
WELCOME

Mitchell (Mitsuhiko)  ITO 

JTB Americas, Ltd 
Head of Research & Development 

＠Silicon Valley Office

Stay Curious, Stay Humble!

Silicon Valleyを中心とした
米国視察＆研修事業の高度化ならびにデジタル化の提案について



Bigmarker（ビッグマーカー）の操作説明
（ワンストップウェビナーツール）

ウェビナー退室
言語変更（Google翻訳）

投影画面最大化

チャット画面最小化

チャット画面復活

https://www.bigmarker.com/resourcesTutorial Videos（英語）

ホストとスピーカーのみのアイコン

https://bigmarker.zendesk.com/hc/en-us/categories/200265049-TroubleshootingTrouble shooting（英語）

ポイント
１、推奨ブラウザは最新のChrome
２、Wifi環境が悪い場合、付近の複数人で接続を控えてください。
３、途中で画面が映らない場合はPC左上の更新 を押してください。
４、それでもだめなら退室して入りなおしてください。
５、後日アーカイブ動画を共有します。

https://www.bigmarker.com/resources
https://bigmarker.zendesk.com/hc/en-us/categories/200265049-Troubleshooting
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Today’s Agenda

1.シリコンバレーオフィス紹介
Introduction

2.シリコンバレーの価値
What’s Silicon Valley

3.COVID-19渦における

今回の提案概要
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第1部：導入（5分+15分） 0.動画紹介
Opening Movie
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4.プログラムの概要

（BizDev Dojoより）

5.ターゲット顧客の

可視化（ミニワーク）

Success and see you again

第2部：ソリューションの実践に向けて
（40分＋25分+5分）

6.まとめ

今後の展開方法

（営業＆提案サポート）
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Mission

メインミッションは、社の第3の創業実現に

向けたオープンイノベーション（共創）の実現

18年5月よりグループ本社経営戦略本部

の海外R&D機能*として初のシリコンバレー

赴任として派遣される

*Research & Development

Policy
「人は挫折（失敗と経験）からしか

成長できない」

Favorite Historical Man
チェ・ゲバラ／マイケル・ジョーダン

挫折

第1の挫折＠幼少の欧州生活

第2の挫折＠Waseda出向

第3の挫折⁉＠Silicon Valley
（挫折はまだだが、COVID-19が来た）

Mitchell  ITO
JTB Americas Ltd.

Head of Research & Development, 

Silicon Valley Office

１、Self Introduction
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１、R&D（事業開発）担当者の役割とは？

自社の魅力（メリット）を伝え、ビジネスパートナー候補に価値提供をし、
スタートアップなどとの共創を通して、自社の社会への価値を高めること

スタートアップ
や他企業

経営層
（新規事業）

個人BU

法人BU

グローバルBU

〇交渉

〇了承
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１、JTBとしての事業の再定義をマーケットスタンダードで行う
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１、Silicon Valleyとは？

Where is  Silicon Valley?

San Jose サンノゼ
Adobe本社
サンノゼ国際空港

Santa Clara サンタクララ
Intel本社、QualcommやNvidiaなど
世界的な半導体企業

Mountain View
マウンテンビュー
Googleの本社

Palo Alto パロアルト
ヒューレット・パッカード、テスラモーター
ズやパランティア・テクノロジースタート
アップもあるエリア。

Cupertino クパチーノ
Apple本社
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１、Silicon Valleyとは？

Where is  Silicon Valley?

San Jose サンノゼ
Adobe本社
サンノゼ国際空港

Santa Clara サンタクララ
Intel本社、QualcommやNvidiaなど
世界的な半導体企業

Mountain View
マウンテンビュー
Googleの本社

Palo Alto パロアルト
ヒューレット・パッカード、テスラ
モーターズやパランティア・テクノ
ロジースタートアップもあるエリア。

Cupertino クパチーノ
Apple本社

シリコンバレーの本質的な価値は‘Diversity’にあり。
巨大テック企業創業者はほとんど移民1-2世（多様性）

36% Foreign Born 52% Immigrant Founded
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１、JTB Silicon Valley R&D Officeとは？
本社J-Webに毎月シリコンバレー特派員
レポートを配信しています。
読んでいる方、ありがとうございます！
まだの方、ぜひ読んでください。

着任以来、1名駐在のため、

現地の優秀なインターン学
生とリモートワーク中

COVID-19以降はHISと一緒に
デジタル交流創造イベントを隔週で主催中
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HISも2020年中にシリコンバレー進出か！？

１、JTB Silicon Valley R&D Officeは楽天コワーキングスペース

3月17日以降COVID-19で閉鎖中のため
バーチャルオフィスをSF支店長や学生
インターンとで利用開始しました。
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２、Silicon Valleyの価値
経営課題と今日の成功企業の経営手法

１．ビジネス思考→両利きの経営
（ビジネス思考 × デザイン思考）

デザイン思考 「理想から考える」対象: 問題
問題＝現在／将来のネガティブな事象や状況

問題認知
理想の
ユーザー体験
の設計

必要機能
定義

ビジネス
整合確認

ビジネス
課題対処

ビジネス思考
「現状から考える」対象: 課題
課題＝打ち手のターゲットになるテーマ

打ち手
設計

現状分析 課題設定

モノ創り

コト創り

≠造り

問題発見力

課題解決力
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２、Silicon Valleyの価値 経営課題と今日の成功企業の経営手法

２．デジタル・ファースト
（デジタル本質理解を示す、5大特徴）

記録・分析・予測
（結果を可視化、最適化）

時差ゼロ
（プロセスの超短期化）

差分コストゼロ
（初期コスト以降はほぼゼロ）

無制限
（処理能力限界なし、人のように疲れ
ない）

明細×組合せによる
パーソナライズ
（コストをかけずに個客対応）

難しいことはさておき、日本ではITリテラシー低かった私（笑）が、オンライン
イベントを主催し、

完全ペーパレス、キャッシュレス、リモートワーク、ができるようになる圧倒
的な仕事環境。
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２、 日本企業の課題
1989年と2018年の企業時価総額価値の比較（世界で何が変わったのか？）

１、産業（ビジネスモデル）が変わった

インフラ・金融・製造

→ デジタル・ソフトウェア
（例：Appleは製造業ではなくデザインプロデュース業）

２、価値（マインド）が変わった
安心・安全・ゆっくり（慎重に）

→ 楽しく・面白く・早く

日本のビジネスが悪いのではなく、日本的な考え方が時代に合わなくなっていることが課題
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２、日本のデジタルリテラシー

スイスのビジネススクールIMDによる世界デジタル競争力ランキング
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２、日本のデジタルリテラシー

デジタルは全てのハブである
少子高齢化、国内市場の成熟化、サステナビリティへの対応といった日本企業が直面する諸問題はデジ
タルによって繋がっています。国内のスモールマス市場への対応、グローバル展開に向けたサプライチェーンの
構築、脱炭素や廃プラ問題に向き合う循環型社会の実現には、これまで見えなかったものを検知し、予
測の精度を高め、最適化しながら全体を統合していくといったプロセスが必要で、そのプロセス全体に5G、
IoT、ブロックチェーンといったデジタル技術が手段として介在していくはずです。だからこそ、デジタル化するこ
とが目的ではなく、最終的な価値創造のための手段として、どのように扱っていくのかを考える人間のデ
ジタルリテラシーが重要になっていくのではないでしょうか。

日本の強みはデジタルインフラ、弱みは人材
日本が世界最下位になっている項目が4つもありました。「知識」の尺度の一つである「国際経験」、「将来
に対する備え」の尺度である「機会と脅威」、「企業の機敏性」、「ビッグデータの活用と分析」の4つが63
カ国中63位で世界最下位でした。

日本に必要なのは「デジタルリテラシー教育」
51つの尺度をみていくと、日本の順位が低い共通項は「人間」に関するものが多く挙げられます。「国際
経験63位」、「高度外国人材の起用51位」、「デジタル技術スキル60位」、「機会と脅威（の対応）
63位」、「企業の機敏性63位」、「ビッグデータの活用と分析63位」といったものが世界最低レベルに位置
しています。
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３、COVID-19渦における今回の提案概要



Withコロナの時代へ

デジタルシフトで強い経営、強い事業へ

IT先進地 シリコンバレーからオンラインメインで学ぶ

１）デジタル＆リアル研修教育

２）デジタル視察

３）デジタルMICE

■ビジネスDX（デジタルトランスフォーメーション）プログラム 多様な働き方

イノベーションをおこすもの

イノベーションとIT先進の地、シリコンバレーでは3/17
に発動された日本以上に厳しい外出禁止令でも、
各企業は定常業務をリモート円滑に進めています。

オンライン完結型と、オンライン+オ
フラインのMIX型が選択可能。リア
ルでの研修教育価値の最大化を
実現するため、オンラインを活用し
た事前インプットをしっかり行うことで、
成果によりつながる施策を提供。

IoTやAIを活用した最新サービスプ
ロダクト＆サービス、D2Cや無人運
転、リモートワークなどの現場をJTB
のR&Dメンバーと協業パートナーが
配信、ワークショップの提供。

社内イベント（教育研修や報奨イベン
トなど）、社外イベント（展示会やカン
ファレンス）などのオンライン完結型のソ
リューションをご提案。欧米ではリモート
ワークやダイバーシティが進んでおり、既
に多くの国際イベントがオンライン化して
おり、日本企業の対応方を伝授。



■ビジネスDX（デジタルトランスフォーメーション）プログラム 多様な働き方

イノベーションをおこすもの

特徴3（Engagement）
オンライン特有の帰属意識は

ファシリテーション経験とオンライ
ンツールで対応可能です。

特徴 2（時差対応）
一部のコンテンツは録画対応

などをすることで、貴社都合

の時間帯で設定可能

特徴 4（成果への貢献）
研修教育や視察については、次の
アクションへつながるためのサ
ポートを行います。

特徴 1（事前コンサル）
まずは、WEBミーティングコールで
貴社課題をお聞かせ下さい。

貴社日本側営業担当者に加えて、シリコンバレー
とのWeb打合せも対応可能です。ご遠慮なく、
弊社営業担当者へお問い合わせください。

伊藤 充彦
Mitchell  Ito

JTB Americas Ltd.

Silicon Valley Office

新卒でJTB入社、教育事業や研修事業に従事した後、早稲田
大学との留学事業JVへ出向。帰任後、グローバル人財育成事
業を経て、社の海外事業会社を統括するグローバル事業本部
で海外M＆A会社の投資管理とマーケティングを担当。2018
年よりシリコンバレーに駐在し、スタートアップをはじめとした事
業開発（出資、事業提携）を務める。
幼少時代のルクセンブルク生活経験から、異文化や多様性に
強い関心を持つ。
千葉県出身、東葛飾高校・早稲田大学教育学部卒

プログラム 特徴

プログラム 講師陣 プログラム 講師兼事務局
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ブルーム

世界の最先端が集まるシリコンバレーに価値ある人流を。

これまでの視察、研修ツアーは、

クライアントのゴール達成に向けて結果にコミットできるような
ソリューションが提供できているか？

これからのJTBUSAが提供する
コンテンツ

（試合に出る準備をする）

Biz Dev Dojo社との協業商品
研修プログラム

事業アイデアと生涯続くキャリア観（試合に出る）

これまでのJTBの既存提供商品：
視察・研修ツアー

思い出とひと時の刺激・表敬訪問（試合を観る）



■ビジネスDX（デジタルトランスフォーメーション）プログラム 多様な働き方

イノベーションをおこすもの

Silicon Valley 流
Digital Innovation

１、デジタル＆リアル研修教育

１、事前インプット研修

（オンライン）例：5-9月

２、現地研修＆教育

（オフライン）例：11月-

３、諸状況で現地が困難な

場合、オンラインワークショッ

プ）例：11月-

新型コロナ（COVID-19 ）環境下でも企業・学校の人財教育は待ったなしです。
オフライン依存型の仕組みを変革し、New Normalのワークシフトのサポートを社で
もいち早くリモートワークを実施したJTBUSAと現地パートナーで行います。
以下のようにリアルな集合・移動ができない期間にオンラインでインプットを効率的に
行い、リアルな場での成果がより期待できる仕組みを提案します。

現地インプット

（万全の準備によ

る現地でのROI

最大化）

事後アウトプット支援

（ラップアップ）

事前インプット

（海外先進事例基

礎知識）

Set up AIR

LAND

Contents

Wrap up Set up

AIR

LAND

Contents
Wrap up

これまで：研修代金100万円 これから：研修サービス100万円

渡航費用が総予算を圧迫しソリューションが
不十分。ツアーCXLになると全額売上がなくなる

事前事後はオンラインのため多くの参加が可能
ツアーCXLになってもオンラインでコンテンツ提供も可能な
ため、研修プログラム費用が収受できる

たとえば



これまでのオフライン視察イメージ
（表敬訪問先部分コーディネート）

DAY

1

DAY

2

DAY

3

DAY

4

DAY

5

昼：シリコンバレー現地到着
午後：最新トレンドウォッチング（Amazon Go）
夜：懇親会

AM：Google本社敷地内見学
PM：先進スタートアップ企業視察１
夜：現地駐在日系企業ビジネスパーソン交流

AM：Appleビジターセンター訪問見学
PM：Plug and Play訪問見学
PM：パロアルトIoTガジェット店舗視察＆スタンフォード大学

AM：先進スタートアップ企業視察２
PM：先進スタートアップ企業視察３

終日：ナパバレー＆サンフランシスコ市内
夜：懇親会

翌日帰国へ
90年代からのシリコンバレーを知るベテランナビゲ
ーターによる訪問アレンジと最新トレンドの解説

移動が多い。
訪問目的が曖昧。
持ち帰りが少ない。



■ビジネスDX（デジタルトランスフォーメーション）プログラム 多様な働き方

イノベーションをおこすもの

Silicon Valley 流
Digital Innovation

２、デジタル視察（ワークショップ含む）

元々現地視察における課題は、限られた時間内で視察できる箇所の限界があ
ることです。また言語課題などもあります。そこで、各企業が求めるテーマの視察
テーマ・業界・テクノロジー・トレンドに即したデジタル視察のコンテンツを提供しま
す。そして、それらの全体から導きされるインサイトや事業開発へ活かせる示唆出
しをワークショップで提供します。

https://youtu.be/ja5lMksNg1wシリコンバレー駐在投資家などによるオンラインセッション例：

代表的な視察リクエストのテーマ
１、無人店舗、無人運転、ロボティクス
などのIoT先進サービス・素材

２、ライドシェアやテイクアウト＆デリバリーの
オンデマンドサービス

３、USで進むD2C（Direct to Consumer）
店舗視察

４、コワーキングスペースやイノベーティブな
空間設計

５、ヘルスケア領域のリモートモバイルサービス

→これらをトレンドダイジェスト+リモート視察で顧客の
成長に寄与できる効果的なセミナーを複数回実施

https://youtu.be/9r6JNd3KV9c

サービス状況実況中継と、周辺領域のトレンド
や類似分析などをパッケージで提供

サンプル例動画：
https://www.youtube.com/watch?v=pAIRe-FX0do

https://youtu.be/ja5lMksNg1w
https://youtu.be/9r6JNd3KV9c
https://www.youtube.com/watch?v=pAIRe-FX0do
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ワンタイムイベント（Upfront）サポートからサブスクリプション

（Recurring）サービスへ（仮）
Spatial

Example:

Tier A | $2,000 per user, per month (with training and consultation)

FULL: Includes Cvent, Aventri, Remo, BigMarker, Spatial, Bizly 

Tier B | $1,000 per user, per month (with training and consultation)

MID: Includes Aventri, Remo, BigMarker, Spatial, Bizly 

Tier C | $500 per user, per month (with training and consultation)
LOW: Includes Aventri, Remo, BigMarker, Bizly

https://youtu.be/AG_ZQ-oF1Hsイメージ動画：

https://youtu.be/AG_ZQ-oF1Hs


■ビジネスDX（デジタルトランスフォーメーション）プログラム 多様な働き方

イノベーションをおこすもの

Silicon Valley 流
Digital Innovation

３、デジタルMICE

ある海外調査によると、2025年までに世界のノマドワーカー（オフィスを持たずに働
く人）は10億人になるといわれています。そして、時間＆コスト、身体的、育児との
バランスなどの課題でリアルイベントに参加できない人にも機会提供ができること、今
後増加する環境への配慮などから、社内だけでなく社外のプロモーション活動にお
けるデジタルシフトは間違いありません。世界のオンラインプラットツールを実施目
的やコンテンツに最適化して企画運営支援を提供します。

マーケティング、安全安心のためにもデ
ジタルによるシームレスなデータ連携が
必須。



５、ターゲット顧客の可視化

今日からアクションに変えられる、ワークショップ

As Is：「いい勉強になりました」（明日には忘れる、何も起きない）
→プロダクトアウトの営業（今は特に売れる訳ない）

To Be：「〇社の△へ、□を伝えてみよう＆☆を聴いてみよう」
→マーケットインの営業へ

ワークその１：（10分）
今日のBDD社やシリコンバレーの価値＆日本企業課題を理解した上で、
自身担当の企業名をすべて書き出す。
→Chatに以下のGoogle Formのリンクを案内します。開封して、氏名・メアド・思いつく企業名をすべて書

き出してみる。自分が考えているターゲット企業が、だけが対象なのか？第３者とアクションする土台。
記載後提出。 https://forms.gle/9KM2jvQr18WWzpNg6

ワークその２：（15分）
気になっている具体的な企業（業界）名をChat（テキスト）でコメント
→BDD社ならどう話すか？聴くか？訊くか？をベンチマークにする。

https://forms.gle/9KM2jvQr18WWzpNg6


６、今後の提案営業実現に向けて

デジタルを活用した、リモート提案支援＆設計打合せ
（JTBシリコンバレーオフィス、BizDev Dojo、GMSを交えた商談）なども
Webミーティングツール などを活用して、JTBのグローバルネットワークをお客
さまへ感じていただけることも、JTBならでは。）



６、今後の提案営業実現に向けて

専用ウェブサイトに各種最新情報や汎用企画書、イベント
などを随時アップ予定

https://www.jtbusa.com/bizdev

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbusa.com%2Fbizdev&data=01%7C01%7Cmito%40jtbamericas.com%7C211ef7abe33d4ac77eef08d801dec461%7Cbeb367a94a754fb890c8cfdc68df50c2%7C0&sdata=L35Jsd6%2FwQMqiyI0v3wAUVYlpfpGytcSXcFaMsrJKx0%3D&reserved=0


６、今後の提案営業実現に向けて

5月28日、29日 社内General Seminar（約585名参加）

本日～10/31：BDD社森井氏、並木氏、JTBSV伊藤が各担当が希望する
顕在潜在顧客へハンズオン営業サポート＆同行（Online）
（事前アンケートや本セミナー中のターゲットでナレッジ連携）

★以下毎週（火）日本時間13-14時：個別ディスカッション（担当者先着各15名）

6/16（火）、6/23（火）、6/30（火）、7/7（火）、7/14（火）、7/21（火）
（以下集約ページに、事前相談希望の情報を必ずご記載ください。）
https://forms.gle/Fq1WYNYpF6ijeSnK9

アウター向けと有償オンラインプログラムほかは次ページ参照

インナー
提案

共感

導入

https://forms.gle/Fq1WYNYpF6ijeSnK9


６、今後の提案営業実現に向けて

★アウターセミナー（クライアント＆担当者参加上限 先着30名）以下リンクから申し込み

6/19（金）日本時間14₋15時：トレンドセミナー１（シリコンバレーから学ぶニューノーマル）
https://peatix.com/event/1498915/view

6/20（土）日本時間13-14時半：国際教育セミナー（日本の教育にシリコンバレーマインドを）
https://peatix.com/event/1508114/view

6/26（金）日本時間14₋15時：トレンドセミナー２（新規事業創出と企業内ベンチャーの起こし方）
https://peatix.com/event/1498913/view

7/3（金）日本時間14₋15時：領域別セミナー１（不動産テック）
https://peatix.com/event/1498924/view

7/10（金）日本時間14₋15時：領域別セミナー２（モビリティ）
https://peatix.com/event/1498920/view

7/17（金）日本時間14-15時：領域別セミナー３（HR＆ワークシフト）
https://peatix.com/event/1498932/view

7/24（金）日本時間14-15時：領域別セミナー４（スポーツテック）
https://peatix.com/event/1498937/view その他領域も以降実施

7月以降 １：個人参加型（有料）＊事業開発や経営改革担当者向け異業種混合型
２：1企業受注型（有料）＊カスタマイズ型（研修教育／視察／MICE）

11月以降 オフラインプログラムも並行して設定

アウター

https://peatix.com/event/1498915/view
https://peatix.com/event/1508114/view
https://peatix.com/event/1498913/view
https://peatix.com/event/1498924/view
https://peatix.com/event/1498920/view
https://peatix.com/event/1498932/view
https://peatix.com/event/1498937/view


６、今後の提案営業実現に向けて

7月以降 １：個人参加型（有料）＊事業開発や経営改革担当者向け異業種混合型
２：1企業受注型（有料）＊カスタマイズ型（研修教育）

販売プログラム詳細

デジタル研修教育

デジタル視察 デジタルMICE

1社カスタマイズ実施のため、随時承ります。

実施期間や条件などによりオーダーメイドとなります。
（概算￥200,000～）販売価格は各部署にて設定ください。
（収入目安は+25％程度まで）

１）各参加者が新規事業案を持って、プレゼン資料を作成、ピッチ・壁打ちをする（Zoomなどで録画し、シェアしてもらう）
２）BDDからの個別メンタリングで2ヶ月間で企画を形にする

３）シリコンバレーで活躍する投資家、起業家、社内起業家などからのフィードバック
４）1月作成のシリコンバレー研修Facebookページに招待し、ピッチする、フィードバックを受ける、ネットワーキングをする
５）期間：2ヶ月間を1バッチとして、それを繰り返していく（希望が多ければ、バッチ期間をオーバーラップさせる）
６）参加人数：1バッチ10名
＊1企業受注型の場合は、４）は専用ページを提供します。 ＊プログラム詳細はアウターセミナー時のタイミングで発表

（概算：お一人当たり￥260,000～）販売価格は各部署にて設定ください（収入目安+￥70,000まで）。



33

Thank you for your attention 
さいごに

イノベーションの先進地・シリコンバレーを通して、
お客様のオープンイノベーションとそのための
人財育成支援で顧客の成長に貢献しよう！

「ひと味違うビジネスパートナー」と認められ、
「持続的に選ばれる」ことにつながる。
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Q&A

（参加登録時Qへの回答）
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1,越境でのオンライン交流、イベント、会議は可能なのか？（佐賀支店）

⇒Yeｓ、COVID-19によるNew Normalで都心と地方の情報格差がなくなっていくと思います。

いまやPC/モバイルとWIFIとクラウドがあればどこでも仕事できています。

2,新規顧客の開拓について（New Jersey Office）

⇒オンラインでの面談が多くなると、より面談をするだけのバリューがあるかが問われます。どのように

したら顧客へ対して興味を惹きつける投げかけができるかも併せてサポートします。

3,今回のようなリモートワークに対応するシステムなど視察先としてはあるのか。(zoomのようなシステ

ム) （虎ノ門第三）

⇒もともとその企業自体がリモートワークを導入したりしているのと、話を聞くより実際利用体験し

たほうが視察以上の効果があり、そのサポートは可能です。

4,トラディショナルな価値への認識が変わる中での新たなビジネスモデルの生み出し方（New Jersey

Office）

⇒情報の最先端にポジションしておくことが一番重要かと思います。本質的な価値は変わらないこと

が多いですが、その解決手段や社会のインフラが変わることに敏感なことが大事
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5,5Gが先行するアメリカで新たに生まれているビジネス（まだ日本になく、後追いで発生すると想定さ

れるビジネス）は何か？（以下３つすべて新宿第三）

⇒エッジ・コンピューティングが発達することによって、ドローンや宅配ロボットなどの自動運転につい

ては、アメリカはどんどんローンチしています。日本は規制が多いことも課題かと

6,コロナや今後日本国内で普及していく5Gをきっかけとして、リモートワークが日本で広がっていく中で、

今後Iターン、Uターン、2拠点勤務などでビジネスの拠点が地方へ広がっていくと思われるが（その他高

齢化社会による在宅介護の要請等）、その中で東京に拠点を構える企業に対し地方に拠点の移転、

分散化、新たな開設等の動きに対し、どのようなソリューションが元BWTエリアの法人営業の大きなビ

ジネスとして成り立つと思われるか？

⇒技術的には可能になっても、企業の制度が運用可能なようにしていくことが課題と思います。それを

条件にE-residenceのようなプラットフォームの地方自治体への提案は可能かもしれません。

7,DX×ワ―ケーションでどんなビジネスが発生するか。アメリカではすでに起きているか？

⇒2035年に世界のノマドワーカーは10億人になるというデータもあります。ハブ＆スポークのような都市

形成なども考えられ、サテライトオフィスでもクラウド上で総務系手続きがHQだけえ完結できるようなソ

リューションは増えています。
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8,デジタルを活用するMICE等で、JTBとして介入するメリットを、知りたいです。（お客様にご提案する際に、

なぜ介入するのか、ZOOMとは何が違うか、などの説明をするため） （新宿第三）

⇒デジタル基盤でMICEを行うことで、Attendeeジャーニーのすべてがデータで可視化できます。メリット

の前に、インフラが完全にデジタルへ移行したのでJTBが正対する必要があります。Zoomはオンラインコ

ミュニケーションツールの1つであり、大事なのはMICEの本質的な目的を実現することに変わりはありま

せん。

9,高額な耐久消費財の消費行動にデジタルがどのくらい寄与しているのか。オンライン上で情報収集や

比較検討をしても、まだまだリアルでの販売が基本という固定概念が強い（9,10ともに埼玉南）

⇒コロナ渦においてオンラインで車を購入するケースがUSでは起きていたりします。オンラインとオフラ

インの役割がますます変わるかと思います。オフラインは体験する場所、オンラインは購入する場所と

いうのが加速すると思います。

10,今後増えるノマドワーカーに対して、企業はどのようなそういった方たちを管理、評価してくのか？

⇒とてもよい質問だと思います。もともと流動性が高く（人材移動が多い）、スタートアップの多いUSでは、

時間管理ではなくタスクベースのパフォーマンスを評価するOKRのような指標が一般的です。社会環境が

ニューノーマルになっても経営層をはじめとした「ヒト」が変化できないとイノベーションは難しいかと
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11,AI・ICTにおける日本企業の動向（今盛り上がっている業界、今後活性化が予測される業界など）

（虎ノ門第三）

⇒エッセンシャルビジネスを行う上で、三密回避をするようなソリューションなどは増えると思います。

VACAN（混雑状況がわかるIoT）とか。また遠隔診療やRPAなどの工場での自動化なども増えそうです。

12,シリコンバレー周辺お勧めの食事箇所、パーティ会場等（新宿第二）

⇒ニーズにもよりますが、「誰とミートアップできるか？」などハードだけでなく、ソフト面での演出も

実現できます。

13,今、積極的にアプローチするべき「デジタルシフト」や提案するべき「内容」とは何か？（メディカル事

業部）

⇒日本は相対的にデジタルリテラシー（ヒト）に課題が多いです。社内外のコミュニケーションや教育研

修、まずはもっと便利で楽にできる業務がたくさんあることを知ってもらうオンラインでの研修視察など

を提案してはいかがでしょうか？

14,リモートワークを活用した人材育成（豊橋支店）

⇒現在の大学生などは授業が全てオンラインです。社内メンバーだけでなく、その地域や社外の人と

の交流から生まれる新たなアイデアや気づきを企業へ還元できると理想だと思います。
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15,教育旅行向け素材（SDGｓ、アントレ） （京都中央支店）

⇒SDGsについては、シリコンバレーにおけるスタートアップは大体、世界を変えたいと思っている時点で

SDGsと叫ばなくても日常的にマインドにあります。シリコンバレーの特徴である多様性を許容する社会、

失敗を評価する社会、などは日本とは180度真逆なので、日本での研修よりマインドセットは効果的です。

16,最新の動向として、どの業種の方々が興味をもっているのか？

⇒業種限らずに、すべての企業が変化に対応するための事業戦略を模索しています。日本自体の市

場はシュリンクしますし、特にこのままやっていても市場がなくなっていくような業種はニーズが大きい

のだと思います。

17,デジタル人流づくりのマネタイズ （横浜支店）

⇒大きく2つあるかと思います。一つは「継続性（商品ではなくサービスを提案すること）」、もう一つは

コンサルティング（問題発見力）です。サブスクリプションのようなモデルは一回当たりの単価は低い

ですが、原価率が低く、最終的にはワンタイムよりも6倍以上の利益につながるというデータがありま

す。

18,人気の視察先 （虎ノ門第五）

⇒日本の大企業が希望する先で有名なのはSAPです。ドイツ企業で大企業病をシリコンバレーで克

服したことがGoogle、Appleなど以上に参考になると言われています。後はケースバイケースです。
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19,シリコンバレーの最新トレンド（テクノロジー面、サービス面）、GAFAの今後の展望等（メディカル事業部）

⇒テクノロジーについてはグローバルベースでイノベーションの分散化が起きていますが、シリコンバレー

がその中心を担っていることは変わりません。GAFAについてはビジネスモデルよりも経営や事業の進め方

が日本企業とはまったく異なります。

20,どのような教育プログラムが可能なのか？ （福岡支店）

⇒アントレプレナー教育、デザイン思考、多様性から生まれる様々なアイデア素材があり、それらを組み

合わせることで、新たなアイデア創発が可能です。日本ではできないマインドセットが最大の特徴。

21,デジタルMICEのメリットとデメリット （姫路支店）

⇒メリットは、リアル以上に集客力があること、物理的に参加できなかった方も増える、コストが圧縮でき

る、データ活用で個客対応が可能。デメリットはまだリアルほどインタラクティブな人との交流が担保できて

いないこと。なんとなく参加している参加者もありマーケティング時には見込顧客の特定に課題がある。

22,ソリューション自体の詳細含め、それを活用したオンラインでの組織の活性化（営業体制や戦略）など

も聞ければありがたいです （虎ノ門第四）

⇒これまでフィジカルゆえにセクショナリズムで物理的距離は近くても連携が少なかったものが、オンライ

ン環境の活用次第では、垣根を取り除ける。一方で益々連携できない組織も生まれ、リテラシー次第
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23,同プログラムを競合他社でも実施しているのかどうか？ （新宿第三）

⇒BizDev DojoはJTBとのみ現在協業をしています。似たような研修教育などのプログラムはSoftbankや

楽天、パソナなどが行っています。コンテンツ自体はBizDev Dojoは優れていますが、課題は先述した企

業のブランド価値と営業力はJTBとして油断できません。

24,デジタルシフトの中で、JTBが提供できる価値・他社と比較した強み （三河支店）

⇒リアルに国際間移動がなくても、国際間連携はなくならないし、先進事例を学ぶのに必要なもので

あり、そのグローバルにリソースアセットがあるJTBは活用次第で大きな武器になる。

シリコンバレーでのR＆D拠点が実際あり、実際規模の大きい企業としての課題がよくわかっている。

25,シリコンバレーと日本企業との親和性はどのようなところにあるか？ （新宿第二）

⇒どちらかというと180度逆です。親和性かどうかはわかりませんが、意外とシリコンバレーもハイコ

ンテクストな社会です。一方でシリコンバレーに進出する日本企業の数は世界最多

26,シリコンバレーのコロナ禍の状況、コロナ後の日本に応用できる対応策 （新宿第三）

⇒デジタルリテラシーが高く、テレワークにそれほど問題なく対応ができており、今後もテレワー

クを推奨する企業が多い（GAFA、Twitterなど）日本の企業は生産性が低いので、通勤コストや

その他人件費、オフィス経費などをより圧縮することはできるのではないか？課題は経営層。
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27,デジタル人材のスキルアップの為のプロセスの踏み方（日本企業との仕事の進め方の違い等に

ついて） （新宿第三）

⇒外圧が必要で、今まで通りに戻そうとする力を変える必要があり。一方でデジタルシフトで何でも

間でもウェブ会議はナンセンス。報告だけならTeamsチャットやSlackなどで良い。無駄な会議や時間

がまだ多い印象です。

28,ミーティングの進め方（情報共有を目的としたモノ、ブレーンストーミングを目的としたモノ）それぞれ

進め方が異なると考えます。 （新宿第三）

⇒仰る通りです。ミーティングへ参加する前の前提作業が日本企業は抜けていると感じています。何か

を決めることがミーティングの目的であり、今後リアルオフィスはデスクではなくクリエイティブのチーム

コラボなどのスペースが中心になるのかと思います。

29,欧米と日本ではそもそもテレワーク率が差が明らかです。今後日本も意識を変えなければならないと

感じる中で、シリコンバレーでは当たり前のことでも日本では困難な取り組みもあると思います。その差

を埋めれるような今の日本でも出来るような取り組みをお聞きしたいです。 （大阪第三）

⇒クラウド移行の加速。Digitization⇒Digitalization⇒DXの順序が良いです。ペーパレスやキャッシュレ

スなど社内手続きにおいてリモートでできるツールをいくつか入れるだけでも前者は可能です。
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31,クライアントがWiLに出資しており、定期的な訪問ツアーを行っている。最新のシリコンバレーの情

報収集を通じて、提案できる素材を探したい （静岡支店）

⇒WiL含めて現地VC（投資機関）とも接点があります。投資することは目的ではなく、事業開発すること

が目的の企業がシリコンバレーに進出しています。

32,企画書には記載されていない、より具体的な話 （北海道事業部）

⇒本日の話を聞かれて更に聴きたいことは個別セッションやメールで問合せください。

33, ITリテラシーの部分でシリコンバレーと日本の現状の差を知りたいです。 （新宿第二）

⇒世界デジタル競争力ランキングの話をしましたが、一番の差は人のスキル。社会がデジタル化していな

い、デジタルリテラシーがない人に合わせた社会システムのため、世界との格差がどんどん人がっている。

34,新コンテンツ情報 （虎ノ門第二）

⇒本日の話を聞かれて更に聴きたいは個別セッションやメールで問合せください。コンテンツはオーダー

メイドで企画します。

30, IT業界へのアプローチ方法（興味を引くポイント） （北海道事業部）

⇒ITはすべての業界、企業に必須な手段であるため、IT業界もITを活用して、どのような顧客課題を発見

し、解決するのかのサービスデザインといったクリエイティブを身に付ける研修教育などが提案可能。
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35,段階的だとは思いますが、コンテンツの種類やその数についてのスケジュールがあればご教示く

ださい。 （ベネフィット）

⇒プロダクトアウトではなくマーケットインで共創していきます。今後カスタマイズしていったパーツがコ

ンテンツ素材として蓄積され、各社により合ったコンテンツやプログラムに繋がると思います。

顧客とのコンサル部分の同行もさせていただき、期待を超える提案をすることが可能です。

36,シリコンバレーで実際に行われている人財教育 （大阪第一）

⇒リーダーシップ教育やアントレプレナー教育、顧客の課題を発見するためのデザイン思考などが代表

的なものです。またコミュニティ自体が多様な人財が集まっているので、それ自体が人財教育に役立っ

ています。

37,デジタル人流におけるJTBならではの強みは？ （奈良）

⇒リアル人流によって人が期待することを知っていること。その現在ある課題ギャップを把握できること

でしょうか？もともとデジタルカンパニーではないJTBが変わること自体がブランド価値になるとも思って

います。シリコンバレーに拠点を有し、USでは当たり前のデジタル環境で業務が行われていること。

38, JTBの優位性とJTBならではの価値有無 （新宿第三）

⇒BizDev Dojoとの共創はオンリーワンです。JTBという名前のおかげで顧客に会いやすいのはすごいア

ドバンテージです。あとはそこでどんな情報や価値を提供できるか次第。
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39, MICEで活用できるオンラインソリューションについて （新宿第一）

⇒コロナ前からリアルMICEでもデジタルツールの活用はUSでは進んでいました。それぞれのイベント

の目的やゴールを実現するために、USにある各種ツールの紹介や活用サポートが可能です。

USは社内外のコミュニケーション起点から手伝うことを重視しており、顧客接点保持に寄与できるソ

リューションを予定しています。

40,北米における教育関連事業のオンライン商材 （教育第二）

⇒講義形式やディスカッションをする前の課題などは、アーカイブ化された動画ストリーミングやポッド

キャストなどの活用が多いです。オンラインは手段なので、リアル交流ができない今、国際交流をデジ

タルプラットフォームで提供したりするのがJTBらしい教育ソリューションではないでしょうか？

41,過去から存在していたがコロナの影響でフォーカスされたサービスはどんなサービスがありま

すか？ （ベネフィットEVP）

⇒リモートチームの総務系ソリューション、オンデマンドピックアップや配達、モバイルベースのヘ

ルスケアアプリ、オンライン診療、ARVRなどによるオンラインコミュニケーションの進化

42, with/afterコロナの中でデジタルによる人財開発のポイントは何か？ （ベネフィットEVP）

⇒実施間のエンゲージメントや没入感を担保すること。物理的環境変化がない中で日常から切り離す
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43,リアルコミュニケーション取れない中での提案素材 （虎ノ門第二）

⇒リアルとデジタルは境界線がなくなっていく。手段はどうであれ、価値あるコミュニケーションをする

ための顧客理解力とマクロトレンドなどを顧客以上に語れることが必要。今回はデジタルのおかげで、

パートナーとのデジタル同行ができることはかえって営業担当者にとっては大きなチャンス。

44,研修旅行に関する事前事後学習完全オンライン化への対応 （教育第二）

⇒モバイルネイティブな世代には大きな障壁はない。学校がニューノーマルに対応できるために、JTB

自体がデジタルリテラシーを高めることが最重要。本番実施もオンライン対応ができるような選択肢を

用意することすら今後提案時に必要になってくる気がする。（MICEも同じく）

45, IT関連、ソフトウェア開発以外の企業に当てられるのか （新宿第一）

⇒すべての業界がデジタル化している中で、今やすべてのサービスはモバイルなどのオンライン

から始まっている。シリコンバレーはITソフトウェアがすごいのではなく、徹底的なユーザー視点

で新しいサービスが生み出されていることである。

46,どのようにしてこのプログラムが誕生したのか、biz devさんと連携することになった経緯や背景を教

えてほしいです。 （名古屋事業部）

⇒2018年11月に森井さんとVCイベントで会いました。JTB自体の人財教育や企業改革の可能性もあり、

その他の日系企業も同様のイノベーションのジレンマに陥っている会社が多く、可能性を感じたから。
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47,オンラインが実際の視察よりも勝っているもの等があるか。 （外商部）

⇒移動時間がないこと、コストが高くないこと、多くの方が参加できること、視察単独でなくそこから何

がインサイトとして導かれるかのワークショップやセッションを提供できること。

行くことが目的化している視察も正直多い。

48, With/Postコロナ環境下での業務遂行方について勉強させていただきます。 （教育第二）

⇒9-17時という働き方と画一的な評価は通用しなくなっています。経営層はもちろん変わってもらわない

といけませんが、ご自身でもこれを機会により効果的なワークスタイルや顧客とのコミュニケーションを構

築すべきで、学びのヒントは社外との交流にこそあります。（私が実体験しており間違いないです）

49,中小事業における過去実施事例 （外商部）

⇒コロナ前の実施では研修教育は、日立製作所・ソフトバンク・東京ガス・エーザイと大企業です

が、視察などは中小企業を多く扱ってきました。むしろ中小企業のほうが実はレバレッジになる

技術力やスピード感あるアクションができるので、大企業よりもOpportunityは多いと思います。

50,勉強のために参加します。新入社員なので、若手でもわかるように言葉を選んでいただけると幸いで

す。 （大阪第一）

⇒工夫しますが今回は90分しかないので、個別セッションなどにも学ぶ姿勢があればご参加ください！
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51,オフライン依存型の仕組みからの脱却方法

⇒外部環境が一番の気がします。私自身もともとITリテラシー低いほうでしたら、完全にJTB外で活動し、

ITリテラシーの高い企業や人と仕事していると自然と追いついてきます。そして興味が増えます。

日本にはその環境が少ない大企業がJTB含めて多いからDXが進まないのだと思います。

52, JTBとしてシリコンバレーでどれ程成果が出ているのか？ （東京中央）

⇒2，3行では説明できないので、以下の動画をご参照ください。

53,海外の都市封鎖中の生徒・学校の様子、取り組み、お客様がJTBに任せるメリット、他社商品

との違い （教育第一）

⇒完全にオンライン化していますね。日本が解除になっても国際交流は今まで通りの実施は難し

いと思います。コスト的な課題で留学できなかった層がやる気さえあればオンライン留学できる

時代になったのかもしれません。安全に実施できることは改めて価値になってきたと思います。

ただし可視化、データ化できる安全安心を示すことをJTBができないとニューノーマルでは安心安

全とは言えない。

54,日系企業の訪日インバウンドMICE需要予測 （法人事業本部）

⇒オンライン完結かハイブリッド型MICEをするうえで地域の価値は、感染防止のためのTraceabilityや

国としての透明性など国際信用が必要で、それ次第で需要予測は変動する。
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55,アフターコロナにおけるアメリカ保険業界のビジネスモデルについて （虎ノ門第五）

⇒国民皆保険でないアメリカにおいては日本とは異なってきますが、多様な国民構成なのでデータに

基づいたパーソナライズされたオンライン完結型の保険は生保も損保も進むと思います。またノマド

ワーカー向けの旅行傷害保険のような生保も生まれてきています。

56,都市圏ではなく地方にも利用できそうな状況 （旭川支店）

⇒オンライン中心のため、地域差はなくなり、むしろ最新情報に飢えている地域の有力な中小企業

などからのニーズは増えると思っています。

57,教育市場においてのオンライン研修 （広島支店）

⇒教育こそデジタルリテラシー向上も含めて、最もオンライン化を加速させる必要があるでしょう。

日本の学校にも課題が山積しているため、課題解決の方法がたくさんありそうです。校外行事以外

での事業機会もデジタルの波で増えますが、それを活かすも殺すもJTB担当者のリテラシーです。

58,オンライン完結型ソリューションの具体例 （北海道事業部）

⇒オンライン完結型可能です。リアルにはリアルの良さが依然としてありますが、インターネットによっ

て世界が平等に情報が取れるようになったように、世界中のコンテンツなどにも触れやすくなりました。

このコンテンツ価値で、JTBUSAもリアル人流がなくてもデジタル人流で事業創造をします。
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59,旅行事業における、5ＧやＡＩの発展による、ビジネスモデルやコンペティターの変化、海外での事例

（新宿第一）

⇒AIによって需給予測をして購買タイミングなどをリコメンドするHopperのようなプレーヤーはコロナ前

から出ています。今後の5Gによる旅先などでのリアルタイムデータがより深く取得することができ、

パーソナライズされた情報提供が可能になります。一方でプライバシーとはセットの議論なので、顧客

がオプトインで事業者からメリットを得られることがカギになります。Googleの益々の旅行事業への参

入がグローバルプレーヤーも気にしているところです。

60,オンライン研修部分のみの販売可否について （岡山支店）

⇒もちろん可能です。リアルを入れるか、入れないか、などは顧客の目的やゴールによって変わって

きます。Afterコロナにはこのバランスを取りROIが高まる研修や視察などが増えると思います。コスト

とは役に立ったか、否かでコストとなるので。

61, MICEにおけるDXの事例 （名古屋事業部）

⇒現段階では完全なるDX化したMICE実績はUSAにもありません。ただし、DXとは社会価値を生

み出すDigitalizationなので、まずはSmall MeetingsやWebinarから取り組み始めています。

62,コロナ後のニューノーマルの想定 （京都中央支店）

⇒日本でのニューノーマルへの理解はUSとは異なっている気がしています。世界がニューノーマルで

どのようなトランスフォーメーションするかを理解してもらうことも提供価値だと思います。
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63,法人事業ソリューションを導入している企業の事例について （京都支店）

⇒20年1月実施時（オフライン）は日立製作所、ソフトバンク、エーザイ、東京ガス、JTBの5社です。

GMOや日本ユニシス、Ricohさんなどもその後参加予定でした。

64,具体的事例。支店成功例

⇒金融系視察案件があったが、コロナで渡航できなくなる。その後デジタル視察の提案で渡航費を

かけずにシリコンバレー側のヒアリング希望先のセッションを提案。

⇒シリコンバレー駐在で新規事業開発をミッションに持つ担当者へ現地有益ネットワークの構築や、

事業開発のための多角的メソッドを提案、受注（エーザイ、GMO）

⇒行政外郭機関の先進事例視察。予算確保のためリアル視察ができなくてもデジタル視察の可否

に関心あり、提案中

65,イノベーションにおける中国(深圳など)と米国比較 （虎ノ門第二）

⇒深圳はハードウェアのシリコンバレーと呼ばれています。また中国はキャッシュレスやスーパーア

プリ、5Gなども進んできましたが、国際関係や事業環境の課題から、イスラエルや欧州はシリコンバ

レーとの距離感が近く、世界のスターアップが集まりやすく、資金の多さも依然世界一位です。

66,教育営業（中学・高校・大学）でも提案できそうか？ （千葉支店）

⇒はい、可能です。国際交流、アントレプレナー教育、事業アイデアコンテストなど
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67,日本にはない、シリコンバレーコンテンツが持つ一番の強みとは？

⇒失敗を許容する文化のため、潰れても潰れてもどんどん出てくる新しいサービスモデル。

一番は、「日本にはいないレベルの優秀な人財、クレージーな人財」

68,学校に提案するヒントを得たいと思います。 （埼玉支店）

⇒特別活動などにこだわりすぎずに、学校の課題を見つけること、解決することを社会からのアプ

ローチで行えば信頼が得られるようになります。

69,視察における手配方やアポ打診方等の注意点について （虎ノ門第一）

⇒お客様もシリコンバレーや海外視察先の本質を知らないで話している人が多い。

その視察の先にあるゴールをしっかり聞くこと。何を得たいのか？であってどこに行きたいは手

段。手段が目的化するとアポ自体も取れない（相手にメリットがないから）。

情報を取りたいだけなら、現地に詳しいコンサルや解説で十分。

70,コロナ後の未来（オンラインシフトするのか） （東京中央）

⇒大半のエンドユーザーはオンラインシフトしている。実は変われていないのはデジタルリテラシーの

低い経営者がいる企業。今回は世界中でのデジタルシフトなのでオンライン化は加速する。
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71,EVP（flappi）の打ち手として検討したい （JTBベネフィット）

⇒オンライン完結で、シリコンバレーのメンターによる自己啓発や、新しいスキルセットの獲得ができる

E-Learningのような設計も可能である。

72,最新のデジタルマーケット （メディカル事業部）

⇒ほぼすべてがもうデジタルの時代です。リアルもデジタルによって拡張し、より良い体験が生み出

されます。Digital Travel is Travelと言った方もいます。

73,お客様への具体的な提案方、価値について （New Jersey Office）

⇒顧客分析をして仮説として課題発見をすること、マクロで見た際に世界の同業界傾向や、周辺

業界も知っていること。これらをBDD社2名と私で、一緒にプロセス支援することにしました。

それを通して体得してください。

74,これからの事業環境の変化について （岡山支店）

⇒まずエッセンシャルなものは需要が続くでしょう。ノンエッセンシャルについては、非接触でも提供で

きる体験であること、デジタル基盤から顧客とコミュニケーションができて生涯価値（LTV)が大きいもの

がプレゼンスを更に上げていくと思います。
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75,シリコンバレー最新事情 （三重支店）

⇒日本語でもいくつか記事があります。Tech Crunch（テッククランチ）、Scrum Venturesブログなど。

また毎月イントラにもレポート掲載していますので、情報取ってみてください。

76,視察旅行（ＴＶツアー）をオンラインで行いたい。 （新宿第三事業部）

⇒はい、できます。できれば1件単発ではなくて、多面的複眼的にその事象やビジネスモデル、競合、

事業環境背景などを複数回のシリーズで提供すると満足度も、提案側利益も向上します。

77,どの程度の階層に合うコンテンツとなるか？ （虎ノ門第三）

⇒すべての階層の課題へ正対できます。新入社員は今後の働く姿勢のマインドセット、一般社員

は新規事業開発プランのサポート、次期経営層はデザイン思考やイノベーティブな組織作り、経

営層はデジタルリテラシー向上や、先進事例のインプットによる経営高度化支援など

78, 「ギグエコノミー」から「パッションエコノミー」へ移り変わる中、旅行に関する新しい企業やサービス

で面白いと感じたものがあればご教示ください。 （グローバル事業本部）

⇒デジタルノマドとマイクロアントレプレナーの違いに似ていると思います。USではD2CなどSNS上でス

トーリーを訴えてShopifyなどでオンラインプラットフォーム構築して商売するプレーヤーが増えていま

す。旅行系ではプロシューマ―と呼ばれるインフルエンサーなどがOTAのオープンプラットフォームを利

用して、トラベラーに旅行会社に代わってFITツアーやクラツーのようなPKGツアーを提供しています。
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79,外資製薬企業はオンラインツールの活用が我々よりも先端を走っていると感じています。それに負

けないソリューションのヒントが欲しい （メディカル）

⇒USのBCDトラベルは製薬独自のソリューションを専門業者の買収で取り込んでいます。オンラインは

意識しつつ、クライアントの本質的な目的と課題を徹底的に観察し理解することのほうが大事。それの

解決方法がデジタルで増えていることは事実ですが。

80,学生のシリコンバレー研修内容で他社との差別化したい。昨今のシリコンバレー研修に関しての

学校からの希望内容の傾向。 （静岡支店）

⇒若い年代のビジネスパーソンや、現地学生との交流やセッション希望が増えています。

また実際アクションを伴う、ワークショップやプレゼンコンテストなども多いです。スタンフォードやバー

クレーなどのブランド志向は生徒より先生がこだわっている。実際生徒はどこに行ったかよりも、誰

に刺激をもらった、何かを自分でやって自信がついたことのほうが覚えている。

81,今までオフラインでのMTGに強かったJTBがオンライン上で勝ち抜くための付加価値の創出方法。

（新宿第一）

⇒大前提で、オフラインもオンラインもあまり分けて考えない。MTGはMTGで目的がある。自分が慣れる

82,過去実施例、反響等 （新宿第一）

⇒法人ウェブにオフラインの実績記事はあり。オンラインはこれからですが、敷居が下がったと思います。
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83,この研修の醍醐味について （虎ノ門第五）

⇒人をエンパワーさせることが全ての根底にある。企業が、社員が成長するための本物のコンテンツ

が用意されていて、一線級のキャスティングが個人や企業のアウトプットにつながるコンサルをする。

84,高校生・大学生向けのアレンジ可否について （教旅大阪）

⇒可能です。大阪方面では近畿大学のように大学での新規事業コンテストの優秀学生をシリコンバ

レーに連れていくような案件がありました。今後の学生団体も少数精鋭参加型が進みそうですね。

大人数はオンラインのような。

85,企業提案から受注までの成功事例 （京都中央支店）

⇒設問56を参照。まずはご自身のクライアントへ、一緒にアプローチするための個別セッションや、

デジタル同行で実感いただいたほうが早いかと思います。

86,学校法人における今後のICT活用の可能性の模索とソリューションの切り口 （横浜支店）

⇒個別学習の進化と、集合教育の在り方が問われてくるかと思います。

リモート環境でも国際交流ができたり、インタラクティブなディスカッションができるツールを、活用する

機会提供をJTBが行ってもいいかと思います。テーマ（コンテンツ）のところでJTBらしさがあれば。

あとは学校で全員が利用する場合は、インフラの安定供給も課題です。
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87, JTBのみが視察、研修出来るプログラムを今後造成することはどうか？ （海外仕入）

⇒視察先や研修先は縛れません。だからそれらの視察研修の効果を上げる「ヒト」の価値として、

BizDev Dojoとの独占協業を本プログラムでは行っています。実績が伸びないと独占はなくなります。

88,競合他社について （福岡支店）

⇒設問23をご参照ください。おそらく通常の競合は旅行会社ですが、そこは業界唯一のシリコンバ

レーのR&D拠点があることで差別化はできます。その他人財コンサルなどと異なるのは、人財コンサ

ル自体は新規事業開発をシリコンバレーで行っていないことです。JTBとBizDev Dojoはそれを実際

やっています。

89,提案に適している業界 （新宿第一）

⇒全業界です。むしろアプローチする際に適している部署でいうと、経営企画や事業開発、総務

人事、マーケティングなどの部署が一般的には適しているかと思います。

90,注目すべき今後発展していく業界、企業、技術、文化など （横須賀支店）

⇒業界でいうと、ヘルスケアやバイオ、企業は変わらずデジタルプラットフォーマーですが、欧州では

Web.3.0（非集権データ）でアンチGAFAのトレンドがあります。技術では今後リモートが増えることから、

5GやAIはもちろんのことARVRなども増えそうですし、Web3.0の技術基盤にはBlockchainがあります。
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91,移動を伴わない新たな交流創造事業の在り方 （外商部）

⇒ANAのアバター事業などは参考になりますね。デジタルはリアルを食うというのは間違っていて、

共存するとは思います。なのでハイブリッドが大事。片方だけというのは成立しない。

92,バンクーバーでできる学習プログラム （奈良支店）

⇒以前からYVR支店とは色々な新しい取組みをしているので、土壌はあります。具体的なイメージが

あればご連絡ください。デジタル国際交流や国際研修は検討しています。

93,デジタルを活用した顧客とのコミュケーションスキル向上に向けて必要な事を学びたい。 （金

沢支店）

⇒対面、電話、メールにWEBが加わっただけだと個人的には考えています。まずはユーザー目

線でそれらの効果的な使い分けと課題をよく知っておくことだと思います。ホリエモンのようにメー

ル以外邪魔されたくない、という人も増えてきています。

94, 11月にTV案件があるため、提案可能なTV素材の情報を得たい（松山支店）

⇒金融系のようですので、並木さんへご相談ください。またフィンテックの領域別セミナーも来月ありま

す。TVの種類よりも、全体的な価値をTVでどう顧客へ提供するのか、を考えたほうがいいと思います。
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95,今後の情勢に伴う多角的アプローチの手法 （福岡支店）

⇒日本ではまだ、オフライン依存から脱却できていないのが本音だと思います。自粛緩和されても、オ

ンラインオフラインをうまく活用するようにしたほうがいいかと思います。また先が読めないからこそ、

新しい事象を見る力を養うべき時なのだと思います。

96,新型コロナウイルスがもたらすデジタル領域への影響 （メディカル事業部）

⇒ますます世界レベルで加速する、のは自明です。また安心安全を可視化する上で、データ収集と

プライバシーのバランスがクローズアップされてくると思います。日本が中国のように人をID化して管

理するレベルになるかわかりませんが、きちんと感染ルートなどが今後のパンデミックでも追跡でき

るような社会の仕組みは必要だと思います。

97,リモートワークでJTBのできること （富山支店）

⇒JTBUSAではもともと国土が広いためリモートワーク、ホームオフィスは以前からありました。

人と人を結ぶことで感動や成長を生み出すミッションに基づいて、旅するように暮らしたり働くよう

な世界観を創るのもありだと思っています。まずは自社で自立出来ている社員で体現すべき。

98,新型コロナの現況 （福岡支店）

⇒日本の現況をUSを初め国際間で比較把握することは、意義の高いことだと思います。ここではすべ

てお伝えできないので興味があればUS側の資料を後日共有します。
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99,ワークシフトにあたり最大の障壁となったこと （奈良支店）

⇒自身側では自宅に仕事用の机と椅子がなく腰痛がひどいこと。他人側では、自分との対応スピード

に更なるギャップが生まれたこと（慣れていない人や、就労制限がある人、ただでさえ日本はスピード

がないため、ストレスに）。また移動がない、ウェビナーが世界中であるため、労働時間の急増。

100,アントレプレナー養成関連 （教育第二）

⇒スタートアップを育てるアクセラレーターやベンチャーキャピタルがシリコンバレーには多数存在し、

それらのエッセンスを体感してもらえるコンテンツは、マインドセットと共に豊富にあります。

101,コンテンツ内容、研修ターゲット （千葉西支店）

⇒聞かれてみてどうでしたでしょうか？追加質問や具体的なターゲットの相談は個別セッション

にお申込みください。ターゲットは担当者以上に広く見ています。どうやったらその顧客がター

ゲットになりうるのかも体感ください。

102,シリコンバレーにおける今後進みそうな業界・オンラインで現在行っているシリコンバレーの事業

（教育第二）

⇒HRテック、ヘルスケア、スタートアップのためのスタートアップ、大人向けオンライン教育など

ほぼすべてオンラインで行われているかと思います。。コロナ前から。
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103,オンラインでのMICE事例 （外商部）

⇒まだ周囲も含めてオンライン会議、ウェビナー、デジタルカンファレンスあたりかと思います。

またもともとリアルイベントでもモバイルアプリなどでデジタルEXは提供されていたカンファレンスがUS

は日本よりも膨大にあります。今後はハイブリッドで参加者にオンオフの選択肢が必要だと思います。

104,ニューノーマルを前提とした提案営業を行うために自己の情報収集として参加したい。（京都支

店）

⇒ニューノーマルを実感しづらい気が日本はあるかもしれません。例外は海外旅行ができないこと。

日頃から好奇心を以て謙虚にインプットをしていくことが必要です。昨日までの知識が役立たない時

代です。

105,オンラインでインプットする際の注意点、デメリットになりうること。（東京中央）

⇒よく話す人とそうでない人がいて、前者の情報に引っ張られる可能性がある。周囲が賛同して

いるのかどうでないのかもわかりずらい。鵜呑みにしない。自分でも確かめる、経験する。

106,研修の理解度はリアル実施とオンライン実施とで差があるのか？（新宿第三）

⇒インプットはあまり差が開かないですが、参加者の意識でアウトプットは大きく変わる可能性があり

ます。またリアルでは周囲からの刺激や空気感などから五感で受け取れるため、オンラインは便利で

参加者と繋がりやすい反面、一定程度の限界は現状あります。未来はわかりません。
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107,移動を伴わない新たな交流創造事業の在り方（外商部）

⇒気づいたらJTBは旅の手段（移動宿泊食事）ばかり提案してきました。旅には目的があり、新たな交流

から価値を生み出し、人や企業を成長させることが本質的な価値であり、世の中のニューノーマルより

JTBがニューノーマルでリモデルする必要があるかと思います。この時に武器になるのが人財力だと思い

ます。もちろん俗人頼みということではなく、企業としてカルチャーや評価、教育を変えるべきです。

108,シリコンバレーの企業のどこが日本と比べて進んでいるのか （虎ノ門第五）

⇒進んでいるのはITリテラシーであることと、自立するためのアントレ教育がなされていること。

また撤退した顧客目線（エンドユーザー）とマーケット変化に敏感なこと。COVID-19で事業ドメインを

変えたスタートアップもたくさんあります。

109,サプライヤー選択基準、比較方法 （メディカル事業部）

⇒サプライヤーというのが何を指しているのかわかりませんが、自社にしかない真似できない価

値（ヒト、サービス、プロダクト）があることでしょうか？代売のみはブランド価値がないに等しい。

110,直近の視察旅行の動向、ターゲット企業 （東京中央）

⇒視察（ほとんど海外だと思いますが）は無理、という固定概念を持っているクライアント企業は多い

かと思います。故にもともと視察や研修を行っている企業にデジタルでの提案を他社よりも早く提案し

てはどうでしょう？逆に海外に行けなかった企業もデジタルで国際視察や研修がバーチャルで可能に
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111, JTBオリジナルコンテンツの内容 （JTBベネフィット）

⇒BizDev Dojoとの協業はJTBオリジナルですが、発想を変えて、あなた自身オリジナルのコンテンツを

顧客に寄り添って企画すべきだと思います。Withコロナで益々、組織から個の時代へ移っていきます。

個人として価値を出せないビジネスパーソンは淘汰されてしまいます。今回の個別セッションなどで是

非一流のプレゼンスキルや提案力を持つBizDev Dojoから体得するチャンスです。

112,シリコンバレーの現状(コロナ禍における)

⇒カリフォルニア州でシリコンバレー界隈のカウンティは3月17日からロックダウンに入りました。約2

か月半ほどが経過しますが、感染者はニューヨーク州に比べると沈静化してきています。公共交通

機関が少なく車中心の社会であること、もともと人口密度が高くないことなども起因しているかもしれ

ません。学校については9月の秋学期までオンラインでの授業などを提供しています。これを可能に

しているのはいくつかのファクターがあります。①親の在宅ワークがほとんどの企業で認められてい

ること、②先生、親のデジタルリテラシーが高いこと、③元々学校で教えている授業スタイルが一方

通行でないこと、などです。
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