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大切なのはフレキシビリティー (FlexibiI ity) 
先日ある会議に参加したら、欧米から来 てきたのだが、欧米人に言わせると「まだ

ていた複数のミーティングプランナー(固 まだ」なのである。消費者の気まぐれな購

際会議等の企画者)が、「日本はフレキシ 買行動や、商品の使われ方の多様性を更に

ビリティーに欠けるねJと言っていた。つ 研究して提案の幅を広げ、環境の蛮化に臨

まり「柔軟性Jr融通性」に欠ける社会だ 機応蛮な企画提案が出来る能力が現場に量

ということだ。確かに計画重視、マ二ユア も求められている。

ル重視の社会で、計画的に稲作を行ってき

た我ら民族の成り立ちを考えると、「そう

かも知れないjと腕に落ちる。

多くの調査データを元に分析と課題を抽

出し、商品開発 ・販促戦略と徹密に組み立

てるマーケティングの世界も、フレキシピ

リティーが不足しているのではないかと感 いし廿わ っとむ

じた。最近では移動性・可変性の高い什器 石川 勉

が開発される他、デジタルサイネージの登 (株)ジ工イアール東日本企画

場により、売場にもようやく即応力がつい プロモーション局長

アマチュアが通用しちゃう。
音楽事務所を立ち上げてクリ工イティブ

にかかわる人たちとの交流が多くなった。

シ.ユエリー職人は嘆く。売り場を見てい

ると粗雑な造りの宝飾品が多い。接着剤が

はみ出ている、宝石の留めが甘い。これは

どう見ても素人の作業、でも買って行く人

が少なからずいる。

力メラマンは言う。ネットには素人が

撮った写真が載って、無料で提供してい

る。出来栄えたいしたものではないけど、

ちょっと使うなら用はたりる。

作曲家はあきれる。メロディだけ作って

作曲しましたと平気で言う。それにパソコ

ンてゆ作ったパックバンドをつけて、 CDを

作っちゃう。 これで商品にしちゃうんだ。

私も思う。ちゃんとした音楽大学をでた
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演奏家のコンサート。途中で出てくるほど

下手なのにチケットが売り切れだったりす

る。みんな肩書きにだまされている。

見る目が衰え、聞く耳も衰えている。本

物を見分ける力がなくなっている。

プロは圧倒的な力を見せないと生きる場

がない。

石田説

いとうたっこ音楽デザイン主宰



ソーシャルなものへの理解こそが、 CSRオリエンテッドな経営の近道
2010年は SR(社会的責任)に関する

国際的ガイドライン IS026000が発行さ

れ、今後 CSRを冠した様々な企業の活動

が見受けられるだろう。

企業が自らの社会的責任を果たすことは

当然だが、そもそも企業が自らの持つ「社

会のイメージJ、つまりステークホルダー

と自社の関係を明確にデザインできなけれ

ば、責任の果たしょうがない。見せ掛けだ

けの CSRは事業活動のダウンサイドリス

クである。

言うまでもなく CSRの“S"は「社会j

を意味し、その目的は社会と経済の調和に

よる持続可能性の実現である。

つまり、企業がCSRを果たすには、経

済の論理、工コノミックなものだけでなく、

「社会の論理Jあるいは「ソーシャルなもの」

を理解する必要がある。

M.ポーターが提示した「戦略的 CSRJ

とは社会の論理を経済の論理と調和させっ

つ、そのプロセスで新たなビジネスモデル

を構築し、社会と自社の持続可能性を得る

事である。

いずみ よしつぐ

泉貴嗣

(株)日本環境保全研究所取締役

主任研究員

価値観の GAPが企業を弱体化させる
企業と顧客の関係は貢献価値観によって 分のやりたいことがやれないと分かったと

成り立っている。即ち、企業が優れた品質 たんプイと会社を辞めてしまう手合いがこ

の商品やサービスをリーズナブルな価格で れだ。

提供するなどの貢献を顧客にした時、顧客 3っすべてに共通するのは、顧客への貢献

はその貢献に対して対価を支払う。ところ という視点の欠如である。この企業の外と

が、企業の内側は遣う価値観で動いている。 内の価値観の GAPが企業の弱体化を招く。

日本の勤労社会には3つの価値観があ

る。労働価値観と拘束価値観と自己実現価

値観である。 1番目のは、「意味があろう

となかろうと労働したのだから給与を払

え」というもので、2番目のはもっとひど

くて、「労働をしていようといまいと自分

の時間を拘束したのだから給与を支払うべ

き」というものだ。

最後のは、最近のはやりのもので職場を

手前勝手な自己実現の場と考えていて、自

磯部洋

(株)工、ソチ ・アイ ・コーポレーション

代表取締役
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人生を深めるマーケティング
五十路を間近に控え、その年にならなければ気づか

ない、実感できないことが多いとことに気付きました。

例えば、[永谷圏のお茶づけ海苔J。若い頃、お茶漬け

は空腹を満たす手段でした。どんぶり一杯に海苔 2 ~

3袋かけて食べていました。しかし、パッケージには

ご飯約 100g(半膳)という表記があります。カロリー

を気遣う年代になり、晩酌の後の半膳は、妻に「あな

た食べ過ぎJと言われないちょうどいい量なのです。

似たようなことで、よく上司に無理やり居酒屋に連れ

て行かれて、 2軒3軒となかなか帰らない、家には愛

する家族が待っているというのに…。その時の上司の

気持ちも最近、理解できるようになりました。

マーケティングも同穣だと思います。特に当社のよ

うな健康飲料関連の会社はそれが顕著です。自分の体

の衰えを徐々 に感じる。大容量が飲みきれない。世の

中で涜行に対する感度が鈍くなる。さらに、両親世代

に至つてはそれが顕著です。若い頃は、それらを実感

できませんでしたから、「わかっているつもりJr知っ

たかぶりjを受えてのマーケティングを行っていたよ

うな気がします。時を戻せるなら、もっと的を捉えた‘

皆の心に響くものができたのに・・・と思います。

これは、経厳した後にわかるものなので、なかなか

対処のしょうがないのですが、強いて挙げれば「いろ

いろな年代・立場の人の話を素直に聞くJことでしょ

うか。

「人生Jと「マーケティングj実に深い関係で結ば

れています。

いちがわ えい じ

市川英次

(株)ヤクル卜本社

直販営業部担当次長

「買わなくていいよ」といえる関係がいい!
地方の仕事をしていると、家族経営でが

んばっている、しかも何十年も続いている

素晴らしい企業、経営者たちに出会い、「商

いjとは何んぞや、「仕事jとは何かにつ

いてつくづく考えさせられる。今年 50周

年を迎えるとある商庖。地主義のお年寄りた

ちが常連さんである。

「おばあちゃん、今日食べる分だけ買え

ばいいよ。明日食べる分まで買わなくてい

いよjと言葉をかけるという。その庖主、

若き時代は大手スーパーで修行していた。

そのときは、r1円でも安く仕入れ、 1 :年
でも安く高く多く売るJことが当たり前と

思っていたが、そうじゃないと思うように

なったという。今日たくさん売れることよ

りも、関係が長く続くことが大切。だから、
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そんな言葉も出る。相手の立場に立って、

親身に世話を焼ける関係が長いおつきあい

になるのである。

規模や業穫を問わず、これからのマーケ

テイングの正しく大切な道筋のひとつであ

ると考える。

いまお まさこ

令尾昌子

グラン ・ル一代表

コミュ二ケーションクリ工イター



i 4P J + i2P J戦略が重要
マーケティング戦略は「マーケティン 獲得につながっている。食以外でも住宅産

グ・ミックス」という iProductJiPriceJ 業がとかく分かりにくい設計 ・工事のプロ

iPlaceJ iPromotionJの i4PJが定番と セスを開示している。生産のプロセス開示

いわれているが、これに加えて i2PJが と生産者の顔の見える化が必要になってい

重要になっている。i2PJとは iProcessJ る。

と iPersonJである。

特にプロセスに人々が問題意識を持ち始

めたのである。

例えば農産物の場合「どこの畑の、誰が

何回、どのような肥料を使い生産したかJ
という「プロセス開示Jの表示が必要になっ

ている。

また、外食産業では外から「調理場の風

景Jが見える庖造りが多くなっており、「ど

のような人が調理しているかを開示Jする

という、 2Pが来庖客や見込客の安心感の

上野延城

上野シ噂ユエリー研究所 所長

出でよ若者!
昨年の WBCから今年のワールドカ ッ

プサッカーなどスポーツ界で 10.20代の

若者の活躍は我々に感動と元気を与えてく

れた。日本人の素晴らしい精神性をパック

ボーンに、世界に伍してエネルギーをぶつ

ける若者の活躍に、まだまだ日本は捨てた

ものではないと思う。スポーツでは戦う場

やルールが決まっている事や、小さい頃か

ら始め 10数年経って体力的、技術的ピー

クが 20代頃来るなどの特殊性があって、

ビジネス界や政界に横展開するのは乱暴か

もしれない。しかし日本の現状は “失われ

た 10年"がいつの間にか“失われた 20年"

になり、低迷と混迷が続いているのを見る

につけ、今こそ若者たちのエネルギーが必

要だ。

今テレビで人気の龍馬伝も日本の将来を

蔓い、新しい日本を作り変えるために活動

する 20代の若者達が描かれている。若者

が活躍できる場を作り、与えるのが次の世

代ヘバトンタッチする我々の役目だろう。

出でよ!政界の遼君、ビジネス界のマー

君、官界の香川君、教育界の藍ちゃん。

さもないと日本は危うい。

うちだ きみお

内田公夫

(株)スタイリングライフ・ホールディングス

代表取締役社長
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新・就職氷河期を乗り越えた先に
早いもので、 MCEIのアルバイトを始め

て、1年が過ぎた。この 1年間で自分にとっ

て大きなできごとがあった。就活である。

MCEI会員の皆様のご協力のおかげで、私

は無事就活を終えることができた。本当に

感謝してもしきれない。しかし、連日メディ

アが伝えているように、「新 ・就職氷河期」

と言われ、自分自身志望していた企業に何

度も落ちたし、未だ内定を得ていない友人

も少なくない。実際、就職戦線は円高によ

る景気の不安定、優秀なアジア入学生の日

本への広がりなどを受け、11月現在で大

学4年生の内定率は 57.6%と壊滅的だ。

内定を獲れた自分は何をすべきか。世界

では中国や韓国の方々がビジネスシーンで

大活躍している。私も優秀なアジア人に負

けないように、今、英語に真っ向から取り

組んでいる。本気で TOEIC900点を狙っ

ている。また専門としてきたマーケティン

グを来年から社会に活かせるものにすべ

く、 この MCEIで、日々研鎖中だ。メイ

ドインシ‘ャパンのプライドを持ち、世界を

相手に挑戦をしたい。そして MCEIに戻っ

てくることのできる人財になるように、世

界に驚きを与え、日本を楽しくするマーケ

ターになりたいと心から思う。

うちだ ゅうき

内田雄樹

早稲田大学商学部4年
MCEI事務局

トイレタイム?
テレビを余り見ないが、見る時には広告

も見る。訳の解らない広告も見る。(訳の

解らない広告とは「主人公Jがとんでもな

いパカをする等のシーンがあり、まるで「当

社の客はパカが多いJとでも言っている広

告だ。目立つことは目立つが、目立てば良

いという事ではない。)

広告を見ると同じ人が頻繁に登場する事

に気づく。 有名タレントがこの商品もあの

商品も、どう見てもお金さえ貰えれば何に

でも出るとでもいうように。これも目立つ

が信悪性が全くなく、広告主の社内事業仕

分けが出来ていない感じだ。

同様に、同じ人ではないが同じパターン

の広告もある。子供庖長がその一例である。

トヨタ (7)が最初に出した時は良かった
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が、他社のマネものは二番煎じにしか見え

ない。能がなさ過ぎるか芸がなさ過ぎるか、

広告がものマネであれば商品もものマネだ

ろうと思われてしまう。提案する代理屈が

悪いのか、提案をのむ広告主が悪いのか、

あるいは提案させる広告主が悪いのか解ら

ないがお粗末だ。

広告が予算消化だけの為であるなら別だ

が、もう少し考えて欲しい。折角の広告、

折角の出費だから面白いものを見せて欲し

い。折角大勢が見ているのだから説得力の

あるものにして欲しい。

F .ウレマン
LLPジャパン・リサーチ



皇居ラン体験で思ったこと
ランニング、ジョギングがブームのよう

だ。東京マラソンも大変な人気で参加でき

るのは 10人に 1人の狭き門らしい。マラ

ソンは無理でも自分も少し走ってみょうか

と思いたち、丁度仲間の誘いもあって、仕

事帰りに皇居 1周ランに初めてトライし

た。1周5陥1走れるか不安だったが、最後

はパテたものの無事完走。夜なのに本当に

大勢の人が走っていて、皆の流れに乗るよ

うな感じだった。20、30代の人が多い印

象で美ジョガー(オシャレなウエアで走る

女性)もたくさんいてなんとなく華やかな

感じさえした。周辺の着替えやシャワーが

できる皇居ランナーのための施設を利用し

たがとても快適で、天気さえよければジム

で走るより気持ちがいいと思った。

ランニングのススメのような感じになっ

てしまったが、人気の理由を考えてみると、

3つのキーワードを思いついた。健康×快

適×カッコイイ。これが揃えばヒットする。

例えば禁煙がカッコイイと思えない人は続

かない?

おおき まこと

大木信

(株)ヒロモリ

営業部 チーフディレクター

「食料危機」に向き合おう!
う~粉製品の拡販キャンペーンに参画する

機会を得た。これを切っ掛けに日本の農業

について改めて考える時聞を持った。経済

不況も大問題だが、生きる為に一番大切な

「食Jが大変なことになっている。世界の

食料不足が深刻なのだ。

異常気象の続発、新興国の食生活レベル

の向上、バイオ工タノールへの転用、そし

て総人口の増加などが要因で、各国で食料

の奪い合いが始まりつつある。食料の海外

依存度の高い日本であるのだが、生活者は、

少しの事でもクレームとして声を荒げる

し、廃棄する量も多いと聞く。日本は、私

たち一人ひとりは、何をすべきかが問われ

ているはずだ。

農業に対するネガティブなイメージを払

拭させ、規模拡大や担い手不足を解消すべ

く動くべきだ。それが、食料の安全保障向

上に役立つ。

食料生産への補助金は、私たちが自らの

食を確保し、豊かに暮らすための選択であ

り、農家のためでないと考えるべきでは

ないか。

おおつ力、 あきら

大塚明

日本スーパーマーケ、ソ卜協会

専務理事
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中国にアキレス鍵を見せるな/日本の経営
中国は独裁国家である、共産党による一

党支配の国である。ゆえに、たいていのこ

とは政府指示による実行が可能である。漁

民の侵出、突然の大量予約キャンセル、レ

アアースの輸出停止、人質の逮捕留置、日

本晶の排斥運動等々、さまざまなことが、

政府の意図のままにただちに実行される。

そのため、中国政府に狙い撃ちされた日本

の企業は、やられればたちまちにして窮地

に陥る。

そこでわが国の企業経営においては、そ

そのための基本的対応策として、中国へ

の依存度合を常平生から一定限度に抑えて

おくことが肝要である。売上比率、仕入比

率、現地工場生産比率、内陸部での事業展

開比率、天然資源輸入比率など、それらの

中国への依存度を一定比率以下に抑えて、

チャイナ・リスクに備えなければならない。

いつ何時、中国の比率がゼロになったとし

ても、そのことによって本体が座礁するよ

うなことのないように、撃たれ強い体質の

会社や国家へと至急大変身したいものであ

うなっても突然死しないだけの強靭な企業 る。

体質や抵抗力を構築しておく必要がある。

また、中国に狙い撃ちされやすい弱みを

作ってはならない。アキレス膿を見せては

いけない。

おおつき ひろし

大槻博

多摩大学名誉教嬢

酒は世につれ・・・
もはや「家飲みJが常識化してきた感が では、若い男性はどうか。健康やおしゃ

あるが、ここのところ酒売場の変化が固ま れにはあまり金をかけない 20~30 代そ

ぐるしい。第3のビールやチユーハイ系な こそこの女性とともに、チユーハイやカク

どが次々と出てきては消えていく、 まさに テルを暗んでいる。

戦園時代である。 巷ではすごい勢いで女性が活躍の場を拡

では、酒のユーザーはどう変わったか。 げ、存在感を増していることを実感する中、

先頃行った *調査に基づき、スコアの傾向 湾の世界でも着実に主役の受代劇が展開さ

から擬人化してみた。 れているのだ。

梅酒はプライペート優先だが何でも皆と べn=9654)
一緒で安心する女性、ワインは都市部に住

む自己実現意欲の高い女性、新顔のハーブ

のお酒は生活全体のバランスを大切にする

女性。 お がた ひろ占ふ、

他方、焼酎は仕事優先で酒の飲み方には d小1方 博文

こだわって量もそれなり、休日は家で過ご 養命酒製造(株)商品開発グループリーダー

す働き盛りの男I性となった。 兼酒類・食品戦略グループリーダー
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ツーリズムは固の経済を救う
政府の成長戦力の一つに観光が明記され は非日常体験を楽しみ、地域はおもてなし

た。わが国は 『観光立国jを目指すという。 の結果を喜ぶ。 彼らが積極的に外にでるこ

よく日本は資源が乏しい、といわれるが、 とによって、日本経済を動かす原動力にな

資源を風土 ・自然 ・歴史 ・文化 ・そして四 る。

季折々の風景など、観光の視点でとらえれ 高齢化社会は有望な市場なのである。

ぱ、充分な資源を有している。観光立国宣

言が遅いくらいだ。

観光戦略の柱は二つ。外国人観光客の受

け入れと、圏内旅行の活性化だ。外国人が

多く訪れてお力ネをたくさん使ってくださ

れば、それは車などの輸出産業と同じ効果

が期待できるとする。

圏内では、時間と資源に余裕のある元気

印の高齢者一筆者は “快老"とよんでい

るがーが対象だ。人口が減少する中、旅

行手段によって人と人とが交涜する。旅人

岡橋葉子

岡橋マーケティング研究所所長

人間力が問われる時代
某会社の新入社員に、自身の 10年後の

ありたい姿をレポー卜するように求めた。

あがってきた内容 ・レベルは、女性 ・男

性・中国人 ・日本人、その組み合わせで大

きな差があるものでした。

「女性で中国人Jのもの、スケールの大

きい明確な目標、意欲満々見事でした。

「男性で日本人」のもの、あいまいで抽

象的な目標、迫力が感じられませんでした。

このことが世の中を代表していると思わ

ないし、性別・国籍で差別する気はないが、

日本の将来大丈夫?…少々不安な気持ちに

はなりました。

現在マーケティングの世界においては

様々なナレッジ ・スキルが存在しておりま

す。

ただその実践においては、「人Jそのもの

の手腕が益々重要だと認識されている今日

この頃、高い視点を持ち、大きな勇気で臨

むことが大事です。

それを研ぎ澄ます “仕組み創り"が今ま

さに問われているのではないでしょうか。

それも、家庭、教育現場、企業実践、それ

らの連携、において。

「人間中心主義」の新マーケティング時

代の到来に立ち向かいましょう。

長事理

問博
一
一

U

敏

鯨

の
野

町

ぉ

4

1
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先行きの不安
世の中は、日一日と便利になっている。

プリペイドカードにチャージする。手許に

あった 1万円がするすると機械に飲み込ま

れ、カードにチャージが完了する。何とな

く、腕に落ちない。今までも、ポストペイ

ドカードはあった。クレジットカード。こ

ちらは、何となく安心して使っている。ど

ちらにしても、紙幣も硬貨も不要で買い物

ができる。

もともと貨幣とは、等価交換・物々3t換

から始まった。貨幣そのものの価値という

より、価値相当のものとなる。そこには、

貨幣に対する「信頼・信用Jが必要だ。たっ

た1枚の紙きれで、1万円相当のものと交

換ができるというのは、「信頼・信用Jが

あるからこそ成り立つ。

電子マネーのやりとりには、人と人のつ

ながりが希薄なような気がするのは、「信

頼 ・信用Jの問題か。このまま世の中が、

発展していき、来たるべきユピキタス社会

は、本当に住みよい世界になっているのだ

ろうか?

メディア漬けの子ども達が、どう育って

いくか一抹の不安が残る。

おのせ しゅういち

小野瀬修一

(株)アム ・ネット

メディア事業部 営業グループ

日本人のコミュニケーション
コミュ二ケーションの大切さは、誰も

が分かっていることでしょう。社会、 経済

の急激なグローバル化が進む中、諸外国と

意思の疎通を図り、様々な活動を円滑に推

し進めていくためにも、必要不可欠な事と

言えます。しかし、現実には相互理解の難

しさからでしょうが、多くのコミュニケー

ション ・ギャップが生じてくるわけです。

この原因の 1つに、日本が他国との受流

の少ない島国であったということが挙げら

れるのでしょうか。同じような言語、文化

の下で培われてきた思考や価値観の中、「以

心伝心Jr暗黙の了解J等を良しとしてき

た日本人独特の不文律が、宗教や文化の異

なる諸外国のとのコミュ二ケーションを難

しくしているのかもしれませんね。コミユ

9 百人百語 2011

二ケーショ ン方法に改めるべき点は多々あ

るのでしょうが、まずは自らの意思を明確

に伝えることからスター卜。「暗黙のコミュ

二ケーショ ンJから「暗示のコミュ二ケー

ション」への転換が求められるところだと

思います。

おもたに かつみ

面谷勝己

マーケティング・ アドバイザー



白熱教室の衝撃
ハーバード大学で毎回 1.000人をも超える

学生が履修するという人気授業がある。政治哲

学を専門とするマイケル ・サンデル教授の授業

I Justice (正義)Jである。大学はあまりの人気

に授業非公開という原則を覆し、この授業の公

開に踏み切った。日本でも NHKで 「ハーバード

白熱教室Jという番組で放送されたので、ご存

じの向きも多いであろう。

マンモスクラスというと、講師の講義をよそ

に学生は寝息をたて、という絵をイメージして

しまうが、この授業は全く異なる。サンデル教

慢は 1.000入学生を相手に分かりゃすく語りか

け、時に挑発し、論点を明確にし、見事なファ

シリテーションぶりを見せる。また、学生もハ

イレペルな議論でそれに応える。まさに双方向

である。

こうした授業は、自分の意見を述べることに

慣れていない日本人には難しいという声も多い。

しかし、将来、こうしたハーバードの学生をは

じめ、世界を相手にするのはもはや避けられな

い。また、しばし熱情的にふるまう中国や韓国

に対しても、冷静かつ論理的な態度で援し、他

国の共感を得ることが得策のようだ。

再び、日本が世界での存在感を高め主導権を

握るための鍵は、やはり人材育成にありそうだ。

教育機関に身を置く者として、その責の重さを

改めて痛感させてくれたサンデJレ教授にお礼を

述べたい。

かせ たけもり

加瀬武守

生涯学習機関 マネージャー

「売上Jが全てを愛える?
勤務先の関係から昼食を銀座で摂る事が 次行ってきているが、「まあ現場はあまり

多い。昨年頃からか「ここはいったい何処 関係ないだろうなあjと思っていたもの

だ?Jというくらい銀座通りが中国人観光 の、今では「現場でのグローバル化」の進

客で溢れている。銀座8丁目のハナマサ前 度がかなり良いようで…やっぱり顧客のパ

には大型パスが数台とまっていて、そこが つーってすごいなあ…。

集合場所なのか手に沢山のお土産を抱えて

談笑している。すごい購買パワーだ。銀座

のデパートもいつの間にか館内表示に中国

語と韓国語が併記され、中国人専用カウン

ターや銀聯カード窓口も作られたという。

また売場では中国語の pop.応対マニュ

アルや中国人販売員の配置など、ものすご

いスピード感で対応…現場第一線の「売り」

に対する動きは早い。 がたやま のりゆき

社内では数年前から「グローバル化Jと 片山 範之
いうことで世界標準にあわせた蛮革を順 (株)資生堂流通開発部次長
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真の笑顔
消費が低迷する中、マーケティングの各

視点からの対応が求められる難しい時代で

ある。営業マンの顔からは必死さがにじみ

出ている。そんな時皆さんから「ヤクルト

レディさんの笑顔と挨拶は素晴らしいです

ね、どんな教育をされているのですか?J
と問われることが多い。

笑顔にも色々ある。愛想笑い、営業スマ

イル等々、しかしこんな笑顔はお客様が見

透しあとずさりしてしまう。真の笑顔は、

商品に対する「自信J仕事に対する「誇りJ
そして、企業会社に対する「信頼」の3つ

の要素から生まれると思う。創業から 75

周年積み重ねてきた乳酸菌シロタ株で皆様

に健康を届けるという理念のもと、ヤクル

卜レディそしてグループ全員が「真の笑顔J

を受け継ぐ、 これがヤクル卜のマーケテイ

ングの風土となっている。

明日もあなたの職場に、あちらの家庭に、

「おはようございますヤクルトですJの挨

拶と共に「真の笑顔」が届く。これが、ヤ

クルトがこれからも大切にしたい「宝」で

ある。

「真の笑顔Jの良いところは、お客様も

笑顔で返してくれることである。お客様の

素晴らしい笑顔を受け取ることによって、

さらに「真の笑顔」の輝きを増すことがで

きるのである。

がつまた あきら

勝又昭

(株)ヤクルト本社特任顧問

旅先では、ダイエットより甘昧処。
先日、旅の消費に関するインタビューを

行った。駅弁の購入や旅先での飲食庖利用、

お土産の購入実態を探る目的で、9名の女

性に対して実施した。

注目すべきは、旅の始まりとともに消費の

活発化が起こり、商品や飲食庖選定の価値

尺度が普段とは大きく霊化するということ。

普段なら、1.000円のお弁当は高いと

感じるが、列車の中で食べる駅弁は、1.500

円位なら払っても構わないという意見が大

半。東京にいる時は、ダイエッ卜のためで

きるだけ口にしないスイーツも、この時と

ばかり甘味処をはしごする。飲食庖選びも、

ネットや口コミ、現地情報をフル活用して、

満足出来るお庖が見つかるまで妥協しない

と口を揃えて言う。
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景気が低迷し、いっこうに消費が回復し

ない昨今だが、旅の消費だけは別ものなの

だろうか。

羽田空港の国際化による海外からの観光

客増大も、待ち遠しいところである。

力、とう はじめ

加藤肇

(株)シ.エイアール東日本企画

駅消費研究センター センター長



Decade 
日々の生活の中での愛化を一生懸命に探

して、商売のヒントにしようと努力しでも

なかなかみつかりません。しかし、日々は

何も変化がないように見えて、長い目で見

ると大きく歪わっていることがたくさんあ

ります。

自分の周りで 10年前に予想て・きなかっ

たペス ト3。① 「環境にやさしいJi工コJ
が当然の世の中。② 「女性」が会社の中で

果たす役割が大きくなったこと。③英語は

ビジネススキルで当然取得すべきものに

なったこと。

10年前の営業部門は「売上至上主義j、

夜の飲食居様への営業も多く、男性が幅を

利かせ、また、ほぽ圏内専業の酒の当時の

営業部門で英語の必要性は全く感じません

でした。こういった状況の中で予想をする

ほうが無理だったかもしれませんが、少し

ずつ変化が起こっている世の中で、いち早

くそれを理解するには同じパラダイムの中

に身をおくのではなく、遣う考え方に触れ

る(ダイパーシティの理解)のも大切と感

じています。

がもと まさはる

嘉本将治

サントリーピア&スピリ、ソツ(株)

営業推進第2部

求む!グローバルマーケター
第1次世界大戦の始まる年に生れた大先 条件をクリアすべきか。特にマーケターの

輩の話。「日本人は日本の中だけに住んで 活躍が期待される。向21世紀の企業研修

いるが、お前たちが大人になる時、国際的 と自己研鎖が大事になる。厳しい道だが“グ

に活躍する人間になっていなければならな ローパル人"のパスポート取得にぜひ挑戦

いJといわれて、かなりの子供が小学校入 して戴きたい。圏内市場での小成に甘んじ

学前から英語を習い、中学に入った時には、 てほしくない。

今の中3ぐらいの英語力があった。旧約聖

書と新約聖書を読まされ、四書五経も読ま

された。古典芸術ということで琵琶を習わ

され、洋楽器のレッスンを受けて小学校入

学時にはバイオリンかピアノが弾け、五線

譜が読めた。こうした学習は帝国主義の台

頭で絶えたが、人物輩出の沃土になったと

いう。

日本の圏内市場は前途洋々とは言い難

い。ならば世界での前進、躍進へいかなる

前嶋 1長
出版コーディネーター
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失われた 10年、拾った 10年
バブル崩壊後の経済長期停滞をさして

“失なわれた 10年、 20年"と言われる。

私は消費者視点の観点で、2000年をその

起点として r2000年問題Jr失われた 10

年Jと呼んでいる。この年は某食品企業の

集団食中毒事件が起きた年であり、様々な

食品企業の回収事件が多発した年でもあっ

た。以降、食品企業に限らず企業の事件・

不祥事は後を絶たず、消費者の企業に対す

る信頼は地に落ちた。即ち、失われたのは

“企業に対する消費者の信頼"である。こ

の2000年を契機として消費者も愛わっ

た。いわゆるサイレントコンシユーマーが

不安を背景に企業に対して声をあげだした

のである。一方、企業も危機感から消費者

の声を積極的に聴く、という姿勢に愛化し

てきた。消費者の信頼なくして企業の存続

はないという当然の帰結と思う。

この 10年、失われただけではなく拾い

ものもあった。さて、この 10年得したの

か損したのか、評価は企業の真剣さ次第?

がわの よ う じ

川野洋治

(社)消費者関連専門家会議 (ACAP)

専務理事

居酒屋の業態転換
4月から居酒屋チェーン、マルシエの顧

問を引き受けることになった。飲み会は

『イッキイッキjを連発していた我々世代と

は全く違い、『女子会jに代表されるように、

主導権は女性にシフ卜している。マルシエ

は酔虎伝・八剣伝 ・居心伝等 10余りの居

酒屋業態を 700庖ほどF.C.展開している。

『心の診療所jを企業理念として激しい低

価格競争の中で這しく生き残っているが、

この若い女性の曙好を先取りした新業態に

チャレンジすることになった。絞られたテー

マは①スイーツ②ひとり食の2つである。

①『まるこばあちゃんドーナッツ』

装置化 ・大型化が進むドーナッツ業界に

反逆してお婆ちゃんが可愛い孫のために手

作りするやさしいドーナッツである。1号
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庖は阪急正雀駅前に 10月 16日オープン。

商品も自然志向で、さつまいま・よもぎ・

生菱・小豆・抹茶などユニークである。

②ひとりしゃぶしゃぶ 『北国の豚食堂』

カウンターもテーブルも 『おひとりさま

用jのI.T.こんろにしゃぶなべがセットさ

れている。1人で来ても家族と来でもなぺ

は自分だけのもの。 『他人と同じなべをつ

つくなんて不潔』という我々世代では理解

できない若い女性の意見を生かした企画の

庖である。 1号庖は 11月 19日南海北野

田駅前にオープンする。

くりた よしお

栗田芳夫

マルシェ(株) 顧問

(株)めりけんや顧問 (FC事業統括)



SPICE OF LIFE --暮らしにスパイスを~
スパイス部門のマーケティング担当を任

されてから、早3年が経ちました。マーケッ

トの把握に努めた初期と比べるとお客様の

事が少しだけ分かるようになった気がしま

す。

近年、圏内では総人口の減少という事

態に陥り様々な産業や企業が苦しんでいま

す。その中で、ナツメグやシナモンなどを

中心とする洋風のスパイスが、当社では順

調です。

しかし、この厳しいマーケットでこの商

品群が伸びている事が不思議に思えてなり

ませんでした。なぜなら「ナツメグが入つ

てないハンバーグJ["シナモンのない焼菓

子」も、とてもおいしいからです。でも、

これは私がお客様の事を理解できていない

証拠でした。

巻で言われる節約志向やプチ賛沢では済

まない購買行動。お客様が自分達の生活を

少しでも豊かに楽しもうとしている事に、

やっと気付きました。この時から、私はお

客様の豊かな生活、豊かな食卓のために、

これからも遁進していこうと誓いました。

くりもと よしなが

栗本宜長

ハウス食品(株)

香辛食品部マネージャー

縦と横そして紳
三年間程、マスマーケティングでは効

果が出しづらいカテゴリーにおいて、コ

ミュ二ケーション戦略に関する実施運用を

手伝っている。メーカ一発の縦方向への情

報提供と、生活者発の機方向への情報発信

での機能・役割・効果の遣いと、それぞれ る。

の使い分け方・使い所が見えてきた気がす

る。メーカ一発信だからこそ必要な情報と

して、詳細なスペック情報や製品開発意図

に即しての使用方法、その信頼性がより重

要であるし、生活者発信だからこその利点

として、信用出来る推奨要素と口コミ効果、

実際の刺便性や実用的用途開発とその伝播

浸透に非常な効果が有る。現在のあらゆる

情報に簡易にアクセスし、入手でき、情報

が拡散していく社会においては、その縦と

検、両方向からの情報発信が益々必要不可

欠となっている。その効果に加えて横方向

の情報発信を真撃に継続して行うことによ

る生活者との鮮は、メーカーやブランドに

おいて多大な財産となりうると感じてい
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「時は流れない。それは積み重なる。」
高校生の頃にテレビでふと自にし、今

でも記憶に残っている、とあるウイスキー

CMのコピーだ。画面の中では、円熟を迎

えた男性がゆったりと椅子に腰かけてい

る。静かにウイスキーの入ったロックグラ

スを傾けると、揺れた氷の音がカランと心

地よく響く。そこでこのコピーが流れるの

だ。十代にとっては渋すぎてミスマッチな

映像だったかもしれないが、このキャ ッチ

コピーは私の胸の奥に染み込んだ。

後に謂べると映像の男性は、かのショー

ン・コネリ一、ウイスキーはサントリーク

レスト 12年。秋山晶氏のコピーであった。

渋いはずである。

ウイスキーがオーク樽の中でゆっ くり

ゆっくり熟成されていくように、人生も経

厳も織り重なるように蓄積されてゆくもの

であろう。そしてそれらの要素が絶妙な味

わいとなって形作られてゆく。マーケティ

ング ・コミュニケーションという領域の深

い根底にもまた、通ずるものがあると改め

て感じている。

彼の様なウイスキーの似合う格好良い大

人に憧れたが、まだまだ若輩者の私にはほ

ど遠い。しかし。

最近、やっとウイスキーの美味しさが分

かりかけてきたような気がする。

こんどう きょう

近藤響

(株)センシュウ・アド・クリ工ーターズ

代表取締役社長

黒漂明監督のマーケティング
映画監督 ・黒津明の「酔いどれ天使」、

「乱J、「野良犬J、「七人の侍」、「用心棒」、

「赤ひげJ、「乱J(マーラー的悲信美への傾

斜)、「乱J(工ンディング・東洋的無常観)、

この代表作といわれる総ての映画音楽を閏

いた。

線を画するものと思うのだが、黒津マーケ

ティングは、人聞は強くなれる、人間はや

さしくなれる、というコンセプ卜、そして

音楽から映画を作りあげ、魅力的な商品に

仕上げて観客の動員へつなげてゆく、黒)宰

明監督のマーケティングを初めて知らされ

このはざまに黒津監督の音楽の世界を語 た。

る作曲家・武満徹、佐藤勝氏の話を聞いた。

黒j事作品のどの作品も商品としての映画を

作る上で音楽抜きに語れないことを知っ

た。音楽が先にあって後脚本作りをするこ

とも知った。壮烈な映画という商品づくり

の世界に音楽という比重の大きさに驚かさ

れた。映画、音楽、演劇という工ンタテイ

メン卜の世界におけるマーケティングは総

ての商品開発マーケティングの世界とは一

15 百人百語 2011

こんどう さとし

近藤聴

(株)センシユウ ・アド ・クリ工ーターズ

代表取締役会長



アラカンの学びに思う
昨年6月、冷凍食品のマーケティング責

任者を退任し、医療用医薬品会社の常勤監

査役に就任した。業界も職務も全く異なる

世界である。

誰でもご本人かご家族のどなたかが入院

された経験をお持ちだと思う。そこで処方

された薬に助けられただろう。しかしその

そこで改めて感じるのは、強制ではなく

MCEIのような共に学ぶ業界の異なる仲間

の存在が新たな気付きゃ切礎琢磨をもたら

し、何年かの蓄積が人の幅と奥深さを唱し

成果に結びつくのだと思う。経営者も管理

職も自らは勿論、次代を担う後進の育成に

MCEIをもっと活用しようではありません

薬剤がどのように採用されているか、流通 か。

しているかは業界以外の方は余りご存じな

いだろう。また、ビジネスに携わる方は会

社法 ・金融商品取引法 ・国際会計基準など

の用語は新聞や会議で聞いたことがあって

もその説明をすることは難しい。日常に追

われていた私も同様で今回の転機に強制的

な知識・スキルの習得を強いられ漸く土地

勘が付いてきたところである。

こんどう ただし

近醸直

昧の素製薬(株) 常勤監査役

ょうこそママ、ょうこそ赤ちゃん
10月に「授乳室専用ルームJを開設した。

ホテルでは珍しい設備だが、専用ルームが

あることで、「どうぞ赤ちゃん連れでも気

兼ねなくホテルにいらして下さい。Jとい

うメ ッセージになればと思う。乳児を子育

て中の女性は、気晴らしに外出したくとも

現代社会では意外と行き場がなく、 ストレ

スを感じてしまうことが多いそうだ。子ど

もを産んでも一人の大人として過ごす時聞

は必要なのに、出産後は 『子どもjと関連

性のある場にしか出向いてはいけないよう

な思い込みが世の中にあり、家に閉じこ

もって子どもだけと向き合う日々に疲れて

しまうのだ。

シティホテルは安全で赤ちゃんを連れて

いても大人の女性としての精神的充足が得

られる空間だ。ほんの少しの時間、ラウン

ジでお茶を飲んだり、ロビーにある画廊や

ショ ッブを見学したりするだけでも、非日

常を充分味わえる。泣いたらどうしよう?

という心配をされるかもしれないが、スト

レスでいっぱいの母親といるよりも良いは

ずだ。ホテルで赤ちゃんを見かけたら、ど

うぞ優しく見守ってあげていただきたい。

さいとう じゅんこ

斎藤潤子

(株)京王プラザホテル

営業戦略室企画広報

百人百語2011 16 



正直マーケティングの時代の到来
昨今、twitterやfacebookといったソ一 正直に生の姿を見せ、顧客と同じ目線で会

シャルメディアが浸透・拡大してきました。 話し、信頼を得る。いわば正直マーケティン

私の仕事の中にも、たった一年で随分ソーシャ グの時代の到来なんだなあと感じております。

ルメディアに関わる仕事が増えました。 近江商人の「三方良しJの思想というのが

当社の自社メディアの twitterを使って、 ありますが、バブルの時代やファンド隆盛の

直に消費者にアプローチして、イベン卜に参 時代を経て、ソーシャルメディアの普及で、

加してもらい、さらにその感想をつぶやいて 逆にコミュ二ケーションの真理が昔の形に

もらうというような試みも増えてきましたし、 戻ってゆくのかな。そんなことを考えており

何より、MCEIの会員と twitterでやり取りす ます。

ることが増え、何か会員同士の距離感がく.つ

と縮まった感があります。

さて、そういったソーシャルメディアはい

ろいろな角度からの消費者の眼があるせい

か、多少の「ホラJは吹けても「ウソ」がつ

けません。いわば小手先のマーケティングも

見せかけの手法も効かなくなっています。

粛藤秀雄

大平印刷(株)

Webプロモーション事業部長

(MCEI大阪支部事務局)

ブロモーショナル・マーケティンダ学会が誕生しました
「プロモーショナル・マーケティング研 CDCD)Jと特定非営利活動法人 MCEI(理

究協議会Jとして活動してきた組織体が、 事長:小野敏博氏)と協力関係にあります。

「プロモーショナル・マーケテイング学会」 第 1回総会時点での学会員数は、175名

に改組し、 2010年8月3日に第 1回の総 です。

会を開催し、会長に上原征彦氏(明治大学

専門職大学院グローバル・ビジネス研究科

教授)、副会長に守口剛氏(早稲田大学商

学学術院教授)と中村博氏(中央大学ビジ

ネススクール戦略経営研究科教授)を選出

しました。同学会は、多彩な学会が活動す

る中で、旧来からの学会とは趣を変え、

①産学協同の研究推進、 ②事例検証を核と

した実務的研究の推進、 ③研究助成活動の

推進を方針としています。また、(財)流通

経済研究所(理事長:上原征彦氏)とりわ

け「ディマンドチェーン開発共同研究機構

17 百人百語 2011

さ力、いだ いねゆき

板井田稲之

(社)日本プロモーショナル・マーケティング協会

専務理事



人閣の営みとしての本質
我々は日々起こる出来事を既知のものとして多

かれ少なかれそこから経験則を作り出して生きて

いる。既知のデータをもとにして、そのデータの

区間外を予測し埋めていくことを外挿というが、

これまで培ってきた経験をもとに日々新しく起き

ることに対崎しながら生きていかざるをえない存

在が人間だとするならば、日々我々はこの外挿作

業を行っていると言ってもいいのかもしれない。

もっとも簡単な外挿は一次関数によるものだ。

既知のデータに直線を引き、その直線の延長線上

に未来を予測する方法だが、単純な構造の割には

変化の少ない状況での説明力は非常に高いものが

あり有用である。しかし、 E右上がりの直線を

想定して引いてしまったならば、未来永劫同じ角

度で右上がりのままの状態となる。

年金制度、超高齢化社会、介護、医療の問題、

晩婚化、少子化、就職難、引きこもり、景気の低迷、

メンタルケア、等々。日本の抱える諸問題はすべ

て連動しているように見える。自分たちに都合の

よい外挿ばかりしてきではいなかっただろうか。

我々は今後も日本が何世代にもわたって永続して

いけるような努力が今できているだろうか。先の

世代のために新しい関数なりモデルなりを構築し

なおす時期がとうに来ているはずなのに、相変わ

らずに個々の工ゴが優先されている状況はないだ

ろうか。収益がすべてに優先されるという建前の

ある商売の世界であろうとも、人間の営みである

以上そこに例外はない。

さががみ しんすけ

坂上異介

(株)市場開発研究所代表取締役

「戦略的互恵関係」について、考える
尖閤諸島沖の衝突事故と、中国側の挑発 問題は、そうした関係構築の過程で、パ一

的な外交。メディアの伝え方に偏った主張 トナーと明確なビジョンを共有できるかど

も多いが、不愉快に感じたこユースだった。 うか。また、利他主義を貫けるかどうか。

冷え込む日中関係の中で、首相の口からし 極めてチャレンジングである。園益が絡む

きりに出てくる「戦略的互恵関係」という 日中関係とはスケールが遣うが、こう した

言葉。状況とは対極に映るこの言葉の真意 社会問題から学ぶべき点は多い。

が気になるのは、私だけだろうか。

同業他社や新規参入による競争激化が固

まぐるしい SP業界においても、様々な形

で戦略的なパートナーシップを構築しよう

とする動きが加速している。まさに、競争

から共創への思考の転換である。この考え

方は、顧客や他社など様々な利害関係者と さかぐち もとく に

協働し、持続可能な社会に貢献していく新 坂口 元邦

しいマーケテイングコンセプ卜にも通ずる (株)ヒロモリ

だろう。 営業部第3グループ マネージャー
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日本の優れた出版流通
宝島社では現在、「書庖応援キャンペー

ンJなどの流通戦略に力を入れています。

出版社は今まで流通を大事にするというこ

とにあまり力を入れて来ませんでしたが、

弊社は書庖居頭の演出をお手伝いし、陳列

方法のアドバイスを行ったり、香りや音楽

を流して書庖を楽しい空間にする売り場づ

くりなどのご提案をしています。

出版流通がカバーする日本の書庖・

CVSは全国に5万8千庖舗もあります。

いずれも好立地で幅広い客層が訪れる可能

性を持っていますが、実はこの販路を刺用

できるのは出版社だけなのです。そこに、

『美顔ローラ-Jや 『ブランドムックJな

ど既存の出版物の枠に捉われず、より多く

の方が求める商品をご提供し、売り場を

プロテ、ユースすることで書庖をさらに魅力

的なお買い物の場にしていくことが重要だ

と考えています。今後も、従来の出版流通

を介さない電子書籍ではなく、出版社の財

産である既存の出版流通を最大隈に活用し

て書庖に足を運ぶお客さまを増やし、業界

全体の活性化に繋げて行きたいと思ってい

ます。

さくらだ けいこ

桜田圭子

(株)宝島社

マーケティング本部広報課

シューカツ 3.0
フィリップ・コ卜ラー氏の近著[コ卜ラーのマーケティ

ング3.0Jが話題である。出版社の宣伍文には (f消費者
志向jはもう古い!マーケティングは f2.0Jから f3.0J
にパーシ・ョンアップした。モノを売り込むだけの「製品
中心jがf1.0J，顧客満足をめざす[消費者志向Jがf2.0J。
では、 f3.0Jとは何なのか。(略)ソーシャル・メテ.イ
ア上の評判が決定的な影響力を持つ時代に)と書かれて
いる。
言い換えれば「素のマーケティングH正直マーケデイ

ングJfhonest marketingJ。企業と生活者の素顔が試
される時代が来るということか。
それならばと昨年からのチョー氷河期のシユー力ツに

苦しむ学生たちに 「シューカツ3.0Jを提案してみた0

・シューカツ 1.0fみんなが幸せな時代j右肩上がリで
取り敢えずゴールに向けてポールを蹴っていたら良
かった時代o企業には余裕があり社員教育もOJTも
できた。学生は大学に入学して卒業さえすればよく企
業は無色のままの新人を教育してその企業の色に染め
上げていけばよかった。

19 百人百語2011

.シュー力ツ 2.0fみんなが不幸せな時代jリーマン
ショック、世界同時不況、将来が全く不透明な時代。
企業に余裕がなくなり即戦力の人材やTOEICやPC
スキルが必須となる。学生は充分な学生生活を送る前
に就活に入り企業は業界再編もあり将来展望ができず
長期的な人材採用計画さえ立案できない。

.シユーカツ 3.0fみんなが素顔を試される時代jぞれ
は魅力ある人間力!正直力!
京都産業大学経営学部で担当する「営業力Jの講義は
六科目ある。授業で使用するすべてのpptの最後のス
ライドは「営業力は理解力。営業力は想像力。そして

愛Jである。これもミズグーに教えられたこと。
すなわち「営業力3.0は愛リ。

さわだ よしひろ

津田好宏

MCEI大阪支部理事長

(株)Taste One 代表取締役会長



国の現役と定年
日本の何かが変わりつつある。若者はモ いとしても、人の働く場面を壇やすという

ノの消費から距離を置き(今回は説明しな のは制度や仕組みで補強はできる。現役の

いが)、本来消費行動の中心の世代はあら 人が多いと国も現役になる。このままでは

ゆる不安に囲まれ、つつましく暮らす。ま 日本という園が定年になる。

だ期待されているリタイアした団塊の世代

も、趣味の世界での消費を少し増やしたく

らいで、現役時の元気は当然無い。最近な

にかと仕事でベトナムや中国に出かけるこ

とが多くなった。日本に元気が無いから企

業は外ヘ出るのか、企業が外ヘ出るから日

本の元気が無くなるのか、いずれにしても

結構深刻な状況だ。出かける国は人が多い。

多いだけでなく人が若く、皆働いている。 しゅとう よしのり

働くから必ず何かを生み出し元気だ。今の 首藤 由憲
日本は老人が増えて働く人が少ない。老人 キリンビパレッジ(株)

が多くなっているという事実は変えられな マーケティング本部長兼人事担当役員

客に甘えるな!
「おまえらもプロの端くれなんだから、

客に恥かかせるんじゃねえ!J 
私が新入社員で配属された工事現場での

ある日のこと、所長の怒声が響いた。所管

客先や監督者にアドバイスされるようでは

プロではない、何も言わせないのがプ口、

客に甘えるなリということだった。

28年前の所長の教訓、今でも身にしみ

の労働基準監督署が見回りに来た後に、是 る。

正勧告を受けてしま ったのだった。

監督署の見回りには請負業者である我々

と、施主である川崎市の職員が同行する。

不備があった場合は、工事を請負っている

業者のみならず、それを管理監督する立場

にある施主(お客様)にまでその責任が及ぶ。

所長が言いたかったのは、「我々業者が

t壁聞から突き上げられるのはまだいいが、

施主にまで迷惑をかけるとは何事だ、コト

が起こる前に予測して対処しておくのが

プロというものだ!リスク管理を怠るな!

しんかわ まさゆき

新川雅之

(株)早稲田総研インターナショナル

取締役副社長
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コニシキソウ除草にみる新規顧客開拓
暑い夏が過ぎ、ようやくささやかな庭に

ある芝生の除草に重い腰をあげた。

最初のうちは、ただただき痛の作業で

あったが、根を中心に四方にはびこるよう

に成長する 「コ二シキソウJという雑草の

除去に、思いのほか喜びを感じるように

なった。大きいものでは、根を中心にして

半径 20cm位はあろうか。根から締麓に

除草をすると踊れていた芝生が現れてくる

ではないか。ーか所の根を見つければ、こ

れだけの締麗な環境が見えてくるのだ。

最近は特に難しく感じる新規顧客開拓

は、我々の持つ技術が何であり、顧客が要

望するものは何なのか、そのことが致し

たときに今まで見えなかったものがはっき

りと見え、お互いがスッキリとする。その

掴むべき根(互いの要望)が何処にあるの

か、じっくりと見据えて開拓を考える必要

があるように思えてならない。

除草と新規顧客開拓を一緒に考えるのは

次元が異なるかもしれないが、自然の「お

きて」とはそういうものかもしれない。試

してみようと思う。

長社内
叉締取表代

叫
潔

開

問
野

山

附

引
ザ
{
邑
じ

大河の流れとうたかた
「ゆく川|の流れは絶えずして、しかも、

もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたか

たはかつ消え、かつ結びて、久しくとどま
ためし マみか

りたる例なし。世の中にある人と栖と、ま

たかくのごとし。J
「方丈記Jの言頭ですが、文章として格

調高く、 その意味するところは奥深い。齢

を重ねるほどに、自戒を込めて口中でブツ

ブツ。

絶え間ない流れとは、つまり普遍的なも

の、うたかたとはその逆で、 一時的にパッ

と咲く流行もの。今考えていること、成そ

うとしていることは普遍性があるのか、す

ぐに修く消えてしまうものではないのか。

全てとは言わないけれど、マス媒体のご

提案には、往々にしてうたかたそのものが
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多いのも事実。それを喜んでいるクライア

ン卜も同罪。

一見うたかた風だけど、酒々とした大河

に通ずる企画こそ粋でなおかつ本物である

と思う。

長室室画企業
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脚下照顧xn
私達は日ごろ自社の経営状況が悪いとそ

の原因を外部要因に求めがちである。そも

そも、日本が人口減になれば当然圏内市場

は縮小する。この状況は既に 20年以上前

から予見できたことである。

経済を拡大するためには、人口減を補っ

て余りある生産性の向上か、あるいは移民

政策を含めた人口増加政策や人口維持政策

が必要となる。人口減少率が生産性の伸び

率より大きければ必然的に GDPも減少す

る。従って、企業が日本市場だけに依存す

れば、成長は困難になる。

このような状況を打破するためには、日

本以外の市場で顧客を獲得するしか方法は

ない。幸か不幸か日本にはたまたま 1億

2千万人を越えるような市場規模があった

だけである。 スイスやオランダやフィンラ

ンドのような国がホームマーケットの会社

であれば海外市場を創業時点から考えざる

をえない。アメリカという日本の 3倍の

規模を持つ固に創業した P&Gですら圏内

売上比率は現在 42%である。日本企業が

成長を求めようとすると圏内市場のシェア

アップか、多角化か、あるいは、海外市場

展開しかないことを再認識すべきである。

授教院内子
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蛮わるもの、愛わらないもの
新年を迎えるにあたり準備するものは、お

せち料理、鏡餅、正月飾り、ハブラシそして

石鹸。

「今どき家は石鹸じゃないよ~J という方も

いらっしゃるかと思いますが、家族とのお風

呂や洗面台での想い出とともに記憶の中にあ

り、やっぱり石鹸という方も多いのです。

“クリームみたいな石鹸花王石鹸ホワイト"

というサウンドロゴとともに泡の感触、香り

が想い出、記憶に残っているのではないでしょ

うか。

花王は 1890年に石鹸を発売して 2010年

に120年目を迎えました。花王ホワイ卜は

1970年発売で 40年の時を経ています。

その問、高純度の良質な原料にこだわり、

7度も精製する製法を貫いています。だから

純白な白さを実現できています。

霊化する生活スタイルに合わせて香りなど

を改良をし、時代とともに過ごしてきました。

時代を超え、世代をまたぎながら受け継が

れていく伝統やもののよさ、習慣、子供の頃

自分が肌で感じた家族とのぬくもり。大切に

したいもの、変わるもの、愛わらないものを

見つめ直して、気持ちも新たに新しい石鹸で

新しい年をお迎えください。

京都の俵屋旅館ではスペシャjレバージョン

がお使いいただけます。

たがうち おさむ

高内 修

花王(株) メディア企画センター

IBC推進室マネジャー
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木を見て森を見ず
最近、部署移動をしました。20年近く

居た営業職を離れパックオフィスに入りま

した。

そこで気付いたのが「モノの見方J。社

内で同じ方向を向いているつもりでも見る

角度によって様々な解釈ができてしまう。

同じモノでも表から見るのと裏から見るの

では違ったモノに見えてしまうことに改め

て実感しました。各々の立場が在り、セク

ションと言う肩書きもあるので、小さな視

点しか持てないと全体としての生産性向上

まで到達しない。まさに「木を見て森を見

ず」になってしまう。

ひとつの課題を解決するためにその課題

をブレイクダウンして、セグメン卜した課

題を共有する。売上 UP、ブランドロイヤ

リティ向上が課題でも、インナー視点、流

通視点、生活者視点等様々な視点で取れる

のでクライアン卜、社内、関係外部とより

セグメン卜した諜題を共有しブレない企画

がより求められると感じています。

たかだ だいすけ

高田大輔

(株)ヒロモリ

SPメディア部 プロモーションク.ループ

マネージャー

人材を「育てるJ意思を持て
今年9月、サッカ一日本代表のゴール

を 10年以上も守り続けてきたゴールキー

パー (GK)・楢崎正剛選手が、「代表辞退j

を表明した。理由の一つが「自分が経験し

たことをもっと多くの選手が経験すべきだ

と思ったJということだ。GKは試合経験

の豊富さがかなり重視され、他のポジショ

ンに比べて選手の入れ替えが少ないところ

ではあるが、 Jリーグで活躍している若手

GKが何人もいるのに、代表に呼ばれるの

はいつも定番のベテラン選手ばかり。他の

ポジションは世代受代が活発だがGKだけ

は一向に進んでいない。これで将来の代表

GKが育つのか。育てる意思があるのか。

代表に選ばれるという名誉の扉を自ら閉ざ

してまで、楢崎選手は日本サッ力一協会

23 百人百語 2011

(JFA)ヘ「提起Jしたのではないかとい

う気がしてならない。同じ組織の中なのに、

ポジションの違いで人材育成にムラがあっ

てはいけないはずだ。

南ア W杯終了後、JFAはサ.ッケロ一二

新監督を招轄した。監督の交代もずいぶん

と活発だ。さあ GKの世代受代はどうする

のか。楢崎選手の思いに報いるためにも、

JFAには将来を見据えた GK育成を期待

したい。

局務事
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顧客欲求は次の段階へ移りつつある
2010年 MCEIに参加して最も印象深 に思ってくれている。」そんなサービスに

かったワードは「ホスピタリティー」です。 心惹かれる人は多いはずです。お客様の欲

「お客様へのサービスで売上を作るJとい 求は次のステージに移りつつあるのです。

う発想を超え、「お客様が体験したい感動、

物語を支援するJという姿勢です。マズロー

の欲求段階説に照らし合わせると、お客様

の欲求が生理的欲求に満ち、そして高品質

なモノサービスが増えてきた安全の欲求が

満たされるようになった現代において、他

者(サービス者)に受け入れられる「所属

と愛の欲求j、さらには白分(お客様)が

価値ある存在と認められる「承認の欲求J
までに届こうとしています。多くの商品、

サービスがコモテ.ィティ化するなかで、こ

れからは次の欲求に応えるサービスが受け

入れられるのでしょう。「私のことを特別

たき じゅんいち

滝純一

社内販売ネット(株)

企業の存続とは!
ある有名レコードレーベルA社の話で

ある。将来、 CD売上がゼロになっても

生き残れる企業に方向転換を試みている。

CD販売は今後、減少傾向が続くとみられ

る。市場は PC、Mobileからのダウンロー

ドが当たり前の時代である。市場の霊化は

大きく、しかも早いスピードで進んでい

る。この状態では将来企業は存続出来ない。

この危機感からトップダウンでト ップアス

リー卜のマネージメント業に蛮換を試みて

いる。あるト ップアスリー卜 Sクラスで

はCMギャラは 5，000万円を超える、CD
販売に換算すると 50万枚の販売に匹敵、

近年、 50万枚を超えるヒット曲は中々出

てこない。又、拘束時間も CM撮影なら、

1 日 ~2 日間で済む、 TVの音楽番組に出

場すると 1日の拘束が当たり前、ギャラ

も少額、タレントもアスリー卜も自分をプ

ランディングする事は苦手、ここに両者の

利害関係が成立する。

企業の存続とは生業を発展させるか業態

そのものの舵を大きく切る事も企業の存続

には避けて通れない。強力なリーダーシッ

プが望まれる。

たじま しんいち

田島慎一

(株)スタイリングライフ・ホールディングス

プラザスタイルカンパニー

シニアアドバイザー

百人百語2011 24 



社会の損失では?!~剃那の大事なチャンスを奪うのは~
学生の中長期の海外留学が減少してい

る。(2010パ0/9 日経)高校生では、経

済的な理由が多いようであるが、大学生は

就職活動への影響を考え前倒しを検討する

も、単位取得の支障を心配していることな

どがあるらしい。厳しい就職戦線が続く中、

就職活動は早まるばかり。大学はまさに就

職予備校と化し、学生も勉学の追及はおろ

か、おちおち学生生活を彊歌するような時

代ではないのが現状のようだ。企業側も海

外と対等に渡り合える人材を求めているは

ずだが、逆に、企業が学生の可能性を狭め

ている。理性や感性、体力も自由度も十分

備わった一生に一度あるかないかの大事な

時期に、思う存分自分を試してみる格好の

チャンスを、企業は、社会は、奪ってしまっ

ていないか。感受性豊かな時期に冒険をし

そこねた経験に乏しい、自由を知らない人

材が、日本の超高齢化の成熟社会における

企業を担う未来の人材としてどうなのか、

疑問を感じている。

あの意味があるのかなかったのか、私の

遊びほうけた学生時代に、海外留学でもし

ていたなら、立派な企業人になれていたの

やもと、感じる今日この頃なのです。

たなが さなえ

田中早苗

(株)京王工ーシ.エンシー

マーケティングプランニング室

自己解決比率の向上
高齢少子で成熟期に突入した日本を先 るホームクリ工イティブ、ホームソリュ一

頭とする先進国は、20世紀の世界貿易を ションの支援こそ日本の 21世紀社会が先

成長エンジンにしたエネルギーは中園、イ 行モデルを世界に見せることが大切な役割

ンドをはじめとする新興国にゆずり、低成 となり、世界の市場を通じて貢献のシナリ

長で継続力をむしろ戦略化するべきサス オを提供できる園ともなれるのである。

ティナピリティの時代を迎えている。競争

戦略よりも非競争独自限定牲を大切に、成

長戦略ではなく自己解決項目を増やす自立

化戦略こそが大事になってきている。何で

もモノとカネで測る活動から後退して、生

涯現役を目指す自立と相互に助けあう共生

扶助の社会を目指すことが求められる。問

題解決の主人公をコストとなる資金に求め たにぐち まさがず

ず、なるべく 1人 1人が自分で解決できる 谷口 正和

生活項目を増やす方向に市場活性力を高め (株)ジャパンライフデサ.インシステムズ

ることが大切に。おうちごはんに代表され 代表取締役社長
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『やる気』のかたち。 fMustJか fWillJか。
「仕事の成果Jは仕事に対する使命感の

持ち方にある、と思います。では使命感と

はどの様なものか!?一般的には「やら

ねばならないJという強い義務感 (Must)

に裏付けられたものが多いのではないだろ

うか。

こうした義務感 (Must)に裏付けられ

た使命感を決して否定するものではありま

せんが、より高いレベルの使命感があるの

ではないでしょうか。それは「ワクワクJ
として、「やりたいJ(Will)という自らの

意思による前向きの使命感なのだ、と思う

のです。

ダ二工ル・ピンクのいう「モ，安べーショ

ン3.0J即ち fWowScoreJの高い「自

らの意思に基づく 『やる気jJの高さです。

サッカーの名古屋グランパス、ストイコ

ピッチ監督は、選手に絶対言わない言葉、

それは fWemust winJだといっていま

す。fMustJが与える精神的重圧の怖さを

知ればこそでしょう。この fMustJから

開放されて、自由に伸びやかな fWilリに

基づくプレーを期待した台詞だ、と私は共

感しているのです。仕事に対する使命感が

fMustJによるものなのか fWil1Jによる

ものなのか、改めて“自問"してみる必要

があるのではないか、と私は思っているの

です。

たに〈ち まさる

谷口優

四日市大学経済学部客員教授

地育のすすめ
地織のスポーツのボランティア活動に参

加して、今年で 18年。毎週土曜、日曜は

小学校のグランドで、幼稚園児から、小学

6年生まで、地域の子供達を預かつており

ます。最近の親は団塊ジュニア世代で、 俗

に「団塊の世代からしつけを受けていない」

と言われている世代。この世代は、学校行

事では、子供よりも親に対する注意事項が

言い渡されます。「私語注意Jf足音をたて

ないJf JJ'さな子供を連れて来ない」など

など。

一昔前は、大家族で、おじいちゃんやお

ばあちゃんに子守りを頼んだり、また、ご

近所にも、同世代の子が大勢いたので、近

所のおじさん、おばさんが、よその子の面

倒を見たりしていたのが普通でした。

核家族化、少子化が進み、子育てを学ぶ

機会が減少し、社会環境も厳しくなって、

親の子育てに関する負担がますます唱えて

います。自分の事も精いっぱいの中で、それ

にプラス手さぐりで子供を育ててゆきます。

このような、親の負担を少しでも和らげ

るために地域が一体となって子供を育てる

といった取り組みが、ますます必要となっ

てゆくのではないでしょうか。

「地産地消Jに、子供を学校も含めて地

域の皆で育てるといった「地育」を加えて、

「地産地消地育」をすすめましょう。

たむら ただし

田村直

(株)シャイン・プラス 代表取締役
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最終稿・マーケティング幸福論
-ヒューマンマーケティングへの道(=HMk) 

父の貿易で関西古来の商法「三方良しjを手本に

昭和27年学校ゼミの個人テーマは同じ思想のマーケ

ティング(=Mk)とした。卒業後理念が「企業の目

的は社会貢献で利益はその結果であるJとの創業者

に惹かれて入社。仕事では大量生産大量販売最盛期

2度の石油ショ ック時に「物・ 量から質・心ヘJの

未来戦略を提言。数々 の障害を踏み台に fa波MkJ

から fHMk=地球上のあらゆる生命体に生かされて

いる人閣の幸福実現jが誕生・実践出来た。定年時

バブル崩壊が始まり諸企業・官庁 ・NPOにHMkを

推進し新しい社会創造に参画。現役時代の経騒を生

かしながらお返しをした。組青飛行機自爆時「世界

テロ戦争時代の企業による平和実現Jを本誌提言し

た諸海外から反響が多く 2004年から4年半35カ

国で展開し満願成就。結果79歳の今Mkの心のお

陰で至福の人生を味わっている。

・マーケティングは人生幸せへの道

以上の体験から Mkの価値観「顧客志向Jの底に

は普遍的な「愛jがある。民族・宗教・国・主義・

時代を超える。敵味方の区別が付かない世界テ口戦

争時代にも平和に貢献出来る。原爆で人類を瞬時に

壊滅出来る時代には武力で解決は出来ない。Mkの

理念は企業を通じて平和を実現出来る。個人生活に

も幸せが得られ人生を最後まで全う出来る。Mkの

価値観には普遍的真理があるので永遠である。

此れで連続27稿の最終とします。皆犠のご教示

に深く感謝します。良き人生を!(̂・̂)

千足隆昭

所究研グンイ一アケマンマ「
宰

ヒ
主

オーバースペック&フリル
最近、デジタルカメラを買い替えたが、

その高性能に驚いている。以前のものに比

べ、サイズと軽さは半減、性能は数段向上

というので喜ばしい限りだ。取り扱い説明

書には逆光補正、赤目軽減、人物検出、ス

マイル認識、動画録画等など様々な機能が

書き連ねられている。 一眼レフ時代からカ

メラに慣れ親しんでいるが、それでも全て

の機能は使いこなせそうにない。

手元にある電子辞書も同様だ。広辞苑、

漢字源、明鏡園語、和英、英和、英英、全

訳古語といった辞書類をはじめ、カロリ一

計算から家庭の医学、音声の英会話まで付

いていて、大半の機能は未だ使ったことが

無い。性能がアップし機能が増えると、自

然に操作が複雑になることを避けられず、
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手順を覚えるのが面倒なのだ。

デジカメに隈らず、日本の製品は付加価

値を加えることで市場を獲得して来たが、

この方式が、どこまで続くか疑問を抱くよ

うになった。高性能はオーバースペックに

通じるし、多機能はフリル(余分な飾り)

と受け取る人も少なくないからだ。これま

での商品企画発想が、熟年 ・老年人世代の

時代二一ス.に沿っているかどうか、再考す

べき時期に差し掛かっているのではないだ

ろうか。

ちば とういち

千葉東一

(株)センコーポレーション

代表取締役



心のハードル
景気も消費も “低温"状態がつづく。 モ

ノが売れないのは、「まるで潮がひくよう

に、欲望が退潮してしまったJからだとい

う。バブル崩壊後、久しくいわれてきた消

費者心理と、現在の低温消費の間には、お

そらく大きな隔たりがある。

「欲しいものがないJI買い物に心がとき

めかないJ状態を永らくさまよった末に、

いま人々が向かうのは「断・捨・離J。モ

ノやコト、果ては関係性の呪縛から解き放

たれ、無取なものを身辺から削ぎ落とすこ

とで、心地よい暮らし、自分らしい生き方

を手に入れることに熱をあげ始めている。

不要・不適・不快なものを断つ-捨て

る・離れる・ことで、暮らしと気持ちの新

陳代謝を図ろうという提案は、誰もが実行

できないまでも、時代の気分の最先端を表

し、魅力的に響く。購買行動に踏み切るた

めの、心のハードルは限りなく高い。その

ように執着を捨て去った後に、残るものは、

ひっそりとした愛着なのだろう。美意識に

耐え、確かな満足を約束するものだけが選

ばれる、大蛮な時代がやってきた。

つぽた さほ

坪田佐保子

PRプランナー

「弱い紳Jのコミュニケーション・デザイン
親友や職場の同僚の「強い紳Jで結ばれ てくる状態だなんて表現する人もいます。

たつながりは、知らない情報や異質な人脈 とはいえ「弱い鮮の力Jは「強い紳Jとなっ

が少なく、 新しい課題解決に役立つ情報が た SNSなどで起こりにくくなってしまっ

得られなくなる一方で、あまり親しくない たり、いつも今を考える MCEIの活気が「弱

友人や、普段会わない領域の人々が「弱い い鮮の力Jそのものだったりするので手段

紳、Jで繋がることで問題解決することが普 ではなく鮮の力は心の力かな。

通になり始めているようです。

価格でしか差を語られなくなってしまい

がちな商品カテゴリーで、商品を使う生活

者の興味経験から新しい価値が発見され、

あっと言う聞に「弱い鮮Jを伝わり広がっ

て行く 「弱い鮮の力」を「宰そうで辛くな

い少し辛いラ一泊Jの巧みなコミュ二ケー

ションデザインから知りました。

ソーシャルメディ アは、納豆をかき回し

て引き上げると糸を引いて納豆の粒がつい

なかじま よしひこ

中 島 良彦

大日本印刷(株)

C&I事業部 マーケティング開発室

室長
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戦略港湾構想の戦略
戦略とは何か。国家がアジアのコンテナ

港に完敗している日本の港。この「ハブ港

奪回Jのために打ち出した政策が「戦略港

湾構想」である。これに「京浜港」と「阪

神港Jが選ばれた。これでよいのか。アジ

アのハブ空港の膨大な扱い量の秘訣はトラ

ンシップ(通過積み換え)故である。日本

の港は隆上の物流の関係でトランシップに

は隈界がある。また、既存の港湾では修正

改善付加しかできない。「トランシップを

奪う」。これが戦略目的なら既存の大港湾

ではなく、新規にトランシップ専門港を新

しく作り出すべきではないか。それも日本

のアジア寄りの西日本、できれば沖縄寄り

がよい。特区にして荷物を奪うインセン

ティブ策を大々的に打ち出す。これこそ戦

略ではなかろうか。

戦略とは将来に向けた大きな目標への計

画的かつ具体的なビジョンであろう。これ

はビジネス ・インサイトとも言うべきもの

である(石井淳蔵さん、これでよかったで

すか)。

な がだ しん や

中田信哉

神奈川大学経済学部教授

心持の原点目帰
面白いビジネスの物語をつくりたいと、

最近、心から思う。意外性があり(今、非

常識に見えても)、夢がある(今、非合理

に見えても)、ビジネスの物語をつくりた

いと思う。常識と合理で計測可能な市場価

値の積み重ねはもちろん大切なものではあ

ることは知つての上で、常識と合理とは遣

う異彩を放つマーケテイングが本気で必要

な時代が今だと思う。企業も個人も、自己

否定がキーワードになる。当たり前の言葉

だけに、概念も行動も難しいと思うが、こ

の歳になって、改めて自分で試してみよう

と思う。
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哲 力、ね てつお

中根哲夫

(株)大広



NBメーカーの将来不安
セブンイレブンでは、 PB(セブンプレ 小売業の SPA化にどう対応すべきか。将

ミアム)とオリジナル商品(おにぎりやお 来、多くの NBメーカーが小売業に原材料

でんなど)の売上が40%に達するという。 のみを供給する原材料サプライヤーになり

これらの商品は小売業がみずから商品企画 はしないか?あるいは、小売業に生産を委

をしてメーカーに発注して庖頭で販売す 託される生産メーカーになりはしないだろ

る、いわゆる SPA商品である。SPAと言 うか?ナショナルブランドメーカーにとっ

えば、ユニクロである。百貨庖や GMSの ては前逮多難の将来が待ち受けている。

売上が低迷している理由の一つに衣料品の

売上がユニクロ等の SPAにシェアが奪わ

れていることがあげられる。このため、百

貨j苫も従来の消化仕入れのビジネスモデル

から自社ブランドの PBを導入する動きが

活発化している。当然と言える。

セブンイレブンにみられるように加工食

品でも小売業の SPA化が始まっている。

ナショナルブランドメーカーはこのような

ながむら ひろし

中村博

中央大撃ビジネススクール

教授

ノルデ、イツク・ウォーキングでメタボ対策&ロコモ予防
+ (̂ )̂Iノルテ.イツク ・ウォーキングと

は……クロスカントリースキーのポール

(スト ック)を使ったウォーキングのこ

とです。ポール(ストック)を突いて歩

くことで、全身の筋肉(約 90%)を使

い、カロリー消費が 1.2~ 1.3倍にアッ

プします。そのため、メタボ対策に効果

が期待されています。。(̂ )̂Iロコモとは ・・・ ロコモティブ

シンドローム(運動器症候群)の略で「運

動器(身体活動に必要な器官)の障害J
により「要介護になる」リスクの高い状

態になることです。

+(八八)1ノルディ ック・ウォーキングで

は全身の筋閃(約 90%)を使うことから、

メタボ対策に加えて、主に姿勢を維持す

る体幹部の筋肉の衰えを防止し、ロコモ

予防にも効果があると考えています。

+ (̂ )̂Iこのように、メタボ対策&口コ

モ予防の効果=ノルディック・ウォーキ

ングの価値=r変身価値Jを提供するこ

とを目指して、自らノルディック・ウォー

キングの世界を楽しんでいきたいと思っ

ています。

なみがわ こうし

並川耕土

関西ノルディック ・ウェルネス

ノルディツク ・ウォーキング指導員
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究極のお客さま理解テクノロジー「個性認識学jはじまる。
人の話の聴き方を 4つに分類して相互コ

ミュニケーションを深める「個性認識学講

座Jが面白い。 NPO法人「日本心理カウ

ンセリング協会」が 10年前から研究を進

め、今年から講座として提供を始めている。

HOT (情熱的)か COOL(冷静)か?

DRY (合理的)か WET(情緒的)か?たっ

た二つの質問で人閣の物の見方の傾向が見

えてくる。HOT& DRYの人を「勇Jと

呼ぶ。達成を目標とし「出来るよ「出来な

いJを思考の中心lこ置く。 COOL& WET 

は「親J平和を求め、皆の為になるかどう

かで行動する。HOT& WETは「愛j。相

愛を求め、好き、嫌いで判断する傾向があ

る。COOL& DRYは「智J真理の追究を

目標とし、解る、解らないて・考える。

これら勇 ・親・愛・智の要素は 1人の

人聞の中に全て存在しており、環境や状況

に応じて各要素が増幅されて人間の個性を

形成する。それぞれに響きやすい言葉・色・

音楽があり、顧客の視点毎にコミュ二ケー

ションを取る事が可能になる。私も数年前

から着目してマーケティングツールとして

の可能性を模索している。

にとう しようへい

仁藤正平

(株)SPソリユーションズ

代表取締役

農林水産業に光を
最近のマスコミ報道から。①食糧自給率

改善せず 40%。②農業就業人口 5年前比

22%減。この 20年で半減。③単遍被害て・

ロシア穀物の輸出を禁止。④漁業の後継者

難深刻。(]:外国資本が日本の森林を買い漁

り。日本の水資源に暗雲。⑤円高、生産拠

点海外ヘ。 失業率改善困難。⑦大卒2割就

職せず。

以前、穀物輸出国が、いつ輸出禁止に転

ずるか分からない。食糧自給率アップが急

務だと提言した。それから数年を終ずして

危慣は現実となった。四方を海に固まれ、

国土の約 70%が山地で、四季に恵まれた

我が国は、今こそ第一次産業への回帰を真

剣に考えるべき時期にきている。幸か不幸

か、職に就けない若者が多数いる。
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農林水産業といえば重労働のイメージが

強いが、これら産業のマーケテイング、技

術開発、物流等々、若者を受け入れる余地

は大きい。国が取り組むべき重要問題であ

る。古来「食を軽視した民族は、必ず滅び

る」といわれる。子孫が食糧不足にあえぐ

日本など見たくない。

の な が のぷお

野中信夫

野中経営事務所代表



スーパー・クランチャーズ
iSuper CrunchersJという本がありま

す(邦題は「その数学が戦略を決めるJ)。

回帰分析や無作為抽出を使って過去を読み

解き、未来を探る話です。インターネット

時代には A/Bテストの実施が極めて容易

です。パナ一広告や LPOと呼ばれるネッ

トマーケテイングの世界では、無数のデザ

インやコピーを並行して使って、どれがい

ちばん受けるか自動で比較し、儲けに直結

するキャンペーン施策やキャ ッチを「リア

ルJなネット利用者のクリ ックを使って選

び出すことが何年も前から始まっていま

す。新興国では政策の決定にも同じような

手法が採用されていて、議員の持論ではな

く、実際に無作為抽出した人に新施策を試

し、効果を実測した上で本格適用し始めて

いるとか。もはや人々は知らない聞に比較

実験のモルモッ卜になってしまっていま

す。不要なものを売りつけられるためでな

く、よりよい生活のために技術が使われる

ことを祈ります。

のぶくに けん じ

信圏謙司

NECビッグローブ(株)

消費を激蛮させる三大疾病
時代が蛮われば、家計支出の内訳も変

わって当然だ。そして昨今の大きな潮流は、

高齢化や生活習慣病の蔓延による医療関連

費用の増加や支出項目の蛮化ではないだろ

うか?

とくに、熟年層を中心に患者が急増して

いる心臓 ・脳 ・がんの三大疾病は、治療や

療養の期闘が長引き、月々の医療費も場合

レジャー、旅行、宿泊、映画 ・演劇など。

[構造が変化する支出]突通費=通院のタ

クシ一代や電車賃は増えるが、仕事や旅行

代は激減。衣料費=おしゃれ着が激減する

反面、通院用の外出着や(がんなどの場合

は)体重減による買い換え需要も増える。

どれも暗い話だが、中高年やシルバー層を

対象とする企業には避けて通れない課題

によれば数十万円はかかる。そんな家庭で だ。

は、大別して以下の地殻変動が起きている

わけだ。

[急漕する支出]医療費、医薬品、保険、

健康食品、安全な食材。また、自宅療養が

長引けば、家のリフォーム、大画面テレビ、

DVD、使いやすい家具や寝具など。

[激減する支出]酒、煙草、外食、会合、

のむら ま さき

野村正樹

野村オフィス代表
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耐久消費文化ヘ
無料版でも充分役立つ “Evernote"で

あるが、有料版にアップグレードする第一

の理由は、「好きだから」だそうだ。

都心のマンション、購入基準は価格や立

地だけではなく「好き嫌いjが大きな要素

となって久しい。

今年買った一番高い買物は?私の場合

は、カメラ。最新のデジタル一眼レフでは

なく、私と同じ年齢 1959年製のライ力。

機械式のカメラや時計の優れている点は、

修理が出来る、ということ。

耐久消費財であったはずのカメラや電化

製品は、春モデル・夏モデルなどと、めま

ぐるしくモデルチェンジを繰り返し修理に

出すと同等の新製品で帰ってくる始末。消

費文化の典型である。

憧れ、尊敬、高級に値するモノを手に入

れたい。好きなモノを手にいれたい。それ

を手にした利用者がいかなるパフォーマン

スを見せるか、利用者なりの価値を創造す

るか。供総側の進むべき道は、利用者の心

地よいパートナーとなることに尽きる。も

う一度、耐久消費文化になるべきである。

はしなが とおる

橋長達

(株)リアルフィールズ代表取締役

Now' 5 the Time! 
紀元前 2800年頃の、古代アッシリアの

粘土版には、

「世も末だ。未来は明るくない。賄賂や不

正の機行は、目にあまる。J
という記載があるそうだ。

人類の進歩はかようなものであり、「最

近の世の中は…」と極め台詞を叫んでいる

だけでは何も変わらないということだ。

TVっ子としては、「最近の TVは…」と

悲観的に扱われることが残念でならない。

メディアの一端を担う者として自戒も含

めて言えば、今のTVは、「卑から、貴ま

でを、ある種のち持のもとに画面に映し出

すことにより、視聴者の知的興味を加速す

るJという可能性を自ら捨てているのでは

ないかという深い懐疑に捕われている。
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人は「何かがないJという欠落感を強く

感じるものだが、 TV画面に、制作者の「熱

意Jと、世の中のありのままを映し出そう

とする「真警な姿勢」が欠けていることが、

今のTVの向かうべき最も重要な課題であ

るきがしてならない。

はしもと はじめ

橋本元

(株)wowow 
取締役経営戦略担当



買物に注目する理由、注目される理由
生活者を買物客=ショッパーという視点

から徹底解明する動きが活発化している。

モノを「売るJという事の背中合わせにあ

る、ヒ卜が「買うJという事の解明への本

格的な取り組みである。より「売り」に貢

献するために、モノの価値だけでなく、買

つひとつの買物に幸せの価値創造をするこ

とにより、日本の経済はもっと元気になる

はずだ。生活者と企業の幸せな関係を数多

く生み出しながら。

生活に密着した「貨物」が、ますます

ビジネスの重要なテーマとなっていきそう

物として包括的に価値創造するマーケティ だ。

ングへの動きとして捉えられる。

「買物Jに焦点を当てたマーケテイング

は、「売りJへの貢献を高めることだけに

は留まらない。価値ある「買物Jはヒ卜を

前向きに、幸せにする。買物にはそうした

潜在力がある。「売りJと同時に、「幸せJ
を創りだすマーケティングとしての可能性

に期待が集まる。

買物は経済の最小単位ともいえる。ひと

はせがわ ひろし

長谷川宏

(株)博報堂

博報堂買物研究所所長

「環境Jについて考える
皆さんは普段の生活の中で「環境Jにつ 共感を獲得するのか。皆さん、今一度真剣

いて意識されていますか? に考えてみませんか。

調査によると消費者の環境意識は年々高

まっており、我々の生活も省エネやリサイ

クルなど「工コ生活jがかなり定着してき

たのではないでしょうか。

ライオンも環濠省の定める「工コ・ファー

ストj認定企業として、商品づくりから自

然保護まで、全社をあげて環境保全活動に

取組んでいます。ただ実際に「居頭Jに目

を向けると、工コ訴求の商品は多いものの、

まだまだ「環境Jを訴求した売場が少ない

ことも事実です。商売と環境の両立。工コ

潰野真 樹
ポイントはもうすぐ終了しますが、「環境」

は来年以降さらに大きなテーマになってき

ます。工コを売場でどう表現し、お客様の ライオン(株) 営業開発部
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カンガルーの憂穆
ケアンズ市街から車で 1時間のところ

にトロピ力ルズーがあります。ここは力ン

ヵ・ルーに餌付けが出来る有数のスポットで

す。孫娘がワクワクして入口で大量の餌を

購入、一番人気のコアラ舎を横目に一目散

で行ったのですが、彼らは全く無視するで

はありませんか。

「凄いよリと言った手前、寝ころがっ

ているのに無理矢理食べさせる始末でし

た。係の人に聞いても要領をえません。(私

の言葉が通じないだけですが)後で分かっ

たのですが原因は数年前から始まったナイ

トツアーの様です。元々彼らは夜行性動物

なので夜は食欲旺盛、昼は飽食の時間帯

なのです。観光用に昼生活をしていたの

が、本来の行動パターンに戻ったという訳

です。なんだか最近の消費構造を思い起し

てしまいました。景気低迷でサパイパルを

余儀なくされている今の状況が本当の消費

行動ではないでしょうか。そんな前提での

マーケティングも考えさせられた8年振り

のカンガルー達との再会でした。

は やま のりひこ

羽山紀彦

NPO法人 フューチャー:フォーラム

代表

山ガール
最近、「山ガール」が話題となっている。 まり群れない。ほとんどが2、3人のグルー

ひと昔、否、ふた昔前は、「目安Jと呼ん プで山を楽しんでいる。このような彼女た

だらしいが、今やお酒落な「山ガールJで ちの習性の裏側に何があるのか考えてみる

ある。女性ファッション誌や地下鉄のフ のもマーケティングに役立ちそうだ。

リーペーパーにも特集が掲載されている。

今年の夏山は、山スカを履いた「山ガー

ルjが目を楽しませてくれた。というより、

目のやり場に困った。「山ガールJは、も

ちろん、サポートタイツや、お酒落な縞々

タイツを履いているのだが、何故かその上

に山ス力を巻くや否や、彼女たちが急な斜

面や岩場を懸命に登っているところを下か

ら見上げると、純情な私は、目のやり場に

困ってしまう。でも、カラフルなウェアを

身にまとった「山ガールJ大歓迎だ。

「山ガーjレjは元「山女Jと違って、あ
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原誠一郎

(株)桃屋営業企画室



最近の私のライフワーク
最近、小売業からの提案要請が多くなっ あっても、現状のモノありきから、顧客あ

ています。リーマンショック以降の価格競 りきに発想を変えないと、提案する小売業

争力、ら何とか抜け出そうと、各社とも悩ん の顧客に、新たな需要を喚起する提案は出

でいる表れでしょう。そのような中、当社 来ません。

は「ライフスタイルマーケディング」を推 データの活用といったテクニカルな側面

進しようと、中間流通としてはこれまで捉 よりも、この発想の転換を促すことが、私

えて来なかった、生活者の行動や好みを科 のライフワークとなりそうです。

学し、適切な売場、売り方を提案しようと

しています。

その為には、その気づきの基となる ID-

POSデータを上手く活用する必要があり

ますが、小売業もこのデータを単に販促の

効率化の手段として捉えるか、顧客の理解 はら まさひろ

の手段と捉えるかで活用の仕方は変わりま 原 正浩
す。後者に発想が麦わらなければ顧客の好 (株)菱食次世代事業推進本部

みを捉えた施策には脱皮できず、当社に Rープランニング部部長

今日、あなたは何回「愚痴Jを言いましたか?
私は営業サポート部隊の一員であり、メ

イン顧客はセールスだ。所属がら全国の

セールスと話す機会に恵まれている。

そんな中、社内・社外の内容に隈らず、「愚

痴Jをよく耳にする。でも、悲観してはい

ない。むしろ、 Welcomeだ。愚痴をこぼ

せるということは、既に本人は「課題Jに

気付いているハズ。その課題を解決するた

めのサポートをすれば、相手は何かしらの

「満足Jを覚える。いわゆるrcs(顧客満足)J
だ。

これは得意先や消費者に対しでも同様の

ことだと思う。ターゲッ卜の課題を解決す

る提案や商品がcsを生む。

愚痴は身近に存在する。多忙な毎日だか

らこそ、愚痴を課題と捉える「心のゆとりJ

が大切ではないだろうか。勿論、個人レベ

jレですべての愚痴に対応できる訳もない。

優先順位・業務委託 ・情報共有を行い、個

人ではなく 「チームでの課題解決Jが必要

だ。そして、csを積み重ねることが「信頼」

に繋がるはずだ。

[社内 csの強化]

これこそが「企業活性化の近道Jではない

だろうか?

‘さあ、 csを語ろう!.. 今日も日本酒で

乾杯だ!

ひらお力、 な お き

平岡直樹

黄桜(株)営業統括部主任
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統合的コミュ二ケーションの重要性
メディアが多様化し、情報が溢れ、誰で

も何時でも何処ででも情報の受発信者にな

る時代。消費者はパーソナルな情報を整理

しているのでしょうか。

ブランドは、消費者の記憶の中で活きて

行かなければなりません。

企業はブランドをしっかりとした受け皿

とし、情報化を戦略的に考え、知恵や技術

を発揮していく全体像をつくりあげる時期

だと思います。

「その人にして、その発言・行動ありき。」

企業と商品の印象をどのように作り上げて

相乗効果をもたらすのか。

コミュニケーションの役割は、企業経営

にとってさらに大きくなると思います。

ひらした やすし

平下廉嗣

日本ハム(株) 広告宣伝室

新しい「この固のかたち」
昨今の日本経済の苦境を見る時、この始

まりが 1989年のベルリンの壁の崩壊で

あった事を痛感している。当時はこれでよ

り良い平和な時代が到来する事を期待した

のであるが、その後の現実は予想に反して

様々な矛盾や欠陥が出現している。即ち世

界の需給構造の壁が破れ、低廉な東側諸国

の労働力と資源がサプライ側に加わり、低

価格の供給過剰構造が出現したという事実

で大戦後一貫して工業力の築成とその製品

の輸出に専念して、世界史稀にみる経済繁

栄を続けて来た日本がその影響を最も大き

く受けているのは当然である。之に加えて

日本が最もその拠り処とした「技術Jの面

にあっても、ITの進化に依って従来未熟

練労働力が進化する崎間的制約が解消され
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て、「後進の前進性J(こ拍車がかかっている。

これ等が今回リーマンショックに最も遠い
こうむ

日本が大きな打撃を蒙っている理由だと考

える。

この世界の経済構造の歴史的転換期を切

り抜けて、次の時代の繁栄を担うにはどう

しても「新しいこの国のかたちJを再度作

り上げねばならない。

先ず国民全体がその覚悟を持ち、挑戦す

る気概を持つ事が不可欠である。そして前

号で私が述べたように、この大衆心を掴み

引っ張って行く強力な先導者(リーダー)

の出現を再び待望する処である。

ひろた ただし

贋田正

(株)菱食特別顧問



「マーケティング3.0J:実携の銭はトリフ。ルメディアの連携戦略だ。
コトラーが「マーケティング3.0Jを発表、 消費者の心をオンにする「広告メディア」、

インターネットによる情報伝達精造の大転換 信頼や評判を勝取る「ソーシャルメディア」、
と、「ソーシャルメディアjの台頭を前提に、 さらに顧客と長く結びつく 「自社メディア」。
今後のマーケテイングの在り方を示唆した。 この 3つのメディアを巧みに連携させ、荷品

製品中心主義の時代、消費者中心主義の時 やサービスを認知した一般層からファン層ヘ
代を経て、人間中心主義の時代の到来を説い そして顧客層へという流れにドライブをかけ
ている。そして今や消費者は機能的、感情的 て「買う理由Jを各々最大化する戦略だ。
な満足だけでなく、人間精神の満足を求めて そんなトリプルメディアの連携戦略を各様
おり、これからは消費者を完全な人間的存在 に準備する事と併せて、「顧客Jを、「消費者j

として扱うべきだと主張する。非常に興味深 を見つめ、さらにその総体である「人間J
いがそこに具体的方策は明示されていない。 をしっかり捉え直す必要があるのだろう。

私はこの主張を企業活動における理念的

側面と、具体的な戦略的方策という 2つの ふくざき たがし

側面で受止める必要があると思っている。 福崎 隆司
そして後者の具体的な解の1つはトリプル (株)アサツーディ ・ケイ (ADK)

メディアの連携戦略にあると考える。 執行役員 第4営業部門長

聞く耳持たぬ現代情景
先日カセットウォークマンの生産終了が

発表された。大学生の頃、初めてイヤホー

ンを耳にあてた時の衝撃は今も鮮明に蘇

る。音楽を持ち歩きできる機械は今や小型

デジタル機に姿を蛮え、若者ばかりかシニ

ア層まで浸透し、街中にイヤホーン族がや

たらに目に付くようになった。

電車内のシャカシャ力音は性能も改善さ

れ、さすがに聞かれなくなったが、この頃

ある異常行動が非常に気にかかる。

電車のドアの前でボーっと突っ立ってい

たり、自動改札で引っかかっていたり、い

きなり人にぶつかっている人の 100%は
イヤホーンをつけている。(2010年度自

己調査調べ)おっさんそんなことで目くじ

ら立てるなよとの声も聞こえるが、そんな

迷惑行動から派生して、あらゆるコミュ二

ケーションを自らシャットアウ卜する今の

習慣が、イヤホーンをはずした時て・も人の

話に聞く耳を持たなくなるのではないかと

危慣しているのである。

便利な器械が誕生するたびに、人間の本

来の機能が徐々に退化して、自分さえ良け

ればの個人主義に向かわないようにと願う

ばかりである。

ふじた しんじ

藤田真司

(株)千修営業7部部長
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「共感力Jの時代
2010年、社会現象的なヒット曲となっ

た植村花菜の「トイレの神様J。亡くなっ

たお祖母ちゃんとの思い出を、9分 52秒

の歌に込めたもので、1月?日に、日本で

初めて FM802で放送したところ、「涙な

しでは聴けない」等の大反響があり、リク

エストが殺到した。

この曲のヒットから、今の時代をマーケ

ティングする上でのキーワードが読み取れ

る。

. iトイレの神様」には子供から年配の方

まで、幅広い層の人に、日々の生活の中

で忘れがちな身近な想いを蘇らせてくれ

る共感力がある。

-植村花菜の等身大で自分を飾らない歌詞

は、ソーシャルマーケティングで重要な

要素、「正直(=Honest)Jにつながり、

共感を呼んだ。

例えばTwitterをみても、単にフォロ

ワーの数が多いだけでなく、 Re-tweetさ

れる数が多い、つまり Re-tweet力はその

ツイートに共感力があるかどうかで決ま

る。

「共感力Jは、ソーシャルメディア時代

のコミュ二ケーションを考える上で最重要

ファクターである。

ふじむら しげひろ

藤村滋弘

FM802 事業開発部長

生きがい00って、究極のトッピング
生きがい農業って、筒いた感じどうです がいを組み合わせて、新しいサービスや商

か。畑で汗を拭きながら「これがやりたかっ 品を編み出せるときかも。生きがいピタミ

たんだよな-Jなんて言いながら、気持ち ン剤に生きがい茶、生きがいシューズ、生

よくやっている感じがしませんか。生きが きがい劇場、生きがい美容室、生きがい美

い起業ってどうですか。ただ起業というと 術館…。師走には生きがい学会が発足。

会社立ち上げにガムシャラに取り組んでい

る姿が浮かんでくるのに対し、生きがい起

業は目指したいことがしっかりとあるか

ら、難事にぶつかってもそれすら楽しめて

いる、そんな感じがしませんか。「そのままJ
では出てこないけれども、生きがいが付く

と何かひと味違う。その先の何かを想像さ

せるような、そこに何かを信じさせる力み ふじむら のぷゆき

たいなものが備わっているような感じがし 藤村 宣之
ます。生きがいとの新しい形の「つながりJ (財)健康 ・生きがい開発財団

で何かを生み出せる。今の時代こそ、生き 事務局長
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Social marketing世間良し
今年 10月名古屋で開催された COP10

も一昨年 12月にコペンハーゲンで開催さ
れた COP15も結局、<先進国vs途上国
+新興国>の構図を鮮明にした結果となっ

た。成熟市場を圏内に抱えた先進国は自国

の痛みを最小限に抑える一方、成長著しい

新興国市場に進出を果たしたい。一方、自

国の資源と労働力をただ同然で収奪されて
きた新興国・途上国は、過去に遡りその

対価を求めている。グローバル化した利益

収奪の仕組みは、先進である日本国内でも

富の 2極化を生んでいる。一説によれば、

日本人の暮らしは地球 2.3個分の環境負

荷を与えているという。物質的な豊かさは
精神的な満足に繋がらないばかりか、足元

の環境を破壊している。買い手良し(顧客

満足)、売り手良し(持続的な経営)に資

源を傾斜した結果、振るい落とされたマー
ケットが拡大している。近江商人<三方良

し>の中の世間良し(社会的存在意義)が、

じわり重みを壇している。

ますお ほがら

増尾朗

(株)二チレイフーズ

環境経営推進部長

すべては売場で起こっている
営業において、業績不振になると、景気

や天候、気温の変化、商品力など、ついつ

い他律要因的な言い訳をしてしまいがちで

す。しかし、本当にそれが原因なのか?何

かやり方を間違ってるのでは?他にやり残
していることがあるのでは?など、自律的
要因を考えてみると、「売場Jに答えやヒ

ントを見つけることができます。

特に、「売場Jには陳列の状態や顧客の

購買行動など、データの数字からでは読み

取れない情報が数多く存在しており、営業

にとって真実を掴める場所が「売場Jだと

思います。

今日も真実を求め、庖を巡ります!

ますお りゅうじ

増尾龍次

日本ミルクコミュニティ (株)

マーケティンググループ

営業支援チーム担当課長
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ワーク・ライフ・バランスは、自分自身のブロデ、ユーサーとなること

「ワーク ・ライフ・バランスJは、働く ロールモデルとして示さざるを得なくなる

人が、他人とは違う自分オリジナルの「何 だろう。従業員と距離感の近い中小企業経

かJを2つも3つも見つけて仕事を通して 営者は、なおさらだろう。

さらに「一流Jにすべく、磨き上げていく

過程である。いわば、自身のプロテ.ユーサー

となって自分の人生を作り上げていくので

ある。中小企業経営者は、ユニークな経営

理念、熱い使命感を持っている方が多い。

働く人がそれに共感し、自分の「何かJを

全力投入して役割を果たすことで社会貢献

する。それは、会社や社会状況がどうなろ

うと、対応して生きていける「強くて良いJ
自分の人生を企画していくことでもある。 まつうら

今後は、経営者や幹部自身も、ご生活 4公浦 .なつひ

者としてどのようにワーク・ライフ・パラ (株)会社業務研究所

ンスを実践しているか、その姿を働く人に つーク・ライフ ・バランス研究員

高齢者が元気で生きるためのニーズ
近頃 70~80 歳台の女性たちに会うと、皆

若い頃と変わらず身体も口も元気で喜ばしい。

とはいえそれぞれは足や腹に少し問題もあり、

中には大病を克服した方、老々介護を全うした

方もいる。しかし共通していることは自立生活

である。 一人暮しは家事も健康管理も自分でし

なければならない。料理も慣れた仕事なので栄

養に配慮して楽しみながらこなしている。

子供や孫とは暮らさず、一人暮しが元気の素

なのだとか。しかし毎日使う生活関連機器は衰

えつつある体力に合わないことも多く、不満を

抱きつつ我慢して使っているのが実情である。

ソーシャルメディアからの情報には高齢者の

インサイトや現ニーズは含まれていない。今の

高齢者は日本の高度成長期には主婦真っ盛りで

あり、沢山の家電の進化と共に生きてきた。楽
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になったはずだが、今となっては若い世代の発

想で作られたものは技術や性能は優秀でも、体

力弱者にはフィッ卜しないものもある。まず高

齢者の生活自立のための細かいニーズを探るこ

とが先決。「重い、使いにくい、見にくい、面倒、

わかりにくい」などの作業への障害を排した、

高齢者を元気に自立させる「暮しの機器jのマー

ケットは確実にある。それこそが医療費も減じ

て今後の日本を活性化するための貢献少なから

ざるマーケテイングなのではないだろうか。

まつだ なおこ

松田直子

(株)レサンク 代表取締役



情報化社会の中でお客様がココロの中で求めているもの
携帯電話やインターネットの普及によ

リ、一般のお客様が浴びる情報量は 10年

前の 470倍と言われています。そのお陰

でお客様は欲しい情報を自ら瞬時に手に入

れる事ができ、さまざまなチャネルで、手

段で、効率的に購買行動をおこすことが出

来るようになっています。一方、物を提供

する側のメー力一側もお客様に振り向いて

もらう為に、この情報のスピード化を昧方

に付けようと日々、しのぎを削っています。

そんな中、先日私は担当している商品

の関係で、岩手県盛岡市にある小岩井農場

の視察に行く機会がありました。ここは

1891年開場、来年で 120周年を迎える

歴史ある農場で、半世紀単位で植林政策を

取るなど、 20年30年スパンで整備計画

され、その永い年月の中で日々進化してい

る近代農場です。

私はこの地に降り立つといつも、その風

の音や空気の匂いで、時がゆっくり流れて

いる感覚を憶えます。この感覚こそが情報

化、スピード化の世の中に今必要なお客様

のココロの中に潜在するこーズなのかもし

れない。そんな気がしています。

まるおか としゃ

丸 岡 俊 哉

キリンビパレ、ソジ(株)

マーケティング部新商品担当担当部長

サイトの魔力
「見て、触れて、感じて、納得するJ

購買動機の基本。これ無くして買い物をし

ない主義であったが、 ECサイトによって

不覚にもムダな買い物をしてしまった。 4

月の暖かい日差しが気持ちょい休日。ふと

目にした猫の額ほどの庭が、むき出しの士

と雑草で見るも無惨な状況に気づき、芝生

を植えることにした。せっかくならタネか

ら育てようと何気なしにサイトで情報を

探っていたところ、あふれんばかりの情

報の深みにはまった。 1時間以上もあっち

こっちのサイトを訪ねて検討した結果、日

陰でも発育が良く、病気になりにくいとい

う品種に出会った。本来なら行きつけの

DIYで育て方を聞きながら買うという選択

肢もあったが、結局はタネ、砂、肥料に加え、

芝刈り機まで翌日には届いた。…猫の額ほ

どの庭なのに…。 ECサイト恐るべし!。

さて、その後の庭はどうなったか。タネを

植えてから 2ヶ月ともなると、それはそ

れは美しく緑の械訟となっていたが、この

8月には猛暑の影響もあり、また、ところ

どころをモグラに掘り返されて見るも無惨

にハゲハゲになりましたとさ。…トホホ

みき まさゆき

三木正幸

(株)センシユウ・アド・クリ工ーターズ

専務取締役 クリ工イティブディレクター
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人間的な豊かさを目指すとき
日本と中園、それぞれに危機が内在する。

中国に発した古典には「危機感をもって律

すること」が説かれている。その古典から

日本は多くのことを学ばせてもらった。幕 か。

末の日本を救ったのもこれらの古典に学ん

だ志士である。個人も組織も園家も長らう

ために危機感を持ち律することが必要であ

る。相手を尊重し己を律することにより互

いの存在が継続する。マーケティング ・集

客の基本である。外受も然り。

古典で教えている「律することJや、「徳、

義、信、仁」といったことは他とうまくや

る、長らうための教えなのか。少しちがう

ような気がするがともかく思い出して欲し

い。そして本来の教え、人聞に与えられた

最も人間らしい豊かさを追求して欲しい。

相手も自分も豊かになるものがそこにはあ

る。スピードと競争社会の中で人間本来の

ものを忘れ、置き去りにしていないだろう

授教郡山[子
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ケータイを置き PCを閉じなさい
便利なものは使えばいいが、便利も度を が目減りし、成果を平凡にし、書類や資料

越してしまうと不便になり、悪になる。ケー だけ美しく立派になり、それが仕事の達成

タイもこれだけ普及し、多機能型が唱えて 感になっていく。深く考えず、時をおいて

くるとわずらわしくなり、使いなれたケ一 再考することもなく自分流が表面化しな

タイを捨ててしまいたい人が増える。 日本 い。そういう仕事ぶりが人材を駄目にし周

人が急に忙しくなったわけでなく、話し 閤を淀ませていく。

ていることの大半はアホみたいなことで、

ケータイを持つようになってから忙し く

なっている。歩いていても人は余裕を失っ

てしまった。

パソコン、終日これを瞬んで孤立化し、

目や指だけ動いて頭を使わぬ仕事が増え

た。課題に出会うと事前に何も考えず、い

きなり PCに向かつてパタパタやる仕事の

すすめ方は、唱えれば増えるほどその人特

有の考え方や魅力、個性やオリ ジナリティ

みたむら がすひこ

三田村和彦

三田村和彦企画事務所
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バランス・スコアカードの領域鉱張に疑問
1992年に発表されたバランス・スコア

カードは、対象とする領域の紘張を続けて

きている。しかし過度な領域拡張は、実務

面での弊害を伴うことに留意する必要があ

手法がシンプルであり、どの部門やどの階

層においても運用が容易である。しかし、

バランス・スコア力一ドの手法は複雑かつ

高度であり、ライン部門や一般社員層にお

いて消化不良となる可能性が高いのである。

その第ーは、バランス ・スコアカードを る。

「経営戦略の創出Jに適用することの疑問

である。経営戦略は現在の経営構造を将来

に向けて変革するものであり、自由かつ大

胆に発想することが望ましいのは言う迄も

ない。しかし、バランス・スコアカードは、

経営戦略を 4つの視点の枠組みに押し込

めてしまう可能性が高いのである。

その第二は、バランス ・スコアカードを

「年度目標の設定Jに適用することの疑問

である。年度目標の設定には、目標管理の 宰主所究研営経

吋
撃

開

制
向

向

世界ーの寝心地
筆者 1951 (昭和 26)年生まれである ち 3分の 1は寝ているわけだから、何よ

から、来年は還暦ということになる。30 りもプライオリティということになる。い

年以上に亘ってホテルジャーナリスト生活 ま、老人ホームの宣伝が目立つが、どれも

をしてきたが、いま最も興味があるのは老 食事や景色ばかりを宣伝している。ここで

人ホーム。ホテルと老人ホーム、一見何の 筆者の提案。“うちの老人ホームは世界最

関係もないように思うが、案外と共通する 高の寝心地を約束します"こんな宣伝文句

ことも多い。ホテルが通常 1泊と考える の老人ホームは出現しないものか。

ならば、老人ホームは一生そこに宿泊する

という長短の違いと考えるに至った。1泊
であれ一生であれ、そこに滞在するのであ

れば居心地は良い方がいいに決まってい

る 。 この 1 ~ 2 年そんなこともあ っ て何

箇所かの老人ホームのインスペクションに むらがみ みのる

積極的に取り組んでいるのだが、ここで気 村上 実
付きが。やはり人間にとって大切なのは布 (株)オータパブリケイションズ

団(ベッド)と枕だということ。一生のう 専務取締役経営調査室長・編集総局長
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ヴィジョンを日々大切にしてゆく組織
今、日本の企業から夢のある希望にみち

たヴィジョンが消えている。何故か。歴史

観や世界観をもちつづけている経営者が少

なくなったのだと思う。いま実業人に求め

られていること①学ぶこと一読書、討論、

座学②自らの専門領域を深めると同時に、

より広げてみる試みをすること①もう一

度、留学をしてみること一国際、圏内を問

わずに工クザイルしてみることだ。 ④仲間

づくりをし、語り合う場を持つこと⑤いわ

ゆる偉人、異人に逢ってみるのも面白い眼

が聞けるものだ。他の領域に関心を持って

みることだ。いま、企業に求められている

のは活力にみちたエネルギーのあるマーケ

テイング行動だ。とに角、何でもトライす

ることが大切だいそれが企業の実力の礎

石をつくると思う。

今こそマーケティング・マンが知恵と

勇気を持ってコアコンビタンスを磨き上げ

て立ち上がる時だと思う。それには自信を

持って人と人との信頼を鮮にチャレンジ力

を発揮することしかない。

士博学商授教誉名

目
山
沼
津

川
昭

動
義

北

田

糟

引
村
屋

マキャベリ「君主論J
極めて「強烈」且つ「ストレートJで「人 いては、新しい君主の威信を高めるJ

閣の根底を知るJ上で非常に有効な文献で 「上に立とうとするなら、善良の限界を知

す。 る事だJ
マーケティングとは近代用語なので中世 「ふたりの人聞が敵対しているとき、弱い

には存在しませんが、固の作り方(商品開 方はあなたの味方になるJ
発)・民衆の扇動方法(広告)・階級による 「望みは高く。手頃な目標は弱き者と決まつ

アプローチ方法(ターゲデイング)などが ており、必ず失敗するJ
非常に生々しく書かれています。僕のよう

に経験不足では理解出来る箇所が少ないで 如何ですか?2011年勝負です。

すが、その立場におられる方にはたまらな

い内容かと思います。私自身、若輩には語

るに余りあるので、その一部をご紹介させ

て頂き「百人百語+マキャベリ」としてお

読み頂ければ幸いです。

「残酷で不誠実、反宗教的な行為も、慈悲

や信頼進行が長きに渡り無力である国にお
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ユーザーとしての消費者とショッパーとしての消費者
昨今、日本でもショ ッパー・マーケテイ

ングが注目されている。その背景には、ユー

ザーとしての消費者とショッパーとしての

消費者は異なるという認識がある。製品の

パーソナル化の進展に伴い、使う人と買う

人が物理的に異なる場合も多い。主婦が

スーパーで子供のおやつや夫のビールを買

うようなケースはその典型である。

同じ消費者のなかでも、ユーザーとして

の消費者にとっては、製品の良し悪しや好

き嫌いが主たる評価視点となるだろう。こ

れに対し、ショッパーとしての消費者は、

損か得かという視点をより重視すると考え

られる。ユーザーとしての消費者とシヨツ

パーとしての消費者の相遣を把握し、それ

ぞれに対する価値を的確に提供すること

が、これからのマーケテイングにおける重

要な課題になると思われる。

院術山[子山[子商
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平成のパワースポット
2010年8月、猛暑を押して京都、奈良、伊勢を巡った。

I京の夏の旅Jイベン卜の一環として、下鴨神社では本殿
の特別公開に立ち会えた。私の好きな訪問先といえば、お

およそ団塊リタイヤ組の夫婦者が群れているのが相場であ

る。 ところが、今回の旅は予想を違えて 20 代後半~30

代前半のカップルが主役て・あった。

世界遺産のならまちでは庚申堂のIみがわり申(さる)J
のお守りが人気であり、伊勢神宮では、巨樹に手を当て膜

想にふけるうら若き女性の姿に目を見張った。

この現象をどう解釈したらよいだろう。最近TVで知っ
たが I墓マイラーJという人種がいるらしい。青山墓地や

雑司が谷墓地には有名人・偉人の墓がある。そういうとこ

ろを探訪することに喜びを感じるのである。歴史好き女性

を歴女というが、同じような感性の人種なのだろうか。「男

もすなる歴史探訪を女もせんとすJという時流があるのだ
ろう。そうすると、カップルて趣味が共有でき、いきおい

そうした場所に群れるということになる。

そういえば、私の教え子にも神社仏閣廻りが好きな者

が増えた。先日の旧中山道フィールドワークで縁切稲荷と

板橋おみくじネットの紹介をしなかったら、「行きたかっ

たのにいJという感想文が多々 あった。これらの場所に共

通する因子はなにか。一言でいえばrJiワースポッ卜jだ。

彼らを見ていると仲間作りが年々 下手になっている。人間

関係に疲れているものも増えた。それゆえに、人とのつな

がりを希求し、超越的な存在に抱かれるべく逃避を試みて

いるのかも知れない。しかし、江戸にも多くのパワースポッ

トがあり、お伊勢参りがブームであったことをみれば、な

にやら繰り返しのような。

や じ ま りゅう

矢嶋隆

早稲田速記医療福祉専門学校教員
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「法令遵守」はもう古い!
ある授業で白板に「法令遵守」と書い

たら、ある学生が「ほうれいそんしゅjと

読んだ。ひ.っくりして、「ほうれいじゅん

しゅ」と読むんだよ、と言ったら、目を丸

くしていた。驚いたことに、有識者や一流

企業の営業マンの中にも同じように読む人

がいた。当用漢字を調べてみたら、「遵守」

でも iJI慎守」でもどちらでも良いことがわ

かった。どの新聞の記事でも1)11引の字が

使われている。数年前、日本新聞協会の某

委員会で検討され、誰でも正しく読める易

しい文字 iJ11引を使用することを全会一致

で決めたそうである。

「法律は尊敬の念をいだいて守るべきも

のであり、『遵jの字を使うべきであるJ
などと時代遅れのたわ言をいわずに、御社

でも一刻も早く iJl慎」の字を使いましょう。

即、実行!

ゃなせ 力、ずお

梁瀬和男

金城学院大学非常勤講師

継承・再興視点の 1ソーシャル・コミュニティー・ビジネスJの元年に向けて
「物的な豊かさから質的な豊かさへJ成 業家精神)に満ちた若者も呼応し、ソーシャ

熟化社会を迎えた日本で、久しく使われて ルビジネスという新しい領域も生まれてい

いるフレーズですが、ここ数年でその中身 ます。世代や地域を越えた、人と人とのつ

に大きな蛮化が見られてきています。日本 ながりを重視した 『ソーシャル・コミュニ

を長らく支えてきて頂いた団塊世代の方々 ティー・ビジネスj時代の幕開けて・す。

を中心として生まれた新しい思想です。こ

こで言う「質的な豊かさJとは 『次世代の

ための暮らしやすい物語っくり』を指しま

す。対象が自分自身ではなく、親族に限ら

ずこれからの日本を担う世代に向けて、自

身の知見を活かして何を残せるか?を志

向・実践するボランタリー精神に満ち溢れ

た思想です。自然や景観の環境再生、文化・ やまもと さとし

技術の継承、食料自給率向上のための開墾・ 山本 聖

食育等、特に地域を中心とした 『継承・再 (株)ランナーズ・ウエルネス

興j運動に、アントレプレナーシップ〈起 事業開発部長
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「自分Jを知る
私は物事の判断基準は、すべて「自分J

だと考えています。プライベートはもちろ

ん、仕事でも「自分J基準で判断しています。

その中で「自分」という人閣を知る必

要があります。自分はどのような論理で判

断するのか?どんな価値観を持っているの

か?ということです。「自分Jを知ることに

苦労しましたが、その自己理解は現在の仕

事まで十分に生かされていると思います。

もう一つの「自分Jを知ることは、世

間の中での「自分Jの居るポジションを理

解することです。「自分J= i世間」では

無いことは当然ながら、「自分Jと「世間J
がどの程度離れているのか?それはどの部

分なのか?など、常に「世間Jとの距離感

を意識しています。何かを提案しようとす

る時も、その距離感がわかるからこそ、「自

分J基準で判断・決断が出来るのだと思い

ます。

「自分」だけを知っているのでは、その

提案は自己の押しつけになってしまいます

が、「自分Jと「世間」の差異や距離感を

理解していれば、その提案は非常に有効な

ものになるのではないでしょうか?

やまもと のりお

山 本 規 生

キリン・トロピ力一ナ(株)

マーケティング部

降りてゆく生き方
「降りてゆく生き方j映画のタイトルで

す。ある人からの紹介でこの映画と出会い

ました。一般の映画館では上映しておらず、

この映画の主旨に賛同した団体が上映会を

関き、ネット等での観客募集をしています。

私が所属してる異業種支流会でも、是非上

映させていただこうと活動を始めました。

タイトルは何か老後の話のようですが、内

容は、今までの成長・関発一辺倒の考え方

ではなく、自然 ・環境と人の関わり、人と

人との繋がり、地域の活性等今までと違う

観点からの生き方を考えさせる映画です。

個人的には今後の自分の生き方を見直す機

会になりました。50代半ばの年代になり、

会社でも、ボランティアのサッ力一コーチ

でも、ただ金主ぜ看謹に頑張るのではなく、

会社・組織の永続的存続のために本当に何

が必要なのか、自分たちは後輩に、そして

子供たちにどういう形で社会や会社、組織

を残してあげられるのか、また、引き継い

でいけば良いのか。考える時間と行動が必

要な時だと思います。

部販通株
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買いたいモノがない消費者
2010年を振り返ると 4月の雪、猛暑、

10月末の台風など異常気象に消費減の理

由を押し付けたくなるが、本当にそれだけ

だろうか?今、「買いたいモノがない」そ

んな消費者が唱殖してしまっているのでは

ろうか?リスクをとった展開だからこそ、

買い物に発見やワクワク感を芽生えさせる

ことができるのではないだろうか?

2011年こそ、街復える人の気持ちに働

きかけ、日本を元気にしていきたいもので

ないだろうか?先行きが見えない、お金が す。

ないといったことからの買い控えでなく、

そもそもの買い物意欲、モノへの興味自体

がなくなってしまっている、選択の基準が

もてなくなってきているように感じる。来

庖「客Jというより、ただなんとなく売場

に来て街律っている。そんな風にまで感じ

られる。生活催事は掘り尽され、実際の生

活とかけ離れた訴求をあざ笑うかの如く売

場を素通りしていく。仕掛ける側もリスク

をとろうとしない。本当にそれでいいのだ

よねやま さとる

米山智

ロッテ商事(株)

家事手伝い
千趣会の調査で、家事労働について既婚 私の場合、換気扇、トイレの掃除はやっ

女性を対象にしたものを読んだ。好きな家 たことがない。ただし、年と共に家事全体

事のトップは、買い物。嫌いな家事は、換 に占める私の割合が確実に潜えているのが

気扇の掃除を筆頭に食後の後片付けと続 気がかりだ。戦略的互恵関係を築くのは難

く。炊事、洗濯、掃除などの家事は、主婦 しい。

がやることと決めつけるのは、少し前の世

代。若いカップルほど、夫婦で協力して家

事をこなしているのは間違いない。

専業主婦と共働きでは、事情も異なるが、

この傾向をどう解決するのか。男が頼りな

くなった、甲斐性がないなど男女の地位の

問題を考えるのが一般的だが、昔、家事一

切から遠ざけられた男性が、ようやく家事 わ 世え まさとし

の楽しみを知ったともいえる。料理を作る 若江 正敏
ことは面白いし、雑な部屋よりきちんと片 (株)DNPメディアクリ工イト

付いた方が気持ちょい。 買い場研究所
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ネット社会の新しい潮流
SNSを中心としてソーシャルメディア

の勢いが加速している。 GPS機能と連動

したゲームやサービス、 AR(拡張現実)、

一定人数に達すれば通常価格の何分の 1
の価格で購入できるクーポン、クラウド上

に個人のメモや写真、音楽など何でも保存

できるサービス、等々人間関係や庖舗など

リアルな社会や生活と結びついた新しい

サービスやビジネスがどんどん出現してい

る。

また、操作の容易性と豊かな表現力や多

様な用途に注目が集まり、スマートフォン

やスレート端末が急速に普及拡大し、これ

らのサービスの利用を後押ししている。電

子書籍やゲーム、ちょっとした時聞を使つ

ての簡単なアプリケーションなどそれらの

端末に向けたサービスも続々とリリースさ

れてきた。

ソーシャルメディアは、新しい購買スタ

イルや新しいマーケティングの可能性を、

スマー 卜フォン、スレート端末は、ガラパ

ゴス現象と郷織された日本のモパイル事業

の復権と日本発世界市場でのコンテンツビ

ジネスの新しい可能性を感じさせてくれ

る。新しい可能性にチャレンジだ!

わかばやし けんぞう

若林健三

NECピ、ソグローブ(株)

事業戦略主幹

先行
「先ず行うJ…論語に出てくる教えである。

三洋電機の経営問題でゆれる中、現場を

預かる立場として、部下の心をまとめるた

め、合言葉を「一流(一つの涜れ)Jとし

て改革を進めてきたが、計画を順調にクリ

アできるようになった段階で、この言葉を

持ち出した。

改革のときは常に前向きにスピードを

持って取組むことが大切である。守りに入

ることは禁物である。失敗を恐れず、先ず

やってみる、やってみてうまくいかないこ

とは方法を愛えて、またやってみる。その

継続しかない。

今度親会社になるパナソニックグループ

の総帥大坪文雄社長も「走りながら考え、

考えながら走る。Jことを呼びかけている。

先ずやってみた暁に、結果が出て成功した

とき、他社を凌駕し、結果としてお客さま

から「先行J企業と評されるのである。

今般、私自身、北海道の地で、第二の会

社人生をおくることを選択したが、「先ず

行うJ気持ちを持ち続け、率先霊範してい

きたい。

大阪支部、東京支部ではお世話になりま

した。

わだ のぼる

和田昇

三洋電機コンシューマエレクトロニクス(株)

家電事業部営業統括部

関越支庖支庖長
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くらしの潤滑油として貢献する中小企業
私は中小企業の健全な成長を支援する者

の一人である。最近、特に感ずるのは、中

小企業のファミリービジネスのオーナー

トップが、このような不況期下においても、

いや不況期だからこそ、顧客満足の結果が

収益確保になるという信念を強く打ち出し

ていることである。これは中小企業の顧客

はオーナート ップにとって、顔見知りの顧

客であるので、もし不都合な行為をすれば、

客は二度と顔を見せない所為もある。顧客

第一のスローガンは、自分たちが生きてい

く上でも必要なことであるのだ。

このオーナーたちは、自社の従業員に対

しても、この考えを周知徹底する努力をし

ている。自社の役割を説き、その役割を果

たすために、常に顧客満足を考えよ、と指

導する。

このような指導により、従業員の家庭人

としての在り方や、自社を離れた社会人と

しての在り方にも「相手を思う気持」が自

然と行為になって表れるように思える。

中小企業における社員教育などが、家庭

教育や、学校教育などの不備を補っていく

ように私には思えるのだ。

わたなべ えいこ う

渡辺英幸

(株)会社業務研究所

代表取締役所長

節目にして思うこと
今年は私にとって人生の節目、変節点

と考える事柄が集中した年である。第1は

37年のサラリーマン人生を終え定年退職

したこと、第 2は家内の父の交通事故に

よる突然の死、第3は息子の結婚である。

家族や友人、知人に支えられ1つの仕事

をやり終え、まさに自分のやりたいことを

含め主観的、客観的に見つめ直した時、一

歩を踏み出すまでの不安ともう忘れてし

まった沸々と沸いてくる情熱と興奮。

「よし、これで頑張ってみよう」と踏み

出した矢先、よき理解者であり最大の支持

者である家内の父の死は大きなショ ックで

あった。また、息子は自身の結婚式に父の

出席を楽しみにしていたにもかかわらず肘

わなくなってしまったことは、私同様大き
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なショ ックだったに違いない。

しかし、父は私や息子に対し「お前たち

はもう大丈夫、各々一人で生きていける」

といった意味で人生をバトンタッチしてく

れ励ましてくれているに違いない。私も息

子共々これから精一杯頑彊らねば。

渡遁克芳
ケンクリ エイ トコンサルティング

Ken Create Consulting 
代表・マーケティングテ.ィレクター



The Starting Point 

Marketing. Where to start? By calling 

the product “new and improved"? With a big 

advertising budget? With eye-catching prices? 

Not at all. Like the terrn“marketing" itself， 

start with “market." 

Who is your market? Who is this for? 

Because until you define that， it is impossible 

to do anything else effectively. Until you 

know who your customers are， you cannot 

possiblyap戸alto them effectively. 

“Of course，" you think. But it is not“of 

course." More likely， it is“we already know 

that， so we're skipping that step." More 

likely it is，“we already know that this or 

that cohort bought the product ten years ago， 

so we're assuming they have not changed -

even though they are ten years older， or even 

though they have been replaced by a new 

group of people who did not buy the product 

ten years ago， or even though the economic 

and social climates have changed， or even 

though ..." Do you really want to bet your job 

on those assumptions? How can you make the 

product/price/placement/promotionlwhatever 

more appealing if you don't know who the 

market is and what appeals to these p田pleワ

Fred Uleman 

LLP Japan Research 
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2010年も残すところ 1ヶ月足らずと

なりました。ここに、通算 28号自の「百

人百語 2011Jをお届けいたします。

寄稿していただいた皆様のおかげで、

今年も百を超えるバラエティに富んだ発

言、提言が詰まった一冊となりました。

ひとつひとつの発言が、お読みいただく

皆様にとってのヒントやパワーとなるこ

とを願っております。

今年、MCEIは新体制 2年目を迎え、

新しいカラーも出てきました。会員の皆

様や外部より応援してくださった方々に

は、今まで以上にご支援、ご指導、 叱陀

激励をいただきました。また、各研究会

やスクールでご講演いただいた企業の皆

様には、毎回「元気Jと「勇気」をいた

だきました。この場をお借りして深く感

謝申し上げます。

長引く不況の中でも、生き残るヒント

はあちこちにあります。来年も、MCEI

ではそうしたヒントを皆様にご提供でき

るよう、日々精進し、頑張ってまいりま

す。

|盲人百語2011

発行日 :2010年12月14日

末筆ながら、来る 2011年が皆様に

とって素晴らしい 1年となりますよう、

心よりお祈り申し上げます。

2010年12月14日

編集委員

・福崎隆司

・田中早苗

.士平田佐保子

・滝 純一

・高田 大輔

・内 田 雄 樹

・牛田 景子

編集・発行:特定非営利活動法人 MCEI (工ムシーイーアイ)
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輸できる

“MCEI" 

MCEI is people， MCEI is education， MCEI is information， 
MCEI is recognition， MCEI is professionalism 

MCEIとは

MCEIは、マーケティングを学ぶ圏内及び海外の人々を支援する事禦を行い、広〈門戸を開践し、生涯

学習教育に寄与し、人々の豊かな暮らしを実現することを目的とする組織です。スイスのジュネーブに国際

本部があり、世界各地の支部がマーケティングを通じて受流しています。

MCEIの歴史

MCEIの源は、 1954年アメリカのニューヨーヲでセールスプロモーションの実務豪が集まり、まだ体系

化されていないノウハウの交流をはじめた組織に端を発しますロ日本では、渡米研修した故水口健次氏

(元東京支部創般理事畏)が、1969年東京に支部を殴立、以来 40年間非営利のマーケティング研究組

績として、会員のボランティアにより運営されてきました。この間1972年には大阪にも支郡を股立しました。

毎月の研究会開催、毎月の機関院の発行、毎年会員の提言集「盲人百語」の発行、マーケティング畳

(ビジネススヲーJレ)の関前、海外からの留学生対象の懸賞詣文募集と表彰、海外研修ツアーの実施、国

際大会、アジア大会の開催・参加等幅広い活動を行い、マーケ9ーの養成、国際交流に努めてきました。

東京支部は、佐立以来このような活動を続け、世界の各支部からもっともエキサイティンダな支部と標

値されています。特定非営利活動促進法が施行され、この察晴らしい組織を永続ならしめるため、大阪支

部と一緒になって 2001年に NPO法人を般立しました。


