新地域システム創研業務体系図

実践指導・協力
実践指導・協力

新地域システム創研
指定管理者制度支援
事業計画策定支援
施設運営計画支援
マーケティング活動支援

計画策定
計画策定
調査・分析
調査・分析

マーケティング戦略に基づく
情報発信・ホームページ制作

現状分析･課題抽出
現状分析･課題抽出

マーケティング調査・分析支援
アンケート調査設計・集計・分析
データ集積・分析
マーケティング活動支援
エリアマーケティング
セールスプロモーション・イベント
ディーラーヘルプ

実践指導・協力

コンサルティング活動

経営戦略策定

マーケティング戦略策定支援

現状分析 経営分析

マーケティング思考
マーケティング思考

第三セクター 指定管理者

地域経営戦略
地域経営戦略
地域経営･マーケティング

官民連携事業

地域イベント支援
企画・計画・指導
ユニバーサルイベント支援
各種計画策定支援
長期総合計画
地域振興・活性化計画
地域マーケティング計画
地域情報受発信システム構築支援
農業関連各種計画
地域コミュニティ活動計画
調査・分析支援
アンケート調査設計・集計・分析
データ集積・分析

調査・分析
調査・分析
各種戦略策定
各種戦略策定

第三セクター経営指導
マーケティング戦略策定支援
運営計画・財務システム支援
事務運営システム支援

実践指導・協力
実践指導・協力

新地域システム支援業務案内
新地域システム支援業務案内
■長期総合計画策定支援
・長期総合計画策定基礎調査
・住民アンケート設計・集計・分析
・地区別ワークショップの運営指導
・基本構想策定支援
・基本計画策定支援
・戦略プロジェクト策定支援
■地域マーケティング戦略支援
・地域生産物の物流・流通戦略支援
・地域特産物流通戦略支援
・地域ブランド戦略･地産地消活動支援
・地域産業マーケティング戦略支援
・地域活性化戦略ビジョン策定支援
・地域観光戦略・観光振興計画支援
・地域情報システム・戦略策定支援
・地域ＣＩ戦略策定支援
・地域イベント戦略策定支援

■地域振興各種計画策定支援
・各種施設整備ソフト計画
・都市農村交流各種計画
・第三セクター設立および運営支援
・介護保険事業計画・老人保険福祉計画
・山村振興・農業構造改善事業計画
■その他地域関連調査・計画
・農業、漁業、商業、観光等々に関する調査
・ジャパンブランド・一地域一観光の支援
・その他地域に関する各種事業の支援
■経営コンサルティング業務
・第三セクター･指定管理者経営コンサルティング
・経営分析、現状分析による経営戦略策定支援
・経営先約、マーケティング戦略策定支援
・各種調査･分析支援業務
・ホームページ制作

各種調査･分析による戦略･計画策定支援
現状調査・分析を中心に戦略・計画策定の支援
■現状調査・分析を中心に、戦略･計画策定の支援業務
●現状調査・分岐は、データ収集・文献収集および分析、現地訪問調査、ヒアリング調査、アンケート調査等によ
り実施。
●担当部門および関連部門等とのコラボレーション体制の確立
●調査・分析内容としては
★マーケティングリサーチ
★新製品開発のヒントや新製品のテストマーケティング
★消費者意識調査
★企業名、商品名の認知度調査 等々
●アンケート方法は、顧客リストによるDM、Web・ＣＧＩによる書き込み、Ｅメール、電子書類が考えれます。そのほ
かメーリングリスト保有企業との連携も考えられます。

展開例のフロー図
展開例のフロー図
現状調査
現状調査

訪問・ヒアリング調査
訪問・ヒアリング調査
データベース構築・分析
データベース構築・分析
アンケート調査・集計
アンケート調査・集計

現状分析・課題抽出
現状分析・課題抽出
方向性の検討
方向性の検討
仮説目標の設定
仮説目標の設定
実現性の分析・検討
実現性の分析・検討
基本方針の確定
基本方針の確定
マーケティング基本戦略の策定
マーケティング基本戦略の策定
個別戦略の策定
個別戦略の策定

設計､集計､クロス､三重クロス

課題に基づく方向性の検討
アイデア集積による仮説・目標の設定
仮説および目標に対する実現性の検討

各種検討の上、基本方針の決定、ターゲットおよびセリア確定
マーケティング基本戦略の策定／中長期計画

ブランディング戦略
ブランディング戦略

流通戦略
流通戦略
広報・販売促進戦略
広報・販売促進戦略

マーケティング活動の展開
マーケティング活動の展開

関連データ収集・分析

現状調査に基づく現状分析および課題抽出

製品戦略・価格戦略
製品戦略・価格戦略

実施計画の策定
実施計画の策定

ターゲット､ターゲットエリア

短期実施計画・毎年のロウリング計画
マーケティング活動の実施支援活動

企業理念,CI､ブランディング
戦略製品・価格戦略
エリアマーケティング､
流通ルート､代理店システム
広報・PR,宣伝
プッシュ戦略・プル戦略

マーケティングデータベース制作支援
データベース・アンケート調査：アンケート設計・集計・分析
マーケティング戦略策定業務から、データベースやアンケート票設計、入力・集計・分析等のお手伝いをいたします。
機種はＭＡＣ、ＷＩＮの両方が可能です。
■アンケート設計

■クロス集計

■報告書の作成

■グラフ化および分析

経営戦略・マーケティング戦略支援業務案内
経営戦略・マーケティング戦略支援業務案内
■経営コンサルティング
・経営戦略・マーケティング戦略策定支援
・マーケティング調査・データ集積・分岐
・アンケート調査設計・集計・分岐
・セールスプロモーション企画･イベント企画
・エリアマーケティング
・ディーラーヘルプ

■インターネットを活用したマーケティング戦略
の展開支援
・ホームページの企画・制作
・中国向けホームページ・プレゼンテーション制作
・オンデマンドカタログ等の企画・制作
・顧客管理システムの構築
・PCによる各種文書管理

各種イベント・ユニバーサルイベント
各種イベント・ユニバーサルイベント企画・運営・指導
地域イベントは、地域振興・地域づくり活動において重要な役割を担っています。また、これからの地域はユニ
バーサルコミュニティの構築が求められています。これらの目的を達成する手段としてのイベントの必要性、企画
から実施・運営まで一貫して指導します。

■イベントづくりの流れ
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第三セクター･指定管理者経営診断支援業務
利用料金制度導入指定管理者経営診断フロー図
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株式会社新地域システム創研
昭和54年12月19日
平成11年2月１日現社名に改称
〒151 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目53番12号
代々木ハイランドマンション802号
TEL 東京03（3469）8852 FAX 東京03（3469）8853
E-mail : akaba@tiiki.net
URL : http://www.tiiki.net/
授権資本 2,000万円 払込資本 1,000万円
代表取締役
赤羽 政嗣
1）新地域システム・地域経営コンサルティング
2）地域イベント企画･運営･指導
3）各種調査･集計･分析、データベース構築
日本イベントプロデュース協会会員
実践経営学会会員
NPO法人ユニバーサルイベント協会会員

健全な指定管理施設運営

株式会社地域システム創研会社概要書
株式会社地域システム創研会社概要書

収益事業計画策定および実施支援

収益事業の戦略策定

公益事業・
収益事業の可能性の検討

管理・
運営実施支援計画

管理・
運営計画・
実施計画策定

利用料金制度における事業検討事項

財務
務力
力分
分析
析
財

資金回転分析
資金回転分析
当座・流動分析
当座・流動分析
曽根記分岐点分析
曽根記分岐点分析
原価管理分析
原価管理分析
その他
その他

問題点抽出・
課題抽出

労働生産性分析
労働生産性分析
付加価値分析
付加価値分析
販売力分析
販売力分析
営業力分析
営業力分析
その他
その他

現場調査・
ヒアイング調査・
アンケート調査・データ分析

経営
営力
力分
分析
析
生産
産性
性分
分析
析
経
生
現状
状調
調査
査・
・
分析
析
現
分

収益性分析
収益性分析
安全性分析
安全性分析
効率性分析
効率性分析
成長性分析
成長性分析
その他
その他

管理・
運営面における検討事項

実態
態調
調査
査
実

当該施設の実態
当該施設の実態
運営面
運営面
管理面
管理面
資金面
資金面
収益事業の実態
収益事業の実態

株式会社新地域システム創研主要業務実績
■企業マーケティング関連業務■
株式会社サントリー ディーラヘルプ
「酒販店経営実務百科」全5巻
企画・編 集・制作
株式会社イトーキ ディラーヘルプ
「イトーキチーム報」企画・編集・制作／
昭和45年〜平成7年
住友海上火災保険株式会社
セールスレディ対策
リスクプランナー・マニュアル企画・制作
株式会社金露
セールスプロモーション企画・推進
株式会社真澄
セールスプロモーション企画・推進
株式会社TSP太陽EI事業部
企画開発チーム・企画開発推進
日本サン石油株式会社
マーケティング戦略策定推進・指導
その他企業
マーケティング・コンサルティング多数
■各種イベント関連業務■
千葉県君津市イベント診断・指導
佐賀県有田市陶器市診断指導
愛知県豊根村施政100周年
記念イベント企画立案指導
奈良県大塔村施政100周年
記念イベント企画立案指導
長野県辰野町ほたる祭り診断・指導
NTTテレマーケティング・フェア、
セミナー部門ディレクター
JAPAN EXPO信州博覧会
「快適別荘村」プロデューサー
JAPAN EXPO信州博覧会
「森の館」プロデューサー
熊本県地域イベントセミナー講師
㈶電源地域振興センター
地域活性化イベントセミナー講師
㈶地域活性化センターイベントセミナー講師
97九州；電気のふるさと交流会イベント講師
2002 INAS-FIDサッカー世界選手権大会
日本組織委員会事務局次長
青森県地域イベントセミナー講師
その他イベント企画・指導多数
■ホームページ制作業務■
日本イベントプロデュース協会
ＮＰＯユニバーサルイベント協会
ＮＰＯ九州キラキラみなとネットワーク
実践経営学会
株式会社地域振興研究所
株式会社オリジナル・メディア・サービス
その他

■地方自治体関連業務／1業務1カ年■
[地方自治体法に基づく長期総合計画策定業務]
長野県須坂市,長野県辰野町,長野県山ノ内町, 鹿
児島県内之浦町,長崎県上五島町,大分県千歳村,
宮崎県五ヶ瀬町,茨城県水府村
[商業、商店街、農産物流通等地域マーケティ
ング業務]
静岡県中根町,熊本県菊水町.長崎県上五島町,京
都府綾部市,京都府綾部市黒谷和紙,京都府綾部
市黒谷和紙マーケティング,京都府綾部市「黒谷和
紙の里」ビジョン策定.岩手県東和,宮崎県農産物
首都圏流通体制整備調査,宮崎県農産物総合物
流・関東地域農業流通調査,宮崎県農産物総合物
流・関西四国農業流通調査,宮崎県農産物総合物
流・東北地域農業流通調査,宮崎県TSL輸送体制
準備調査,宮崎県林産材広域流通拠点調査,宮崎
県フードシステム高度化推進基礎調査,宮崎かつ
お共同出荷体制基本計画,茨城県東海村商工会
特産品販路開拓,千葉県富山町館山道ＳＡ･道の
駅「富楽里とみやま」経営指導,財団法人熊本グラ
ンメッセ指定管理者制度調査
[地域振興計画・地域活性化計画策定業務]
岩手県大迫町,群馬県武尊町,栃木県塩谷町.宮城
県宮崎町,愛知県豊根村,長野県辰野町,富士五湖
広域圏観光情報提供システム,山梨県道志村,熊本
県菊水町福岡県星野村,福岡県春日市福岡県二
丈町,佐賀県観光振興,大分県千歳村,奈良県南和
地域,宮崎県串間市,熊本県白水村,熊本県泉村,
熊本県大矢野町,長野県白馬村
[農林水産業構造改善事業等振興計画策定業務]
神奈川県松田町,長崎県勝本町,長崎県勝本町,岩
手県大迫町,大分県千歳村
新農業構造改善事業「グリーン・ツーリズム」モデ
ル整備構想策定:徳島県佐那河内村,宮崎県五ヶ
瀬町,滋賀県余呉町, 神奈川県小田原市,宮崎県
綾町,長崎県勝本町,佐賀県呼子町,埼玉県荒川町,
長野県上田市,福島県相馬市,栃木県栗山村,佐賀
県神崎町,
宮崎県五ヶ瀬町長野県上田市,神奈川県小田原市,
長野県上田市,長崎県大村市,滋賀県マキノ町,そ
の他支援事業
■中央省庁関連業務■
[農林水産省関係業務]
観光立村推進委員会,農家民宿交流・体験サービ
ス調査,北陸ブランド育成施策調査,観光交流の推
進による大都市圏周辺地域の活性化方策調査, 観
光交流による富士箱根伊豆都市交流実態調査,む
らづくりNPO活動実態調査,NPO等との連携による
むらづくり推進手法調査

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目53番12-802号
TEL ０３−３４６９−８８５２ FAX ０３−３４６９−８８５３
Email: akaba@mac.com akaba@tiiki.net
URL: http://www.tiiki.net

