の具体的な やり方・進め方・成功事例 をお伝えします！
提案から見積提

出まで準備

IoT提案パッケ
ージと活用方法

現状体制・営業
マン増員無しで

できる

新規顧客獲得手
法＆事例

●
●
●
●
●

営業経験ゼロ企業が元請受注半年で6社獲得 !
デジタルを活用して毎月２件の案件獲得 !
情報誌営業を展開して1年間で21社の新規開拓 !
ＷＥＢセミナーでIOTを紹介して8件の受注 !
新人営業マンを活躍させて8社の新規開拓 !

●
●
●
●
●
●

IoT提案技術概要書
IoTツールメーカー面談ヒアリング集
お客様紹介用リーフレット
提案ヒアリングシート
お客様提出提案書テンプレート
お見積り提出手順書　等々

ごく普通の工事会社でも高利益率工事受注ができます

中山水熱工業株式会社 代表取締役 中山慎司様が講演 !

本セミナーのゴールは
これだけです！ 「民間新規顧客」の「高収益工事」が次 に々 できるようになる！受注５G時代の新ビジネス。これから伸びる市場に参入するからこそ

約3時間の
セミナーの

中で

時間が許す
限り



日時・会場

受講料

お申込方法

お問合せ

一般価格 税抜 20,000円（税込22,000円）／一名様
税抜 16,000円（税込17,600円）／一名様会員価格

株式会社 船井総合研究所

（平日9:30～17:30)

●申込みに関するお問合せ：星野　　●内容に関するお問合せ：藤堂：

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

設備工事・電気工事業IoTビジネス新規参入セミナー お問い合わせNo.

開催要項
東京会場にてご参加

お申込みはこちらからお願いいたします

本セミナーは以下日程にて実施いたします。
参加希望日程は、左記ＱＲコードよりお選びいただきます。

会場
開催

WEB
開催

2021年 1月22日（金）13：00～16：00 ＠船井総合研究所東京本社
2021年 1月26日（火）13：00～16：00 ＠船井総合研究所大阪会場

お申込期限 1月18日（月）

開始 終了

S067747

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内（メール）をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案
内（メール）をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手
元に届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを
取消させていただく場合がございます。●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中の
お客様のお申込に適用となります。 ●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下記
事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

2021年1月22日（金）13：00 受付開始
12：30より

（株）船井総合研究所 東京本社　〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階　［JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分］

大阪会場にてご参加

お申込期限 1月22日（金）

開始 終了
2021年1月26日（火）13：00 受付開始

12：30より

オンラインにてご参加

お申込期限 1月29日（金）

開始 終了
2021年2月2日（火） 13：00

（株）船井総合研究所 大阪本社　〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10　船井総研 大阪本社ビル　［地下鉄御堂筋線 「淀屋橋駅」⑩番出口より徒歩2分］

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。 受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。
または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNo. 067747を入力、
検索ください。

TEL：0120-964-000

お申込期限

お申込期限

１月18日（月）
１月22日（金）

2021年 2月 2 日（火）13：00～16：00 @WEB開催
2021年 2月 5 日（金）13：00～16：00 @WEB開催

１月29日（金）
２月１日（月）

【年末年始休業のお知らせ】
12月 28日（月）正午～1月5日（火）まで
※休業期間中は電話がつながらなくなっております。
※Webからのお問い合わせには1月6日以降順次ご回答さ
せていただきます。
※なお、受講申込はWebより24時間受け付けております。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願
い申し上げます。

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。
また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

本講座はオンライン受講となっております。諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

ログイン開始
12：30より

お申込期限 2月1日（月）

開始 終了
2021年2月5日（金） 13：00

16：00

16：00

16：00

16：00ログイン開始
12：30より

▶

▶

▶

▶

F2268
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