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|ごあいさつ|

MECIは、マーケティング・コミュニク

ーションの実務にたずさわるものの国際組織
です。

本部はフィラデルフィアUてあ b、日本Uては
東京と大阪K支部があります。

毎年、「来年のコミュニケー γ ョンを考え

る」と凶うスローガンでワークショップを開

催しています。今年で 8年白 Vてなります。

乙の機会K、各界の実務家から「一言 Jを
いただくのが習慣です。

ととK辛子届けするのが、 '80年のそれです。

ど参考 K念れば吉宗加です。

一言を寄せてくださった方々に御礼を申し

上げます。

(東京〉 (大阪)

理事長水口健次 理事長三谷与司夫

理事稲垣重久 雇l盟事長早川安夫
理事高桑末秀 理 事阿部 健
理事二田村和彦 理 事木原純一郎
理 事吉中和夫 理 事福井人巳

理 事森 茂樹

理 事吉岡康雄

※五十音順K記載



浅沼晴男

①プロタ・クト・セールスからコーポレート

セールス'、

製品宣伝一辺倒から脱して企業の存在

理由を宣伝しよう。

@技術のR.Oから生活のR. O~、

出来上ってしまった製品の使いみちを

考える前K、生活のやり方を考えよう。

(トータルメディア開発研究所・研究本部長)

阿部 健

いま誰K何を語ら左ければ左らをいかを自

問自答し、よく見定めてから粘りづよく、先

様K納得していただけるまで、語り続けるよ

うKしようと IU掛けています。

(マークティングピジネス・代表取締役社長)
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伊藤泰敬

コミュニクーションのオリジナリティを追

求してみたい。どこかでやっている、見たよ

う左気がするもので左い、何か筋の通った、

独自主t方法を探してみたい。その主張が正し

いかどうかは自ずと明らかに左ると思う。

(味の素ゼネラルフーヅ・開発部長)

稲垣重久

主婦のサークノレ活動、クチコミ、カタログ

型編集雑誌、ミエコミ。

自分自身の手触りで生活が確認されていく

今、少数の動きと意見Kもっと注目。 1対 1

の素朴左対話を大切K。

勇気ある主張を素直に聞き、伝えていこ 5。

(ライオン・第 1マークティング企画部主任)
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井上道三

レスポンスの確認をさぼるを。受け手の所

在と、発信メッセージの到達穀障を、覚めた

目でたしかめよう。〔ここ K、アマ(好事家)

とプロの差が出るはず。〕

(日本SPセンター・代表取締役)

植田穣ー

‘だれかが"‘何かで"コミュ zクートし

てくれる時代は終ったのでは。

人まかせ、l 物まかせで念〈、自分が動いて

コミュエクーションを bこさ1.cければ左ら左

いでしょう。コミュエクーションは行動で築

き上げるものと考えます。

(ジェイ・エム・アール東京・常務取締役)
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大井弘三

何よりも『事実JVCもとづくこと。そして

主張は力強〈、熱意をこめること。

(大平印刷・営業部長)

大須賀綿郎

原点や定石を見つめ直そう。それを変革す

るところK創造が生れる。

(ワコール・宣伝部販売促進課)
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大成掌之助

「ローアングル」

傾斜と芝目を読み取る。

「ネパーオン、ネパーイン J

思い切って強い目K、勇気をもって。

(ヤラカス舘本庖・取締役)

大貫孝雄

インフォメーシヲ〆・クライシスの状況で

私たらの拠り所を早くみつけた加。

・例えば u 天候異常"はマークティング・

プランエングKどのように折り込んで同

けるのか。

・奇策Kよる市場創造よりまじめな商品を

まじめに伝えてW くこと、それが結局、

市場K残りうる確実念道。

(森永乳業・広告部課長)
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香川公ー

すぐやるコミュエケーション。

教やるコミュニケーション。

つづけるコミュニケーション。

相手を見つめたコミュニケーション。

自分を見つめたコミュエクーションをこそ。

(ヤラカス舘本庖・事業部マークティング開

発課長)

片井憲一

コピー・印刷コミュニクーションを滅そう。

耳・台コミュニケーションの時聞を生み出

そう。

ききかえす、いいかえすことを億劫がる左。

(武田薬品工業・一般薬品部長)
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JII 合修平

不況時のコミュ=クーションは、細分化さ

れたエリヤK溶けこむよう念、伝達手段と表

現で念ければ左ら左い。

従来のセグメンテーション論では網の目が

租すぎて、鯨がやっとす〈える程度であろう。

(積水化学工業・名古屋ハイム営業部長)

川勝 久

メーカ一、サーピス業左どすべてが、それ

ぞれの仕事の質(Qua1 i ty of Work)を

検討し、その良さを広〈伝えるべき時期と思

います。それが結局はコスト・ダウンKつ念

がるからです。

(東京放送・ラジオ営業促進部長)
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栗原 勇

作b手の意図をどのよう K市場に浸透さ

せるか『一例えば、流通関係とのコンセンサ

スづく bと、生販一体と念った消費者への説

得、そして、そのためのしかけ念どーーやは

bマークティングの原点か。

(ミカレディ・取締役販売推進)

近麗 聴

「送り手」そして「受け手」である私達自

身、コミュエクーションのためのシェイプ・

アップをする必要がありそうです。からだの

内部も外部も磨いて会かねば念りません。

(千修・企画室長)

-8-



酒巻 弘

窃「コーポレート・コミュエクーション」

「マイノリティ・マークティングJiダイレ

クト・セール Jの再点検と融合化。

@思いやりのある高価値情報を、フルーツ感

覚でズパリッノと伝達する技法の新開発。

(博報堂・ SP局SPディレクター)

横井忠彦

181年はインフォメーションの偏りと氾濫

が更に進もう。その中でよタよきコミュエク

ーションを左すためKは、偏りを見放き、氾

濫から選択する、智恵と勘が一層重要と左る。

(エボ・ホームソーイング・代表取締役社長)

-9-



茶谷良明

マークティングの分野ではセグメントは更

K進行するが一方で選択が迫られる。そとで、

『セグメンテーションの時代からセレクショ

ンの時代へ』

(西宮酒造・東北営業部長)

佐藤福雄

常K目標をイメージし続けること。

その目標を達成すべき過程(プロセス)を、

点、線、面、立体という思考で考えてはどう

かT

そして、出来る限りスパーンでもの事を取

らえるべきである。

(ヤクルト本社・営業部営業企画課長)
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佐藤 安 弘

自然と人聞の暮らしに対する好奇心の助成。

(合同酒精・宣伝部課長代理)

佐野和一郎、1年のコミュニケーションは相手(対象)

の理解から刀

(ヤラカス舘本庖・常務取締役)
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椎名 誠

保育園の保母をやっている女房K聞いたら

うるさく騒いでる子供らの注意を集め、シー

ンとさせるためKは、近くにいる子供数人K

小さ左声で根気よ〈いつまでも話をしていく

のだそうたワソみたいK効力があるという。

( rストアーズレポート』、『本の雑誌』・

編集長)

椎名保文

181年代のコミュエクーションは、ガッツ、

パッションと実行力から始まる。

(トヨタオート東埼玉・販売課長)
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正田達 夫

i ;i>'いしく、楽しく、健康K、」

雪印乳業では、消費者が食品K期待する願

いをこのテーマK集約しました。テレピCF
をはじめ、多くの宣伝活動をと会して、この

テーマを訴えてゆきたいと思っています。

(雪印乳業・宣伝部長)

新藤健一郎

言葉の不自由左外国で仕事をすると圏内の

それよりうまくいく場合が多い。それは、理

解し合沿うと訟互いにあゆみ寄る努力をする

からだ。

万国共通の言葉は『心』と信じる。

(広森産業・チーフ・セールスプランナー)
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鈴木章友

何やらbかしい。天候が不順。産油国とう

まくいか左い。可処分所得はどこへ流れるの

か……。世界の衣食住のうち、食は日本が注

視されている。では、その他は。団塊の世代

に属する私自身の問題としても、 '81年を捉

えたい。

(紀文・マークティング都)

鈴木徳彦

日本の企業の苦悩は、そこに働〈人達の苦

悩であり、コミュエケーションの核と左る。

(ミサワホーム総合研究所・取締役社会開発

部長)
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瀬島 博

表現とメディアの根底にあるコンセプトの

質が問われる時代。コミュニクーション・シ

ナリオの差が出る時九共感から共鳴へ。情

報から情動へ。

(サントリー・経営開発部主席部員)

高桑末秀

アメリカがクシャミをしても日本はカゼを

ひか左〈左った。それだけ経済力を強めてき

たわけだが、 181年は国際緊張が高まり政治

の年K左るだろうと思う。

それが国民の生活意識にどうひびくか、じ

っくり見すえる目カミマークタ-vcも要求さ

れるにちがい左い。

(協和広告・企画制作局常任顧問)
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武田哲男

'81年のコミュエクーションは、「もう 1

つの何か」を追求する心かもはじまる。

(武田マネジメントシステムス・代表取締役)

津田邦夫

商品Kついて再度み友会すこと。その品質

Kついて、その価格について、その市場の将

来性Kついて、販売のチャネルKついて、売

り方κついて、広告表現について、製造工程

にかかわりあう人たちKついて左ど。

(大安・総務部宣伝企画係長)
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中川伊志巴

コミュニケーションは人間だけの特権では

左い。烏も獣も心を伝えようと努力している。

その中で、人聞は表現手段をすばらしく豊か

Kした。技巧を凝らせて"心Kも左いこと"

を伝えることができるほどKまで発達させて

しまった。もう一度、原点K戻って、よく考

えてみたい。

(シャープ・マークティング部長)

中田幸子

181年のコミュニクーションはアイデンテ

ィティの勇気あるプレゼンテーションと、高

質で情緒溢れる愛の対話がキーポイントと左

る。(LIVING Tα;ETHERの精神を第

-1'(0 ) 

(リザ・開発部次長)
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中西将夫

ガラスのジョ一、脆弱性をパランス感覚で

取り繕い左がら、日本は着実に伸びていくだ

ろう。それ以外K可能性をもった国は見当ら

左いからだ。 181年は、構造を読みとれば細

部は見えてくる時代だと思う。

(サントリー・営業本郎経営相談室長)

中村知之

小さ左単位で考えることと、商品づくりや

企画Kついて、小さ左スケールで自由自在に

動かせる体質をつくること。つまり、マーク

ティングの社内K会ける常識を変えること。

そのための社内の摩擦は覚悟すること。

(大安・統括部長)
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長岡隆司

@物も意味であり、情報の媒体である。

@物も情報も、同じ場所から創造されねば

左ら左い。

(アンネ・マークティング部主任)

永田 仁

マークティングの原理原則は変わら左い。

わが商品は、だれK対しどのよう K売るのか。

これを、第一輔のセールス、販売庖Kまで、

1 0回、 20園、繰り返し繰り返しコミュ=

クートする。これ以外K左し。

(バイオエア・営業企画部長)
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酉村 晃

価値観が変化し、利害関係が錯綜し、そし

て変化か激しい 181年Kあたっては、自分だ

けの価値観、立場で主張し続けるのでは左〈、

相手の立場K立って物事を考え、判り合い、

共同で処理する"バートナーシップ"が必要。

(トヨタ自動車販売・販売拡張部長)

羽鳥徹郎

自分の「ことば」をもちたい。

他人の「ことば」では話せをいのだから。

それを企業の立場から考えたい。

「ことば」のl5LtLは、ヨミュニクーション

以前のテーマだ。

(京王プラザホテル・営業企画部広報支配人)
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原惇

何を…音量K…という基本をふまえて、その

内容を平易左言葉(正しい日本語)で語りか

ける努力が重昆勿論、企業(商品)にふさ

わしい媒体の選択も大き左課題と左ります。

(マス媒体再評価の時期だと思います。)

(ビデオt:いんでい左いん・取締役制作部長)

馬場 悦夫

言っていることが変わってから、している

ことが変わるまで、 2~ 3年かかる。

現在は 3年前の結果である。

従って我々の責任時聞は過去も含めて 6年

と在る。急いではコトを仕損じる….....・H ・と

九 (レグク・営業企画部長)

噌且
司
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平 野 勝

企業も商品も、付き合ってみたい、付き合

いたいと認められるよう左個性の輝きが左け

れば相手Kされまい。

自分の主張をもち、革新的左選択を行左い、

消費者反応K一層敏感であることが不可欠の

要件と左ろう。

(サッポロビール・取締役総合企画部長)

広轟 淳 ニ

一一ー心情作りのマークティング一一一

インセンティプ競争も限界K。買う左らと

の人から.乙の庖で、乙のプランドを……と

加う「心情」作りの仕組みが重要K左ろう。

物媒体の機能と役割の再認識が必要だ。

(広森産業・代表取締役社長)
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藤巻紘一

納得でき左い事を市場や消費者=ーズへの

対応という言葉でどまかしてしまわ左いこと。

企業としての主義主張をより明確に...・H ・..。

他の努力を怠り安易κクリエイティピティ

だけに期待をかけ左いように。一一ーしたい。

(森永製菓・製品計画第 1担当マネジャー)

堀 章男

①企業姿勢の一貫性の保持。

②企業メッセージの思想性。

③広告媒体効果としての持続性の検討。

@市場対応(ICl，'ける自伝性の発揮。

〔カゴメ・東京本部広報室長)

q
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前田昌利

ととばが「人聞の ζ とば」として成立する

のは、単在る伝達の手段から質的に異った自

己意識の形成へ、と飛期すること Kよって可

能K左ったのだと思います。

私は現在、ゴリラやチンパンジーの本に熱

中しています。(ワテナ・宣伝販促課長)

増田 博

新しい着想、が生まれ左い時Kは一一一..."

①昔、ゃったことを洗い出してみる。

②それが左ぜ成功し失敗したかをもう一度

考え直してみる。

@体験のいくつかをかみ合わせて、今様K

適用できるか考える。

(森永製菓・広告部課長代理)
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松井 功

先行きは常にパラ色とは限ら左い。しかし

新らしさと進歩を求めて前進したい。勉強の

大切さを今こそ強〈感ずる。先輩達の作った

よき伝統の上Kよりよい伝統を創り引継ぐべ

〈、一歩一歩前進しようと考えている。

(紀文・特飯事業部特販担当課長)

松岡茂雄

V A(グアリュー・アナリシス)という言

葉は、いつのまにか、流行ら左〈左りました

が、永遠の課題です。コミュニケーション表

現とツールの VAは、不況の影ととも K重要

と左ってくるでしょう。つまりムダの排除で

す。

(日本 SPセンター・取締役副社長)
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松木一浩

複雑・多様の中から、単純・明解左コミュ

=クーション論理を見つけること、それは、

パーセンテージをとらえるものと念る。

(ドット・コーポレーション・代表取締役)

松永 富

「熱意と誠意をこめた商品とサーピス」こ

そ真のコミュエクーションである。

(プリマハム・広告宣伝担当部主任)
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松本臣介

" Security"だと思います。

(バイオレット・東京庖長)

丸谷芳雄

今年の課題は単左る伝達、通知のコミュエ

クーションから脱皮して、 b互いが相手の立

場を理解し念がら腹蔵左〈話し合い、理解と

協力を求め合うことだと思います。楕神的コ

ミュェクーションの極意はそこから生まれま

す。

(エーザイ・東京支庖都内 5課長)
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水口健次

第 1次、つまり最初の創業、第 2次、つま

り成長路線への踏み出しK続いて、いま、第

3次創業の時期を迎えている。

新しい創業者集団が、新しい創業体験を積

まねば念ら左い。

(日本マークティング研究所・代表取締役会

長)

三谷与司夫

時代が変っても、コミュエクーションの基

本は変ら左い。時代の背景Kよって解釈が変

るコミュニケーションは本物では念い。

然しその方法技術は変ら左ければ左ら念い。

進歩させ左ければ念ら左い。

(電通印刷・取締役社長)
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三田村和彦

コミュエケーター自身が地K足つけてちゃ

んと生活していること。「生活感覚」をもっ

て、生きていくための豊か左「感性」や、時

代が肌でわかる「感度」をもっていること。

あまり金持K左らず、かといって貧乏でも左

しも大切です。

(ワコール・本社商品企画一課長)

箕輪 量

人財開発の年、 181年のコミュエケーショ

ンは「納得と理解が得られる迄、反復繰り返

し」が必要である。

コミュエクーションとは忍耐である。

(トヨタ南東京オート・常務取締役)
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三宅政勝

3年単位、 1 0年単位のコミュ zクーショ

ン。
新入社員を一人前のセールスマンK育てる

ための 3年がかりのコミュエクーション。

主婦が、その商品の良さを娘さんに伝えて

くれるよう左 10年がかりのコミュ=クーシ

ヨン。 190年K向けて、私の課題l.(シ久'テ

ム・コミュ=クーションズ・企画部課長〉

宮原郁夫

コミュエクーションは、流通配荷パワーに

どのよう左影響力を発揮するのか?

(アサヒペン・営業部販売促進課長)
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村圃 量

コミュ=クーションの永遠の真理はアート。

アートの原点は感動。コマーシャルは当然の

こと、コミュエクーションもマークテイング

も一方でアートにたかまることが、これから

の課題だと思う。

(シマ・クリエイティプハクス・取締役営業

部長)

望月 明

MCの闇値の変化Kどう対応するかが一番

必要VL~ ると思います。

そのためKは、消費者行動をはじめ、様々

左現象すべてに、一度疑問符をつけてみる素

直左態度が、コミュエクーションの成果につ

左がるよう左気がします。

(第一広告社・広告計画局次長・ SP室長)
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森 茂樹

マークティング主体の環境認識が現実的左

ものKをり、革新され友い限り、現実K受け

入れられる新しいコ'ミュエクーションの発信

は不可能である。

(日本マークティング研究所、代表取締役社

長)

柳揮 健

最初は 1 ユz ット K過~.~い情報を、社会

的左"生物個体 n(tL.育てあげるκは、メディ

ア培養、メディア養殖が要るだろう。

情報のメディア化一一一メディア培養・養

殖のための、フォーミュラの発見唱

(文化放送・業務部)
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山崎芳郎

玩具の、単純左遊具としての面白さから、

生活社会でのまじめ左役割、また、生活のた

のしいアクセントとしての存在価値の訴求を

ライト左感覚で流していきたい。大き左賛意

をもって購入する財であることの認知をつく

りあげること。

(トミー・マーケティング企画部広告課課長

行浬)

山代 忍

相手Kどれだけ自分を知らしめるか一一。

(レック・仙台営業所長)
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山田正吾

コミュ zクーションは、伝え、伝えられる

者双方の信頼のうえK成り立つ。

(東京芝浦電気・消費者部移与)

山 中勝博

リップ・スティックでも 50種類はある。

コミュエクーションの言葉は、まだまだ画

一的では左いでしょうか。

(大丸・営業本部販売促進部技術主任)
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山本 徳

自分も、チームも、組織も、そしてチャネ

ノレも、みん念自信をつける ζ とが大事念時だ。

その為に目標や計画の再検討を行刷、各々

が達成感や満足を味わえるよう在、コミュニ

クーション設計を考えて凶かねばなら念加。

(グリーンスタンプ・インセンティプ事業部

長)

吉中和夫

過去K盛んであったコンセプト・リサーチ

をもう一度、ニュー・コンセプト・リサーチ

として見直す時代がきたようです。商品と消

費者エーズの結びつきだけで左〈社会の期待、

流通エーズを含めた 4点の接点発見です。

(中央宣興・企画局長)
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米内貞弘

伝える相手、消費者K関する調査研究は進

んできたが、同じ事をいうにも、伝える側次

第で効果は変る。

伝え手の社会的ポジショニング、ブランド

の格で伝わる限界を考慮する必要がある。

(味の素ゼネラルフーヅ・マーケティング第

二部長)

若生傭ニ

私は、優良中堅企業を主体K置いてパプリ

シティの代行活動を 10年続けているが、180

年代は「広告宣伝にも付加価値が求められる

時代」と考える。

その 1つK"パプリシティ";6.¥あると断言

するものである。

(東京PR'PRディレクター)
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渡辺 贋

日本人の、日本人Kよる、日本人のための

人間関係一一つまり、「よろしく Jiどうも、

どうも Jiまあ、まあ Jといった"あいまい

さ"を大切Kする臼本独自のコミュニクーシ

盲ンの理論と手法を確立する年である。

(凸版印刷・取締役アイデアセンタ一本部長)

渡辺征宏

May1 helpyou!! 

u 主?客さまの気持K念る"この言葉、今一

番、かみしめる時では左いか。

(日野自動車販売・商品開発部副彦事)
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池田予也

2年半の担当で、痛切K感じたこと。

「自分一人よがりのコミュエクーションか

らいかK脱却するか J (トヨタ自動車販

売・販売拡張部販売促進第 2課長)
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