
盲人面¥
100People， 100Voices 





面人百¥





掲載はお名前順になっております。

岡本直子 [(株)I&SBBDO] 
これからの日本のために、新しいタネをまこう … 一......一.... 日…- ・・............・M ・- ……...... 10 

奥津勇 [花王(株)]
2011年 今年思うこと ….....・H ・...........…...・M ・......・H ・..・............・ M ・......・M ・-・0・....・H ・-・・H ・H ・-……...・M ・.....・H ・11

越智 白書子 [大日本印刷(株)]
悩み多き日々に……ー

小野敏博 [MCEI東京支部]
子孫のために汗をかこう……....・H ・......・H ・........・ M ・..…H ・M ・・…...・H ・..….......・H ・.....・H ・...........…・…… 12

小野瀬 修一 [(株〉アム・ネット]
もったいない …・・……....・M ・....ー・…ー 一…....・M ・..… ......・…・・…・・ー・… ・・・-…・一 M ・E・...................12

面谷 勝己[マーケティングアドバイザー]
六十の手習い … 一 一 一… … 一...・a・....・H ・........……H ・M ・-……..… ・・… ・・...... ….....・H ・..13 

か行 1 
嘉本 将治 [サントリービアsスピリツツ(株)]
「官僚主穣」は悪いこと? ・・ … ・・・ .. .....................一.. ・・ ….......・H ・...................…・・ …13 

JlI嶋 保 [出版コーディネーヲー]
奮い立たせるイノベーションを......................... … …...........・・ …・・・・ ・・ ・・・・ -ー… …・… ー14 

川野 洋治 [(社)消費者関連専門家会議 (ACAP)]
もうひとつのCSR.… ・ー ー… 日… … … ・・・・・ ・・…- …・… …… ...・H ・........ ・.........14 

栗田 芳夫 [マルシ工(船、(株)めりけんや]
T/O (テイクアウト)の新しいステージ .. ・・・・・ ・…ー…・・・… ・…・・…ー …・ー …...・ a・.....・ H ・....・M ・.15

近蕗 聴 [(株)センシユウアドクリ工ーターズ]
新宿鮫・終回廊 … … … … … ・・ ・・ … ・・ …・・・ ..一.......….......一- ・・ ・・一 …・・ー … 15 

近蔵 直[昧の素製薬(株)]
今年の2冊 …H ・H ・.....・H ・ー ..........…… ぃ 一……ー ー・一

さ行 | 
粛磁 秀雄 [太平印刷(株)]
ソーシャルメディアの使い分けの時代 … ・・ … ・・・ … 一 ......・E・・H ・M ・-一・・ー・…............・H ・.16 

坂井田 稲之 [(社)日本プロモーショナルマーケティング協会]
塩が、塩の役割を果たさねば捨てられる .. •.. •.. •.. •.. … … …・… …・… ・・ ・・… … ・・ ・・ ー・…・ 17

坂上 健介 [(株)市場開発研究所]
マーケティングの復権一 一 一…・ 一 .....ー ……ー………・一.. …・………-…“…… .17

板口 元邦 [(株)ヒロモリ]
How to get over the difficulties. 試練を乗り越えるために …H ・H ・.......・H ・..……・............18

桜田圭子 [(株)宝島社]
人と社会を楽しく元気に ビジネス編集力で新しい価値創出 H ・・H ・H ・...・H ・-………-・一…・・ 18

笹崎 茂男 性リンビパレツジ (株)]
高校一年生から学んだモノづくりの姿努 .............….......・E・……… ・一 .................・a・........・ H ・.19

百人百語2012



薩固 有紀代[(株)DNPメディアクリエイ卜]
モデレーターの醍醐味・・ … … … … ・・ …・・ ・・ u ・・ ・・.................................…- ・・ ・・ ・・ … 19 

i事国 好宏 [MCEI大阪支部、 SparkPoint] 
「素J(す)のマーケティングの次に来るものは .. …・........• .，... …… -…・........・H ・........ー… ....20

柴田 正雄 [(株)ダイヤモンド・フリードマン社]
差異化された存在 … … … ・・ ・・ … … … ・・............・H ・........・H ・......・・ ・・ …・・.......................20

清水 保之 [(稼)ヒロモリ]
中国における知財権 ・…M ・M ・..... 一 …・・… 一一 一・・一 ..…ー …・・… ..… …… ・ー…… 21 

首磁 由憲 [キリンピパレッジ(株)]
定量計画が限界をつくこともある ..................… .. ・・ …… ・・・"・・ ・・… ..…- …...........21 

新川 雄之 [スタック電子(株)]
入れるのではなく、「寄せるJ…・・・ …… -… …・・・ …… …・・・ …… ..・… ..… … 22 

菅野潔 [(練)興栄社]
「京都の老舗を学ぶJUI演会に参加して .......・.. …・・........・H ・......…….“一.リ.一.

杉山 懐策 [岡岡山大学制] 

アニマル ・スビリッツの時代 ….....・H ・-… ....・H ・...・H ・H ・......・H ・-……H ・M ・…....・H ・-….....・H ・.....・H ・....・H ・..23 

鈴木君、 [(株)エスツ]
日常着と防11服 ・ー… 一 一 ーー ・…....・H ・-…..一… ...・ H ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0・・ 0・・・・・・・・・・・23

須醸 実拳 [カルビー(抹)]
PhoneとFace....…...・H ・-…H ・H ・-…...・H ・......……・・…...・H ・.........， ...・M ・......…・H ・H ・............…・ …一 ・・ 24

関 昌弘[(株)力卜ー]
世界に誇れる rSHINKANSENJ一一….......……ー・一・・一 …....・H ・....・M ・...・H ・......・H ・....."........24 

|た行 | 

高田 大輔[(株)ヒロモリ]
[メンタル・・] ……H ・H ・-….....................................................一一・一一 ....... …・・ ー・…… ・25

高権麻子 [MCEI東京支部]

声のチカラ ・・・ H ・H ・-…H ・H ・............…ー… …・ー ・・ ・・・.. ・・・・.. …・........・・・.. …・… …一.. …・…....25

滝 純一 [社内販売ネット(株)]
来来マーケティング … ・・ ・・ ・・ υ ー・一一・・一 …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

竹田 真也 [(株)システムコミュニケーションズ]
物→事→徳 …....・H ・-…...・M ・-… … 一 … .......•.. …....... ・・・ …… ........ … ・ー …・・一 …・・ ・・ ・26

田島 慎一 [元(株)ソニープラザ]
職務の棚卸・・ ・・ ・・…… ・ 一 ……・….....・H ・...・H ・........・H ・.....・H ・-…....................一一・ー...27

田中 早苗 [(株)京王エージェンシー]
3.11以降 一 ・ー……H ・H ・-…...・H ・............................… ..........…・・..................….. …・..............27 

谷口 聡ー ト般財団法人日本気象協会]

言葉の情緒 .....・H ・.......・H ・.........・o・-… …… ー…・ ・・ ・・…・ …・・・・ …・・・ …・・ー -ー・ー ・・…・ 28

谷口 正和 [(株)ジャパンライフデザインシステムズ]
生涯現役のプログラムを搭蔵せよ- ・・ … ・・・・ -ー…....・H ・...・H ・......・a・.........・M ・.................… ・・ .28 

百人百語 2012



掲載はお名前順になっております。

田村 直 [(抹)シャイン・プラス]
竹やぷ消えた… … ・・ ・・ ・・ … ・・ ・・・・・・ …H ・H ・・・・・......・H ・......・H ・..…

千葉 東一 [(株)センコーポレーシヨン]
新 爾ニモマケズ… … 一 ……...・H ・..................・a・-一・・一 一・・… …・・・ ..….......・ .. ・・・・ 29 

辻 義後 [舞鶴蒲鉾箇同組合]
地域の食品の活路はどこに・・・M ・o・................・M ・-… H ・a・...................... ・・・...........…...........山.. …. 

土岡 英明 [直雪印メグミルク(峨株)刀] 

CMの可能性… ・… … … ……"・・・ …… ...............・E・…一.....・H ・.....・H ・....…H ・H ・....….....・H ・...30

坪井淑興[(株)資生堂]

指導者は、心に愛と正穫を纏うもの! …・・… …・一...・M ・........…- …… ..・… …・….. … ....31 

坪田 佐保子 [PRプランナ]
オルターナティブから再生ヘ・・・H ・H ・...・M ・-…...・M ・............…・........……- ・・・・・・ ・H ・M ・.......….. ・・… 31 

|な行 | 

中島 良彦[大日本印刷(株)]
ちょっと先の未来…...・H ・-田・・…目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・ … …...・ E・............…・… … ・・ 32 

中田 信哉 [神奈川大学]
「集約・分散」と「日本海側J.…................….........…・・・・…H ・M ・-…・・ … …・・・・・ ..一… ー-一.. … ...32 

中田 秀幸 [(株)マーチャンダイジングーオン]
トランプと 52週MD... … … ・・ ・・ … ・・・ ..….....…- 一…..・・M ・H ・.......・H ・...… ・・… … ...33 

中村 1尊 [中央大学ビジネススクール]
日本の PBは増加するか? … 一…........・H ・...・H ・...….......・H ・...・H ・-…....・H ・...・H ・....・H ・...・H ・........・H ・....33

仁藤 正平 [(株)SPソリユーションズ]
「美味い缶結Jの話… ・・ … ・・ ・・ … … ・・ …… ..............・・… …・一 …・・… …・・・ー … ...34 

根本 重之[拓殖大学、(財)流通経済研究所]

2012年はどんな年になるのだろう。 ・・ … 一……… ..….........・H ・.......・・・........…… … ...34 

野中 信夫 [野中経営事務所]

再録「想定外を想定する」 ・H ・H ・...・H ・.......・・H ・H ・....・H ・-…H ・H ・......・…..............・H ・-…......・H ・-・・.............・M ・....35

信園 謙司 [NECヒ・ッグローブ(株)]
020 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0・・・・・............….....................・M ・........ … ・ー・…・ ー 一…… ・ー...・ M ・.35

は行 l 
イ白井 裕子 [(株)萌企画]

帰って来て下さった底買さん… -…・ー ・・・… ……ー…・ ・・・.....・.. …・・・ …・… ..…… … ....36 

橋長 達 [(株)リアルフィールズ]
ニつある … .... … … ・・ …… ・・・・ …・… …一一...........… ……..............・ H ・..….............36

橋本元[(抹)WOWOW] 
西暦2011 日本・ … ・・ … …一- …H ・M ・.....・.....・…・… ・…・....・-…・・....................・H ・...........37

馬場通和[味の素(株)]
よく学び、よく遊べ ・・ …… …・・ ・・ …… ..……・ … ...……-… …・・・・ …・・・.......…ー ・37

百人百語 2012



原誠一郎 ((株)桃屋]
バリュー=ベネフィット/コストが成り立たない世界 ..… .....・・ -…- …・・・ …….......一… .38

羽山 紀彦 (NPO法人フューチャーフォーラム]
フード・ガラパコス ー 一 一 一 一 一… .......一 ・・…ー ・・… ............….....・a・....…....・a・-…・・・・・ 38

平岡直樹[黄桜(株))
“日本酒 DNA開眼"'"春は日z本k酒で乾杯!.......……….“…….“…...……..…….日…….“…一.リ山一.. 山.. …. 

周虞E回 正 [三菱食品(株)刀] 

「世代交代」 … …ー ・ー ー- 一一 一・・・・ ・・ー…・…ー ・・一 一一 一一…"・..........，. ...… 39 

福井 正予 [大日本印刷(株))
コミュニケーションの循環をつくる ・・……-….......…......… ……...…...…..…・… .40

福崎 隆司 ((株)アサツーディケイ (ADK))
新市場×三現主穂=rリバース・イノベーション戦略」が鍵だ。 ….......・M ・...・H ・..........・H ・......・H ・..… 40

醸津 博弥 ((椋)ヤクルト本社]
お庖はやっぱり「クリーンネス」から …….......... …・・… ……・…….......・・……… 一……....41 

藤田真司 ((株)千修]
木を見て森を見ず ー…一・…H ・H ・..".ー…・..............・H ・-・・....・-ー・…・…・・・・……・…….........・・H ・M ・-… ...........41

滋村 滋弘 ((練)802メディアワークス]
現代アートで創る新マーケット- ・・ … ……ー・… ・・・・… ・・・… ・・・・・・ ・...........…・・… ..….....42 

蔵村 宣之 ((財)健康・生きがい開発財団]
私は自分の生きがいオペレーター・ … 一・ーー ・・..........・a・-・ …・… …...........................................42 

|ま行 | 
泊尾 朗 [自営業(コンサルティング))
70億人の多様性ー 一 一……・…… ……ー…… …・ー・・H ・M ・.....…ー・・…・・一 …・・ー…...........43

総浦 なつひ ((株)会社業務研究所]
暮らしと密着した場での、キャリアコンサルタントの連携活用を ........…......・ .......ー… ・・・・・ 43

松田 誠司 [クラシエホムプロダクツ販売(株))
見えないモノが見えてきた そうだ床屋を元気にしよう .....….............…・……一…・….....……H ・H ・.44

丸山 雄 章((株)ニチレイフーズ]
目指せ!跳べるマーケッター .........… ...........…- …H ・・ …・・............・・ …・・・ …....・・ ・・ …44 

溝邑木 健一 [平成国際大学]
政治災害の大津波を受ける日本 …………...一… -一… .........……… .........・H ・..…・・ 45

三田村 和彦 [三田村和彦企画事務所]
自分の足で立ちなさい ・M ・M ・.....・....・M ・.................…・…・・....................….........・M ・..................・E・...・M ・.....45

宮地穫典 [カゴメ(株))
エリアマーケティングが面白い! ……- …・.......… .. ……・・… ・・・・ ..… ..........................46 

向 重量 [向戦略経営研究所]

医療の質を欠いた「病院ランキングJ… ・・…-…….......・H ・..…・・ … …・・・・ ・・・・一 一… … .46 

向山 忍 ((株〕ジエイアール東日本企画]
これから広告に携わる若手について n ・・ u ・……...........................… ..… …・… ......47

百人百語2012



掲載はお名前順になっております。

村上 実 [(株)オータパブリケイションズ]
週腐の美学ー・…ー一 一… ……・…・・・……・M ・M ・...................・M ・.............................................・H ・.47

村田 昭治 [慶応援塾大学]

人間カと統率力一組織のカの時代をむかえてー・H ・H ・-…H ・H ・...・H ・.......・M ・......・H ・......・H ・…・・一 一 48 

守口 剛[早稲田大学]
冨獲が市場をつくる ・・ ・・........・...............................ー.. …・ー・ ・・ ・・ … ・ー・… …・一 ...................48

や・ら・わ行 | 

矢嶋 隆[早稲田速記医療福祉専門学校]

マナー教育 ・・ ・・ ・・ … ・・ … … … …・・・ … 一・・ー … … .....・a・......・ H ・....・ M ・.....・H ・-…・ 49

梁瀬 和男[金城学院大学]
脱 AC広告差替え ……・…… 一 ・・ ・・… ー・… ….......一........…......・・・............. … .....・M ・...49

山本 聖 [地縁活性化支援機関]

チームのカが日本を救う~みんなで作る「人が主役」の地爆プランディング~…H ・H ・-・ …… .50

山本 義夫[ハウス食品(株)]
『変化jを捉える… …...・H ・....… ・・ ……… …・ .......•.... .•..... …・........・M ・.. …..........・ M ・.50

吉岡 慎也 [パナソニック電工(株)]
明るい未来を照らすLED… … ・・・・… ・・・・・・ …-… …・・ .. …… -ー… …・・ ..............…....・H ・.51

米山 智 [口、ソテ商事情)]

3度の飯より趣味(深夜アニメ.K-POP・アイドル・・・)マーケティングは進化する!.…… 51 

若江 正敏 [大日本印刷(椋)]
プロモーションからソーシャルヘ .............….......・・・ …"・・ .…一.リ一...….

若林 健三 [例NE氏Cピツクグ.ロ一プ(峨棟〕刀] 

ビッグデータの解析にビジネスチャンスあり .......……・・・ ・・・・・ー・ …・・ー ….............・H ・...・H ・..… 52

渡i豊克芳 [KenCreate Consulting] 
商圏内生活者に対する存在意穏と価値創造について.......……H ・H ・-・・H ・H ・...・H ・-…...・H ・-… …・・ ・・ 53 

渡辺 英幸 [(株)会社業務研究所]
経営管理妓法は、「経営理念j具現化のツール ・H ・a・........・ H ・...・M ・....………H ・H ・-一.........................53

百人百語 2012



e-motion情動マーケテイン夕、
最近「感性マーケティングJの研究が盛 境)。不確実に変動する今目的なマーケッ

んである。人間の五感に訴え、人の感性に 卜や消費者意識を e-motionで読み解くの

アプローチする手法のようだ。百人百色の は面白いかも知れない。

感性があるのだからたいへんだ。

「情緒Jr情動jという言葉がある。もと

は心理学の用語で emotionの訳語らしい。

motionというからには「動きJが連想され、

emotionは短期生滅する人の感情の動き

を言うのだろう。「気分Jという言葉もある。

日本語は多様だ。

大震災後の消費者の購買行動を紐解く

キーワードとして e-motionは将に時代を

反映していまいか?常に変化する今日の

マーケティングには三つの eが求められ

ているように思う。 enthusiasm(熱狂)

emergency (非常事態)environment (環

石川勉

(株)シ.エイアール東日本企画

プロモーション局

執行役員プロモーション局長

「人生百年時代」の市場を創る
高齢化社会と言われて久しい。今や「人

生百年時代Jとさえ言われ始めているのだ

から、実態は高齢社会である。江戸後期の

平均寿命が30代半ばだったと言うのだか

ら現代は働き甲斐がある。だが能力に応じ

ていつまでも続けられる職穫はいいが、制

限年齢で退職せざるを得ない業種は多い。

長い高齢期を消費者として生き続けると

いう幸せも望ましいが、充実感という観点

から言えば、自己満足ではなく他者に認め

られるような働きもしたいもの。しかし高

齢者の働く場はあるのだろうか。

暦年齢と肉体年齢に個人差が大きく出る

高齢期の働きの場は、一律に考える訳には

いかないから、短期に転戦できるように整

えるべきで、そのための調整職も必要であ
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ろう。

営業現場にも工夫が欲しい。老いを認め

たくない心理につけ込んで、不釣り合いな

商品を勧めないで欲しい。若者の後を追う

ようなモノではなく、後輩が手本・見本と

したいような高齢者を演出して欲しい。

高齢者は自己決済が可能な消費者である

から、誘導次第で良質な市場が創造できる

はずである。

詰飾品史
生活アドバイザー



クラシックの演奏家の経歴書
音楽事務所を立ち上げて、プ口、アマを 費、掛かった時間を返せ!]と前半で会場

問わず音楽会のご案内やご招待が毎週のよ を後にして、余った時間で酒を飲むことに

うに舞い込んできます。これらの音楽会に なるのです。演奏家の経歴書は本当に、当

全部付き合っていたら、時間もお金ももた てにならない。

ないからセレク卜して行くのですが ・・・。 とはいえ、作曲家のプロデューサーとし

演奏家の名前が音楽の世界で、ある程度 ては、才能ある隠れた演奏家を求めて、せっ

知られている場合は、好き、嫌い、一度聴 せとコンサートに出向くわけです。

いておきたい、で決めることができます。

でも知らない演奏家の場合は、どうしても

チラシに書かれている経歴書や演奏曲目に

頼ることになります。

一流音楽大学大学院卒業、00コンクー

ル入賞、 00指揮者と共演等々、チラシに

は餌がたくさんまかれています。そこに釣

られて聴きに行くと、全部とは言いません

が、ほとんどが[チケット代、往復の支通

いしだ たかし

石田混

いとうたっこ音楽デザイン

あんた何になりたい?
監査役から業務執行状況をヒアリングさ ければいけないということですよね。日本

れて初めて気がついたことがあります。業 力を強くしたい、いくら仕組みゃ仕掛けだ

務執行状況を聞かれるかと思いきや、最初 けを創っても大きな力にはならないことも

に 『何になりたいですか?社長ですか7.1 分かつてきたから、原動力に成ってくれる

こうきたものですから、答えに窮しました。 キーパーソンを 300人つくれる人になろ

自分が勝手にきめたミッションを狭義に捉 うと思っている次第です。

えていたのではないかと思います。

自分の役割は世界に通用する、最強の営

業組織を創り上げることだと思っていまし

たので、何になりたいというより、どうし

たいという問いだと思っていました。

やりたい事があるから、なるべきものが

ある。大阪の橋下さんも日本の閉塞感を

衰える突破口として、大阪都構想を実現

したいから、府知事を降りてでも大阪市長

に立候補する、つまり大阪市長にならな

石辺秀規

カルビー(株)営業本部

執行役員営業本部長

百人百語 2012 2 



CSR・コーズマーケティング落書
近頃都に流行るもの

苔畜寄付に嘘の寄付

社員泣かせの奉仕活動

安い同情外国支援

俄 CSRで

上辺繕う広告屋

本業離るる経営者

追従ばかりのコンサル屋

恥をも知らぬ消費者と

応じるばかりは安売屋

やがて皆々困り行く

CSRノ世人ノ懐疑ノ十分ノーソ漏ラスナリ。

コーズの本質を理解しない俗流マーケ

ターはご用心、ご用心。

(建武元年の二条河原の落書によせて)

員社表

ぐ
司

代

つ
白
園
川

H

一
阜
貝
社

拘

泉

山

川

原からクリーンエネルギー!?
太陽光発電、風力発電などクリーンエネ

ルギーが注目を集めています。震災後、ク

リーンエネルギーの注目度はますます上

がってきているように感じます。私自身も

クリーンエネルギーに非常に興味がありま

す。

そんな中、なんと尿から発電できるとい

う研究が発表されたという記事を自にしま

した。尿には微生物燃料電池を作ることが

できる化学物質がすし詰め状態になってい

るそうです。特に研究者達は、適切に扱わ

ないと環境に悪影響が出てしまう家畜の尿

を、この発電に利用することに取り組んで

いるそうです。尿発電は環境にもいいク

リーンエネルギーとして期待できるかもし

れませんね。

3 百人百語 2012

ちなみに、イギリスで開催されるグラス

トンペリー ・フェスティパルという音楽イ

ベントの主催者は、イベントでこの尿発電

を試してみると言っているそうです。この

場合、家畜ではなく、イベン卜に来てる人

達の尿を使うわけですけど…。どういう結

果になるかちょっと楽しみです!!

いまいずみ ゅうすけ

今泉雄輔

早稲田大学商学部3年

MCEI東京支部事務局



「人生マーケティングjを教えていただいたMCEIに永遠の感謝を
今は昔、もはや20年以上前になろうか。

会社員時代にMCEIという組織を初めて知っ

た。大手企業の優秀なマーケッターたちと

の出会いはマーケティングプランナーの駆

け出して。あった自分に刺激的であるだけでな

く、その後の仕事観、生き方にまで大きく影

響を与えた。水口先生にもっとも学んだこ

とはプレゼン力、言葉の使い方。ショートセ

ンテンスで切れ味良いその表現は他に例を

見ない衝撃で、気が付けば自分もそのよう

な語り口になっていた。そしてサラリーマン

から転身、専業作家になられた野村正樹さ

ん。野村さんには「一生営業JI一生マーケツ

ター」という生き方を学び、出版について「急

ぐべきか?Jと相談したときに、「書かねば

ならない時が、背中を押しに来るから焦るこ

とはないよ」との言葉をいただき、今となれ

ばそれが私への遺言となった。そして、野村

さんに背中を押されたのか、今年は「自分と

いう商品Jを形に表現するため、初のオリジ

ナル CDと書籍をダブルで出版することが

できた。上に書いたお二人以外にも、 MCEI

で出会った数々の素晴らしい先輩たちに国を

越え、世代を超え、無数の「叡知Jと「経験J
を教えていただいた。このことに改めて感謝

し、野村さんの分まで「人生マーケティングJ
をやり遂げたいと思う。

いまお まさこ

令尾昌子

グラン・ル一 代表

コミュニケーションクリ工イター

異なる事業構造
4月に、今まで未経験の「化粧品部Jに と直接接する際は「服装JI物腰JI言葉遣いJ

異動になった。半年が過ぎてようやく少し には細心の注意を払っている。4月から Y

ペースがつかめてきた。 シャツとネクタイは何枚買い換えたか…。

最初に戸惑ったのは、「コスト構造」の 逆に蛮わらないのは、「お客様と向き合

違い。「飲料Jは「一本何銭Jのコスト管 うJこと。これは、庖頭販売だろうが訪問

理をしていたが、「化粧品Jはコスト構造 販売だろうが同じである。お客様の購買行

が全く異なる。当社は訪問販売が主力のた 動を科学的に分析して、それに基づいた販

め、販売員のインセンティプコストと彼女 売戦略とその実行が必要だ。これからも華

たちが売りやすい環境を作るために広告や やかさは失わずに、冷静かつ大胆に事業を

販促コストに粗利のかなりの部分をつぎこ 展開していきたい。

む必要がある。次は「機能Jと「情緒」の

バランス。もちろん「機能の工ビデンス」

は必要ではあるが、「売り手(メーカーで

はなく販売買)Jも「買い手Jも、かなり

の部分「情緒Jが優先される。私も「情緒

的インパクトJを伝えるために、「売り手J

いちかわ えいじ

市川英次

(株)ヤクルト本社化粧品部長
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PEST 
会社を卒業して約3年になる。

「しなければならない事」に終日追われ

る生活から「自分のやりたい事を好きな時

にやれば良いJ生活に大きく変わった。

しかし、 40年間勤めた会社人としての

習性が抜け切れていないのか、最近気にな

る事が多々出現している。

TPP、ギリシャに端を発した金融不安、

震災と原発事故の影響による生活意識の変

化、出版業界に顕著に表れた IT技術の進

化によるビジネスモデルの構造愛化など、

PESTのあらゆる面で変化の芽が吹きだし

ている。

これを脅威とするか、反転して機会とす

るかは夫々の捉え方次第だが、生き残って

いくためには変化の芽を正確にとらえる

ことと、予測される課題に対応するために

小手先ではなく既存の概念やビジネス構造

に囚われない柔軟で勇気ある発想と実行力

が場合によっては求められそうだ。

ちなみに、今「やりたい事Jのーっとし

て土いじり(家庭菜園)をやっている。我

が家の野菜が TPPの影響を受ける事は当

然のことながら全く無い。

い主ば た み お

稲葉民生

MCEI東京支部前理事長

エシカル・マーテティング
東日本大震災の発生後、社会のために何

ができるかといった「工シカル消費」が高

まっている。工シカル (ethical)とは「倫

理的Jr道徳的Jという意味。工シカル消

費とは、消費者が商品やサービスを選ぶ際

に、社会規範に配慮したものを優先する行

動を指している。

工シカル消費の認知度が高まったきっか

けは、売上に応じてアフリカに清潔な水を

送るといった飲料メーカーのキャンペーン

である。工シカル消費のメリットは、自分

に負担をかけずに、普段の消費行動のなか

で自然に社会貢献ができるといった点が挙

げられる。消費者の工シカル意識にビジネ

スで応える企業も徐々に増えている。東京

大学大学院の松原隆一教授は、「つながり

5 百人百語 2012

を重視する消費者は、社会への貢献を重視

する 『工シカJレjな方向ヘ向かうので、企

業はビジネスと工シカルをセンスよく両立

させることが重要である」と述べている。

今後は、商品やサービスの機能だけでな

く、社会貢献を付加価値として提案するこ

とがポイントになる。

うえの のぷき

上野延城

上野ジュエリー研究所所長



「今のうちJ
卒業を控えた大学4年生になると「行け くて狭い」ことを経験したい。 「今のうち」

るのは今のうちだ!Jと意気込んで長期旅 を自分のものにすることができるのは自分

行をする人が増える(私もその一人だが)。 自身だけなのだ。

学割をつかえるのも今のうち、年間費無料

のクレジットカードを持てるのも今のう

ち、「学生ですJの一言で色々と事済んで

しまうのも今のうちだ。「人生のモラトリ

アム」と言われるこの残り 5力月をどう過

ごすかに頭を悩ませている人は多い。どこ

の旅行会社の HPを見ても、「卒業間近!J 
や「学生限定!Jという彊い文句で期間隈

定感を漂わせてくる。

牛田景子

早稲田大学商学部

しかし、本当に旅に出ることができるの

は「今のうち」だけなのだろうか。もしも

そうであるならば、「今のうち」に日本語

も英語も通じない国をまわって「世界は広 MCEI東京支部事務局

“縁側"の効用
音読んだ本に「“縁側"は日本人の価値 詰ったら暖昧さをそのままにして、他の局

観や考え方を反映した生活の知恵だJとい 面からいろいろアプローチしたのが今回の

う内容の一文があった。即ち、親しい人は 発見に繋がったJと語っていた。3月の大

家の中へ、知らない人は外で対応し、その 震災後、 日本人の価値観や文化が見直され

中間の人は“縁側"で話し、その後の対応 ているが、欧米一辺倒の 10か1かj効率、

を決める。グレーの部分を扱うすばらしい ロジックのみに重きを置くのではなく、日

仕組みだ。単に猫の昼寝や月見をする場所 本人特有の考え方、価値観を今一度大切に

ではない。現在ではスペース効率とか欧米 していく必要があると思えてならない。

流建築の流れの中で、特に都，i)ではなかな

か見かけない。死語とすらなっているかも

しれない。

話は変わるが、これも昔数学のノーベル

賞といわれるフィールズ賞を受賞した広中 うちだ きみお

教授が会見で「欧米の研究者はロジ、ソクで 内田 公夫
考えて行くので、それが行き詰ると研究は (株)スタイリングライフ・ホールテ1イングス

止まってしまう。日本人である白分は行き 代表取締役社長
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ワンオフ (One-off)
「ワンオフJとは「一回こっきりしか起き

ないJ出来事や事案を指す言3主である。一

回しか起こらない事なので再発を防ぐ対策

の必要がない。対処療法で充分だと、非常

に気楽な考え方である。

例えば、住専ショックはワンオフな事で、

後片付けさえすれば良い。個人情報漏洩も

ワンオフで、お詫び広告を出せば良い。官

民癒着がパレる都度「特定原因により例外J
として報道され、関係者は手ぬるい処分を

受ける。ワンオフだから直ぐ忘れられる。

福島の津波も「何百年に一回しか起こらな

い」ものとして想定外になり、あのありさま。

「他の原発所は大丈夫だJと言いたい業者

とその御用学者や御用政治家さえいる。

ストレステストをやれば大丈夫だと言わ

れるが、そのストレステストを実行するの

は誰か。利害関係のある業者や御用役人

か。いままで・ずっと嘘を言いふらし安全神

話を広げた人か。信頼の置けない人のやる

事・ 出す結果を信用する程愚かな国民じゃ

ない。福島を本当につンオフにする為には

脱原発しかない。原発がなければ、原発事

故もない。

尚、これは原発問題だけではないという

一言を付加える。政治家も他の企業もそう

だ。あまり酷く有権者・生活者を裏切ると「脱

OOJがどんどん広がる。気を付けようね。

F .ウレマン
LLPシ.ャパン・リサーチ

笑う門に客来る
地下鉄に乗っていて、 中馬り広告を見て篤いた。 女性フア ，~ショ

ン誌のananまでもが制情集か。まもなく師走、クリスマスシー

ズンだというのに浮いた気分lこなれない今の日本を象徴している。

この1年、長引く不況を脱しないうちに震災に見舞われた日本は、

政台不信も相まって、様々な社会不安が鑑大している。誰しも先行

きの不安が大きいと‘内向き‘守りの意識が強くなるのは当然のこ

とで、そのひとつの行動手段が節約ということだろう。

工夫して節約すること自体は、悪いことではない。それが新し

い経験のきっかけになることもあるからだ。実は自分も本当に久し

振りに弁当を作ってみたのだが、とても新鮮で楽しく感じた。また、

フィ ッ トネスクラブに行く代わりに、 帰宅時に 1 ~2駅分歩いてみ

ると、Iこんな庖があったのかJという新しい発見があり‘それも楽

しい。

しかし、節約の目的が、短紛的に出費を抑えることになってし

まうと、手っ取り早い解決策は、買わない、食べない、 呑まないこ

とになってしまって、これでは元気も出ないし、景気も良くならない。
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皆が「内向きJに閉じこもるのではなく、「外向きjにアクシヨ

ンすることが必要だ。我々マーケヲーやプロモ-1]ーの倒はその

キッカケ作りを考えることではないだろうか。

話は蛮わるが、羨ましくも宝くじで大金を何度も当てた人たち

がいて、宝くじの買い方の秘訣を聞くと一つだけ共通点があった。

それは、販売員が笑顔の庖で買うことだそうだ。これはあくまで厳

担ぎの話だから直接の関係はないかもしれないが、 この話を聞いて

ふと思ったことがある。不況でも繁盛している欽創Eの共通点も[笑
顔の接客jにあるのではないか。楽しいところ、居心地のいいとこ

ろに人は集まる。笑う門には客来る。今年は自分も、笑顔の販売員

のいる屈を探して宝くじを買ってみるつもりだ。

お おき まこと

大木信

(株)ヒロモリ

営業本部第4営業グループ マネージャー



生活者のくらしをみつめていきたい
今の若い世代は、「所有Jする意識が希

薄になったといわれる。ここ 10年以上つ

づく経済低迷で給与所得は上がるどころか

逆に減少している中、将来生活の不安もあ

いまって、不要な所有はしないというしご

く当然の意識霊化の表れのようだ。私たち

の世代は、周りみんなが持っているから、

がんばった証になるからなど、「所有jす

ること自体に何の疑問も持たなかったよう

に思う。

一方、今の若い世代は「所有jではなく、

無形の情報を含めて、できるだけ「シェアJ
することで十分に満足を得ているらしい。

よく考えてみると、日本では人口も減少し

ていくなか「もの」については余ってくる

ことになるので、「シェアJに関連したピ

ジネスは急激に増えてくることになると思

う。わたしは消費財である食品に携わって

いるので、こういった人の心の動きとは無

関係ととらえず、お客様の立場にたって考

えるという原点に戻ることで、まだまだ価

値創造ができそうだ。

部括統業事ズフ

川
也
一
閃

引顕
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-
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「核家族Jから「個家族」に加速するマーケット
生活インフラとしての流通業の役割と期 えています。ファミリー・ユースからパー

待が議論された年でしたが、日本スーパー ソナル・ユースへの転換が求められ始めま

マーケット協会は、業界のビジョンを「シ した。従来の i3人の核家族Jを前提とし

ナリオ 2020Jとして報告書に纏めました。 た商品企画、商品開発は疑わねばなりませ

小売業の革新は 60年前から始まりました ん。ファミリー・ユース向けの家電製品業

が、今、 新しい局面を迎えています。模倣 界の苦労もこの表れと思われます。

が容易な小売業は希少性で戦ってきました

が、企業の価値観を強みとして展開するこ

とが要求され始めました。しかも、生活者・

法制度・ ITなどの変化に対応する蛮化適

応業でなくてはなりません。

不確実性の高い企業経営の中で、唯確

実な事項が人口動態の予測であり、一番の

課題は、「個人化Jへの傾向が加速変化し

ていることへの対応です。標準世帝より単

独世帯が上回り、しかも高齢者のそれが増

大縁明

日本スー)~ーマーケット協会

専務理事
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日本の経営戦略はバランス・オブ・パワーで
“友愛の海"などと能天気なことを口走 国に践自習されてしまう。諸外国は、鵜の眼

り、わが国の主権に危機をもたらした幼稚 鷹の眼で日本をねらっている。その中に

きわまる方がおられたが、これからの時代 あって、国の外受戦略の基本となるパワー

の日本の経営・外受戦略は、単細闘の頭脳 の源泉は、統治力、経済力、自衛力、文化

ではやっていけない。親米アングロサクソ 力である。

ン一辺倒でもダメ、親中国でももちろんダ 参照;伊藤 ・日下共著「自主防衛を急げJ
メ、正解はバランス・オブ・パワーであ 李自社、2011
る。中国を牽制するためにインドと組むと

力、、場合によってはあのロシアの力さえも

利用するしたたかさが、これからの日本に

は必要とされる。また時には、米国の風圧

を防ぐために独仏と組むことなども有り得

ょう。

世界の外受はバランス・オブ・パワーが

基本である。それが出来なければ、素裸で

夜道を歩いているような美しい日本は、外

おおつき ひろし

大槻博

多摩大学名誉教授

西から東ヘ~価値軸の転換
先日 、 20 代~50 代の女性に対し、商 ある「東方Jが、彼女達のライフスタイル

晶の訴求軸を検討するため、複数のワード に組み込まれていったものと見てとれるの

へのイメージをインタビューし、比較して ではないか。

みた。 国際社会では欧米諸国の経済が疲弊し、

そこで印象的だったのは「東方Jという 相対的にアジア諸国の位置づけが高まって

ワード。普通のオヤジ(筆者)に思い浮か いく中、わが国の消費市場においても新し

ぷのは、何となく首の中園、あるいはマル い潮流が力強さを憎している。

コ・ボーロの“東方見聞録"くらいである。

しかし、彼女達が連想するのは、東方神

起(アイドル)、韓国、韓流、アジ工ンス(商

品名)、リン・チーリン(女優)といった、

より身近で新鮮でスタイリッシュな人やモ

ノ…見事に予想を裏切られた。

このことは、かつて私たちが抱き続けて

きた「西方への憧れ」を超え、やがて自ら

の主体性に満ちた現代文化であり価値軸で

9 百人百語 2012

小方博文

養命酒製造(株)営業推進部次長

兼商品開発グループリーダー



「快老パワーJで経済の活性化を
一大ニューマーケット「快老」が、日本

経済を活性化する。

そう言い続け、書き続けて 20数年。未

だに市場として注目されないのは、筆者の

力不足と、マーケターの意識のなさか。

高齢社会は弱者の社会という誤解が一般

的なのだ。例えば介護など支援の市場が目

立つことは承知の上だが、人口構造上では

3%に過ぎない。

愉快の快。快適の快。快くステキな気分

の快。男女を問わず自立した大人の気概を

持ち、元気でイキイキと積極的に人生を歩

む。品格を重んじ、自由裁量できる財力と

仲間力もある。

こうした「快老」をターゲットにする

上質で価値あるモノ・コトの提供へ。商業

者は統合し連合を組んで展開しようではな

いか。覚悟を持った“世話役"に「快老J
自身も加わってもらう。

そうした提案のあるとき、停滞した日本

経済は彼ら「快老」によって活性化するに

違いないと思うのだ。

おがはし ようこ

岡橋葉子

岡橋マーケティング研究所 所長

これからの日本のために、新しいタネをまこう

2011年3月、私たちは「日本のタネjというプロシ・エ

ク卜を立ち上げました。

コミュニケーションに携わる会社の人間として、この未

曾有の大震災に見舞われたこの日本で今出来ることは何か、

答えはなかなか出ませんでしたが、とにかく行動しよう、と。

そんな気持ちになった社内の女子(という年蹴でもな

いのですが!)6人。生活者が考えていること・感じてい

ること・今この瞬間の世の中の声を発信し、企業のマーケ

ティング・ コミュニケーション活動のサポー卜をすること

が、私たちの使命ではないか、とこのプロシ.工ク卜の立ち

上げたのです。

今私たちは、震災後のいくつかの調査・企業活動のケー

スを通じ、ひとりひとりが行動を起こせば日本は歪われる、

と強く感じています。MCEIで講演の機会を与えていただ

き「ワールドカフェJ形式のワークショップを行いましたが、

ここでもその手ごたえを感じました。 1時間ちょっとのつー

クショップでしたが、そこで初めて出会った会員のみなさ

まがワイワイと楽しそうに話し合い、コラポレーションの

企画が見る見るうちに生まれてきたのです。みんな日本を

元気にしたいと考えています。志が同じ人たちが集まれば

知恵が生まれる、強力なパワーとなる。

私たちはそんな人と人との出会いや企業と企業との出

会い、企業と生活者との出会いの場を積極的に創造してい

き、その関係を深めたいと日々 活動しています。

私たちと一緒に日本に「希望のタネjをまきませんかっ

日本のタネプロジェクト

h枕p://www.nihonnotane.com/ 

お廿もと 怠おこ

岡本直子

(株)I&SBBDO 

日本のタネプロシ.エクトメンバー
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2011年今年思うこと
東日本大震災により被災されました皆様 商品をお届けすることの大切さ、責任につ

に心からお見舞い申し上げます。 いても改めて実感しました。

当時自分は東京都中央区の9階のオフィ 今後、日本はたくましく復興に向けて進
スにおり、机にしがみつかないと立ってい んでいくと信じていますが、自分は今回の
られないほどの状態でした。真っ先に気に 経験を通じ、何を学んで何に生かせたのか
なったのは家族の安否。なかなか繋がらな を、継続して自問していきたいと思います。
い電話がやっと通じ、高校生の娘が友人と

渋谷に出かけていると知った後は、安否確

認ができるまで気が気ではありませんでし

た。

また、その後計画停電も体験し、帰宅途

中に信号機も含めて真っ暗になったことは

強く印象に残っています。幸いに特に大き

な被害を受けなかった自分でも、家族は、

安全とは、信頼とは、などいろいろ考えさ

せられました。メーカーとして、きちんと

おくぎわ いさむ

奥津勇

花王(株)

グローバルマーケティング開発部門

マーケティング開発センター

マーケティング開発室 室長

悩み多き日々に…
『為せば成る。為さねば成らぬ何事も。

成らぬは人の為さぬなりけり』私の座右の

銘です。

この言葉を初めて知ったのは、なんと幼

稚園時代。教室にこの言葉が書かれていま

したが、当然幼稚園児にその意味を理解す

る事など到底できず・・・。

これはご存知第九代米沢藩主、上杉鷹山

の名言とされるもの。意味は、I願いの成

就は勝手に訪れるのではなく、自らの力で

作り上げるもの。思い通りに結果が得られ

ないのは、自分自身が実現に向けた努力を

していないからだjといわれております。

私は行き詰まったときや自信喪失気味の

時にこの言葉を思い返します。心が弱くな

ると、人はすべてを他人のせいにしたくな

11 百人百語 2012

ります。でも本当は自分の行動の結果が、

単に自分に返ってきていることのほうが多

いのですよね。強く願って、本気で行動し

て、それでもダメな時は…それはそれで

すっきりするのでは?それでも落ち込んだ

時はこの言葉。『明日は明日の風が吹くj・・。

人生万歳。

おち ゆがこ

越智由香子

大日本印刷(株)

C&I事業部第2トータルツJューション本部
第 2TS企画開発室室長



子孫のために汗をかこう
21世紀に入って 10年余り、地球上の

様々な地域・分野で、色々な事件・事故が

起き、大きな問題が数多く顕在化していま

す。歴史的尺度での“ひずみ"の解放なの

でしょう。

あまりにも大きな霊化・それも非連続・

であるからして、いつどのような形へ収徴

するかは推測できない。つまり過去の経験

則の成り立たないゾーンに入っていると考

えます。

この状況下、多くの人達の犠々な議論を

通して、当面の成し遂げるべき課題の骨格

はほぼ明確になっているのではないでしょ

うか。今は、その解決ヘ向けた試行錯誤を

伴った行動を、具体的Eつスピード感を

持って、いわゆる当たり前のビジネス感覚

で実践する時なのです。

この局面において、マーケテイングカと

コミュニケーションカの組み合わせが威力

を発揮すると信じます。平たく言えば「体

力・気力・本気度」勝負とも言えます。

水口先生のお言葉、マーケテイングとは

「技術より信念・知識より実践J。今まさに

“句"を迎えています。

長事理部
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口

ぉバ
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J
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もったいない
ユニク口、しまむら、西友……。今は安

い衣料が簡単に手に入る。

日本には昔から季節の蛮わり目に衣替え

をする習慣がある。夏物から冬物ヘ、冬物

から夏物へと入れ替えをしなければならな

い。結構面倒くさい。去年は何を着ていた

ろう。去年買ったあの洋服はどこへ仕舞っ

たろう。

しかし、今は違う。また、買えばいい。

一年着たらおしまい。使い捨てだ。別に流

行を追っているわけではない。その方が、

早いし、簡単だからだ。

でも、本当にそれでいいのだろうか、もっ

たいない!

おのせ しゅういち

小野瀬修一

(株)アム・ネ、ソ卜

メディア事業部 営業グループ
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六十の手習い
ご承知のとおり、「六十歳になって習い

事を始めること」つまり「年をとってから

勉強や習い事などを始めることjを意味す

る諺ですが、六十歳というと、ちょうど定

年退職の時期にあたるわけです。それまで

の社会生活に-~区切りをつけ、第二の人

生をスター卜させる準備時期でもあると言

えます。

十代、二十代の頃は色々な事に感動を覚

え、新鮮に映っていたものが、いつしかそ

の感動も薄れ、ついには感動の文字そのも

のが日々の生活から消え去っていることに

気づかされます。五十歳を過ぎ、記憶力は

低下、気力も集中力も低下と、何から何ま

で下降線をたどる中、新たに何力、を始める

というのは、気おくれしてしまうものです。

しかし、平均寿命も延びる中、新たな発見

や感動ができる第二の人生にしたいもので

す。そのためにも「六十の手習いJが求め

られるところだと思います。加齢は避けて

は通れないもの。であるならば、ささやか

であってもチャレンジ精神を持ち続けて、

いつまでも感動と新鮮さを感じることので

きる、有意義な晩年にしていきたいと思う

今日この頃です。

ザイ
い
h

『ア

功

己

月

十
銅

沼

イ

土
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園
一
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は
ハ
合
」

れ
面
一
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「官僚主義」は悪いこと?
震災、原発について、新聞などで政府の

対応が問われています。官邸との情報共有・

意思決定の方法、スピードなど素人が聞い

ても疑問を持つ内容です。また、元通産省

の古賀さんの本にある「業界との癒着J、「国
益よりも省益優先Jという考え方を知ると、

本当に官僚のあり方について改革が必要だ

と感じています。

会社の中でも「悪しき官僚主義」を排す

るようスローガンが掲げられます。しかし

本当に「官僚主義Jが悪いのでしょうか。「官

僚主義Jが悪いのではなく、功罪をしっか

り理解することが大切だと思います。

組織の中には柔軟であるべき部署とそう

でないところが存在します。「官僚主義」

に徹するからこそ守られる経理、法務ルー

13 百人百語 2012

ルの世界もあります。

組織に求める機能、役割が正しくセット

され、初めてうまく機能する。組織設計者

の考え方がいかに大事かと思います。

今回の震災に絡め、組織のあるべき姿、

設計について考えさせられます。

かもと まさはる

嘉本将治

サントリービア&スピリ、ソツ(株)

営業推進2部課長



奮い立たせるイノベーションを
長い問、内需に活気がない。この重苦し

さを破るのはイノベーションだ。それも日

本人の心をスカッと明るくするものがい

い。先年亡くなられたが、 ドーム球場を手

がけた太陽工業創業者・能村龍太郎氏が抱

いた夢の数々は、奇想を含んでいて血が沸

き立つ。

その一例は、同社の膜面構造の特技を

生かして黒潮という大河の流れの方向を蛮

え、太平洋岸を安定した漁場にし、親潮と

の合流を図って新しい豊かな大漁場を創り

出す計画だ。その第一歩、衛星観測への一

端として私も変換候補圏のラサ島でコプラ

採掘を行っていたラサ工業で取材をしたり

したが、諸事情から中断となった。技術的

に克服できるのに、と能村氏は残念がった

ものだ。

また氏は、海洋国日本は深海開発に力を

入れるべきという持論から想定図を描いて

もいた。雄大なイノベーションは希望を高

揚する。日本の周辺海域に目が向けられて

きた今、未来を拓くイノベーション構想を

育て続けた能村氏の事業家魂を想い起こさ

せる。

力、わしま たもつ

川嶋保

出版コーディネーター

もうひとつのCSR
昨年 11月、 IS026000CGuidance on としての CCitizen's)社会的責任は何か、

social responsibility:社会的責任に関す 今一度問うてみたい。「嘘を言うな、負け

る手引き)が発行された。社会との直接的 るな、弱いものいじめをするなJ…薩摩藩

接点を持つ全ての組織が対象となり、原理 の教育訓をふと思い出した。

原則として、説明責任、透明性、倫理的な

行動、ステークホルダーの利害の尊重、法

の支配の尊重、国際的行動規範の尊重、人

権の尊重が記されている。その目的は環境

に限らず健康・社会繁栄の地球規模での持

続的発展をめざすというものであるが、日

本には元々近江商人の「三方よし」があり、

組織風土として、他を利し社会の繁栄を願

う素地はある。 がわの ようじ

一方でお年寄など社会的弱者と言われる 川野 洋治

人々から搾取する悪質業者は跡を絶たな (社)消費者関連専門家会議CACAP)

い。組織のみならず、社会を形成する市民 研究所長
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T/O (テイクアウト〉の新しいステージ
ニッスイでフランス料理庖 fDeDeJ、

東南アジア海鮮料理屈 fCoraCoraJ等失

敗を重ねたあとミスタードーナッツのダス

キンとのコラボで海鮮井「ザ・どんJを創業。
10年かかったが 100庖達成できた。それ

からはコラボに味をしめて、JR四国と讃

岐うどん「めりけんや」、阪急電鉄 Gで阪

急そばとどっぷり外食の世界に身を置いて

いる。

今関西中心に「八剣伝Jf酔虎伝J等多
彩な居酒屋を 650庖ほど展開している。

(株)マルシェ顧問として新しい食シーン

創出にチャレンジしている。

飲食屈の売上げは客数×客単価で決ま

る。だが「ミスドJの好業績の支えは T/
O比率の高さがある。T/Oは客席を使用

しないから上限が無いのだ。でも居酒屋で

T/Oは難しい。今フード業界で元気なの

はCVSだ。そうだ、居酒屋の人気メニュー

で弁当を作り CVSの庖頭に並べよう!

異業種とのコラポで又も窮地脱出を企図

している昨今である。新年「八剣伝のやき

とり重」が CVSの庖頭デビューする日は

近い。乞う御期待!

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

新宿鮫・紳回廊
この一年で電子書籍は大霊化をした。五

木寛之の「青春の門Jf親鷲Jなど 32タ
イトルが月 1， 150 ~ 1 ，200円で配信が始

まった。6月に大沢在昌氏の「新宿鮫J(10 
作目)が刊行された。直木賞となった「無
間人形」よりも評価が高く警察小説として
特異な存在だ。

さてこの 10作品目の作品であるが、通

常書き下ろしの作品は別にして週刊誌、月

刊誌等に作家が何回かに分けて連載し一本
にする崎、加筆等をして出版の運びとなる。
ただ今回の 10作目は糸井重里氏の個人サ

イト「ほぽ日刊イトイ新聞Jへのネットメ
ディアへの連載で、毎回原稿料が支払われ

たとは聞いていない。今回のこのケースは、
作家が自らイトイ氏のネットメディアを選
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んだ。そして上梓に当たっては作家のみな
らずプロテ.ユーサーの立場で出版をした。

つまり自ら利益決定をした上での出版とい
うことである。これは日本の出版市場稀有

なことで、作家が出版マーケティング ・ビ

ジネスヘ参入したことといえる。

水口健次先生の「マーケティングはイノ

ベーティブでなければならないJこれが思

わぬところから登場した。

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



今年の2冊

今年読んだ本の中で MCEI的に参考にな

る2冊を紹介したい。1冊目は長谷部誠氏

の「心を整えるJ(勝利を手繰り寄せるた

めの 56の習慣 )0 3月大震災直後に出版

され、印税を全て寄付する決断は流石だっ

た。この決断も凄いが中身も面白い。読ま

れた方もお気付きだろうがプロサッカ一選

手の自叙伝的自己啓発書としての読み方の

外にマネジメン卜の参考書としても読み応

えがある。高校時代にトップレベルでなく

ても日本代表のキャプテンになれる、先輩

や優秀な後輩がいる組織でのリーダーシッ

プのとり方、ドイツに移籍し異文化での生

活(グローバル対応力)、そしてゲーム前

に準備しておくことなど、能力開発・モチ

ベーション・メンタルヘルス・プレゼンテー

ション前のシミュレーション等に読替えら

れる。

2冊目は細谷功氏(数年前にヒットした

「地頭力Jの著者)の新刊「アナロジー思考J

(構造と関係性を見抜く)。論理力と直観力

の聞に位置するアナロジー(類推力)は正

に実践のための思考方法であり、 MCEIの

研究会をどの様に自らの仕事に落とし込む

かの参考になる。

こんどう ただし

近藤直

味の素製薬(株)常勤監査役

ソーシャルメディアの使い分けの時代

昨年もソーシャルメディアのお話を書き

ましたが、今年も同じ話題です。

この一年でソーシャルメディアはさら

に進化しました。特に Facebookは映画

「ソーシャル・ネットワークJのヒットも

あって、目覚ましいものがありました。

ただ、ここに来てそれぞれの性格の違い

が色濃く出てきたのではないかと私は思い

ます。Twitterは緩い繋がりが主になり、

秘匿性が低いため、 20代 30代が中心の

気楽な書き込みが多い。Mixiは音楽、ア

ニメ、スポーツなどの同好の士の集まりが

多く、30代40代が中心の比較的強い集合。

対して Facebookでは同級生の繋がりが

促進され、かつ、人生経験が長い人、切れ

てしまった人間関係がたくさんある人が価

値を見出す傾向にあります。すなわち 40

代以上にユーザーが多いリアルな人間関係

と密接に影響しているメディアではないか

と考えます。

一口にソーシャルメディアと言っても、

メディアによって訴求の方法を細かく蛮え

てゆかなければ、有効なビジネス活用はで

きないということを最近実感しております。

さいとう ひでお

粛藤秀雄

大平印刷(株)(MCEI大阪支部事務局)

Webプロモーション事業部長
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塩が、塩の役割を果たさねば鎗てられる
特に震災後は、「いわゆる」プロモーショ

ンが減少し、「特価J屋聞に代わってしまっ
た。しかし「特価J展開には、そのブラン
ドに親しい顧客を取り込む性質がある。自
分が親しんでいる商品が良い条件で売られ

ていれば、親しい人から飛びつくからだ。
「特価」展開は、ブランドの価値も売場の

特徴も語らない。そのため、既存客の購買

時期の移動に機能するだけで、新規顧客の

獲得という「投資Jの機能を果たし難い。
ブランドもそうだが、売り場も顧客数の

拡大なくして成長はない。一定の顧客流入

が、健全さを保つ重要な条件だ。単に、当

面の売上形成だけなら「特価」展開が手っ
取り早く、即効性もある。しかしそれでは
顧客調発は果たせない。

私たちは、見せかけの売上拡大ではなく、

プロモーションが本来果たすべき顧客開発
という「投資Jの役割を、もっと重視すべ
きではないではないか。海が、塩の役割を
果たさねば捨てられる。

さ力、いだ いねゆき

堀井田稲之

(社)日本プロモーショナル・マーケティング協会
専務理事

マーケティングの復権
私がマーケティングに初めて出会ったの

は大学で経済学を専攻しているときでし
た。経済学は定式化、モデリングなど非常

に無鼠がなくその理論は研ぎ澄まされたア
スリートのように美しいものでしたが、一
方でモデルで説明された世界は現実の世界

から少し遠いような気がしていました。そ
んなときに出会ったマーケティングは現実

の世界をよりリアルに説明していて、マー

ケティングという新しい響きと叙述的に理
論を展開するという自分にとっては新しい

手法とがあいまってとても買奮した記憶が

あります。もう 20年も前のことになりま
す。

今、若い学生さんはマーケティングと言

われてどんな印象を持つでしょうか。一般
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消費者はマーケティングに優れた企業と言

われた場合どんなイメージを持つでしょう
か。ステルスマーケティング、炎上マーケ
ティング、ノイズマーケティング、フラッ

シュマーケティング…。

マーケティングはこのままいけば中身の

ないインチキ商法の接尾語に成り下がって

しまいます。震災や円高のつらい時期にこ

そ、お客さんに真に喜んでもらう本物の
マーケティングを追求して、是非みんなで
力を合わせてマーケティングを復権させた

いと強く思います。

役締取表代所究研発

刊
〈一

1
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向
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How to get over the difficulties. 試練を乗り越えるために
19・11Jと 13・11J。憎悪なテロの攻 組織の大小を問わず、14つのPJを問い

撃に曝された「あの日J、私はニューヨ一 直す必要があると思う。①PhilosophY:Iど

クから 250kmほど離れた町で大学に通つ のように生きるべきかJという理念やピ

ていた。「真珠湾攻撃の再来」と、学生は ジョン、 ② People:1誰と支えあい、つな

パニックになり、アメリカを戦争へと掻き がっているか」という人との鮮や関係性、

立てる「恐怖Jを目の当たりにした。そして、 ③Plan: 1どのように立ち直るべきかjと

理不尽な自然の猛威に襲われた3月11日。 いう戦略的な思考と具体的な方策。そして、

「あの日J、私は福島から 250kmほど離れ 最後に④ Performance:1どのように社会

た東京のオフィスピルの 12階にいた。机 に貢献していくかJという行動の責任。最

の下で、携帯電話の画面に映る破壊の光景 も根源的な問いに改めて向かい合い、生き

を目にし、言葉を失った。「世界Jを大き ていきたい。

く揺さぶる出来事に、わずか 10年の聞に

2回も遭遇するなんて考えもしなかった。 さがぐち もと くに

これらの出来事が、私たちに残した試練 坂口 元邦

は計り知れない。それらを乗り越えるため (株)ヒロモリ

に今何ができるか。園、企業、家族など、 営業本部第1営業グループマネージャー

人と社会を楽しく元気に ビジネス編集力で新しい価値創出
1989年に rCUTiEJ(キューティ)と の商品を出版物のパッケージにして書屈で

いう女性誌を創刊して以降、日本で一番売 販売することで流通網を広げ新しい顧客を

れている rsweetJ(スウィー卜)や、30 増やすなどの活動が活発になってきていま

代女子という言葉を生み出した rlnRed.J す。そのように、情報、知識、技術、企業

(インレッド)、新しい 40代女性像を提案 をつなぎ、世の中に新しい価値を生み出す

した rGLOWJ(グロー)など、「雑誌」 ことを弊社では「ビジネス編集力Jと呼

という形の媒体を出すことで、女性たちの んでいます。今後もあらゆるジャンルで、

潜在需要を掘り起こし新しいマーケットを コアコンピタンスのビジネス編集力を活

創出して、カシ.ュアルファ ッション市場を 用し、企業理念である「人と社会を楽しく

牽引して参りました。広告クライアン卜様 元気にJのもと、さまざまな業界の活性化

からも、読者ニーズをとらえている点をこ に尽力したいと考えております。

評価頂き、メーカーさんにおいては雑誌と

コラボレーションで新商品開発のご依頼を さくらだ けいこ

頂く機会も増えています。例えば、編集部 桜田 圭子
が企画から関わり、時計や家電を共同開発 (株)宝島社

したり、その他にも、玩具や調理器具など マーケティング本部部長
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高校一年生から学んだモノづくりの姿勢
「地球市民科Jの授業で講義して欲しい。

初めて闇く学科名に時代を感じながら、大

阪の高校一年生、将来の MCEI候補生育

成?のために、清涼飲料の開発事例につい

て授業を行う。

4クラス 160人の生徒からの授業の感

想、生言葉が以下のとおり。いいコメン卜

満載。元気をもらう。

「時代の流れを調べる、つかむ、読むJrモ
ノにこめられた背景やこだわりを考えてみ

るJr気持ちの奥の奥まで調べるJr人の気

持ちにかかわる、つかむJrたくさんのア

イデア、たくさんの人々の知恵、工夫の集

積Jr考えを絞りだす、練る、組み合わせるJ
「商品へのこだわり、思い入れの大切さJr全
力で取り組む、必死に考えるJr研究しつ

づける、進化していくJr期待を裏切らないJ
「暮らしに役立つ、快適にする、良い気分

を提供する、影響を与えるJr人の記憶に

残るJ……
お客様に近い会社になること。暮らしに

役立つモノづくりの使命感。改めて痛感。

ささざき しげお

笹崎茂男

キリンピパレッジ(株)

マーケティング本部

マーケティング部企画担当 担当部長

モデレーターの醍醐昧
人の話を聴くのが大好きだ。ワクワクす

る。子どもの頃から、話すよりは聞き手に

回ることが多かったような気がする。

人は、聴いてくれる人がいるとどんどん

話す。本来の道筋から飛躍して、話題が際

限なく広がり、深まり、まるでその人の人

生を綴った映画を観ているような気分にな

り、感動することも多い。

先日、グループインタビュー調査で、モ

デレーターを務めた。ある商品 Aのパ、ソ

ケージについての評価だったが、お一人、

飾らずありのままを自分の言葉で話してく

ださる方がいて、私は彼女に尋ねた。

「あなたにとって、 Aとは何ですか?J
返ってきたのは「女子力を保つものJとい

う答え。私にとってそれは想定外すぎて
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内心焦ってしまったが、それ以上に感動した。

なぜなら、その人にとって Aと競合する

商品は、同じカテゴリーだけでなく「女子

力を保つJと彼女が思うもの全てが該当す

るからだ。こういう視点は私にとって新し

い発見だった。

だから人の話を聴くのは、やめられない。

さった ゆきよ

薩固有紀代

(株)DNPメテ.ィアクリ工イト

クロスメディアソリユーション開発部

第1マーケティング開発ルーム



「素J(す〉のマーケティングの次に来るものは
MCEI大阪支部の2011年度の年間テーマは「素J(す)

のマーケテインク.でした。昨年度末の理事会でいささか

強引に提案して理事の皆さんに認めてもらいました。そ

して3月の定例会で発表して「これからの企業は日頃の

{素}の顔が試されることになりますとお話した翌日にあ

の震災が起きました。そのあとに続く悲惨な状況はご存

じの通りです。本当に今年はなんという年なんでしょう。

一方IT革命は95年の “ウインドウス:95"に始まり

その進歩はとどまることを知りません。最近、ハード面

ではiPhoneやアンドロイドなどのスマートフォーンの

登場やiPadに代表されるタフロイド型PCの登場し、

ソフ卜面では数年前から銘がりはじめたソーシャルネッ

トワークのツイッターやフェイスブックが一気に拡大し

ました。現在でも摺殖し続け拡大を続けています。今後

はと.うなっていくのかまったく予測もつきません。

しかしひとつだけ確信がもてることがあります。それ

はこの災害からの復興です。私たちはまだ、長い闘いの

始まりのほんのとば口に着いただけです。除染に30年

という話もあります。まだまだやるべきことはあります。

それがマーケティングです。マーケティングがて・きる

ことを考えなければなりません。将来の世代のためにで

きることを考えなければなりません。マーケテインク.なら

きっとなにかをやれる可能性はいくらでもあるはずです。

企業の{素}の顔が試されることになり「素J(す)のマー
ケティングが重要視された2011年でした。「素J(す)
のマーケティングの次に来るものを考えださないといけ

ません。

さわだ よしひろ

津田好宏

MCEI大阪支部理事長

Spark Point 代表

差異化された存在
後で振り返ってみれば、2011年は色々 改めて自社の存在感(何屋なのか)を考

な意味で変革期の年だったと思うのだろ えてみるのも良いのでは。

つ。

企業として生き延びるためには、すべて

を一度ゼロにし、再セッ卜するよい機会で

ある。キーワードは「差異化された存在J
真に価値の有る商品とは、他社には無い品

揃え ・売り方・サービスとは何かを考えて

みてはどうか。

少子高齢化 ・人口減・つまリ園内では成

長の限界が、圏外では並み居る競合に勝た

ねばならない状況。この中で存在感の有る

ポジションを得るには、少量でも独創的で

質の高い商品開発を、庖頭では、商圏特性

を踏まえ、顧客を理解し丁寧に販売する仕

組みを構築する事である。

し lまた ま さお

柴田正雄

(株)ダイヤモンド・フリードマン社

流通マーケティング局 局長
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中国における知財権
中国における知財権は、日本と同様大き グローバル視点がまだまだ甘く、言わず

く4つ「商標権Ji意匠権Ji実用新案権Ji特 もがな的な面が多い我々日系企業は、強み

許権」があり、特許以外は無審査。中国に である、企画性・アイデア・デザインをしつ

おいて大事な事は、“コピー品の排除"と かり守っていかねばならないと、上海にい

言うより、どちらかと言うと“自分を守る" て常々感じている。

と言う事である。偽物や盗作が、本物や元

祖を食ってしまうのである。この事例は、

枚挙に暇が無い。中国で登録 ・申請してい

ない場合、仮に偽物がそれを申請・登録し

てしまえば、訴訟の際、完敗である。賠償

責任を負うという事。偽物が本物に取って

代わる。早い者勝ちである。実際に、ドイ

ツ企業が中国企業に実用新案問題で 21億

円和解との事例も出ている。最近では、新

幹線の件もあり、知財防衛については、日

系企業の死活問題にもなる。

しみ ず やすゆき

清水保之

(株)ヒロモリ 経営企画室

定量計画が限界をつくこともある
今年は東北の震災を抜きには考えられな 量だけに縛られず、発想も活動も常に進化

い。自然には限界が無いのに、人聞が考え する。ずいぶん首から云われていることだ

る自然災害対策にはなぜか限界がある。そ が、なぜか今回の大震災を通じて、ふと感

れは予算という定量ゴールがあるからかも じた不思議な感覚です。

しれないと、ふと感じた。もしかすると定

量ゴールの比重が重すぎるのかもしれな

い。最近の企業活動も同じことが云える。

本来は定性ゴールがまず設定・ 優先され、

それを段階的に実現する為に定量ゴールが

設定される。ただ全ての企業は単なる経済

活動だけでなく、 世の中に存在すべき理由

を明確に持たなければいけない。ここで云

う定性ゴールは、たぶんそんな理念の様な しゅとう よしのり

もので、そしてそのゴールには隈界はない。 首藤 由憲
何の為に経済活動を続けるのかを明確に キリンピパレッジ(株)

することが今の時代は大切。そうすれば定 代表取締役副社長
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入れるのではなく、「寄せるJ
もう 30年もクラブを握っている。会社

のつきあいだったり友人に誘われたりだっ

たが、自分から積極的に行くという感じで

はなかった。それが、会社経営に携わるよ

うになり、ゴルフは経営そのものだと感じ

るようになった。結果が悪くても決して他

パットできっちり決められる。

カップを顧客や従業員になぞらえると、

まずはこちらから近寄ってみる、というこ

とだろう。近寄って、寄り添えば、今まで

見えなかったものが見えてくる。見えてく

れば自ずと解決策が導かれるというもの

人のせいにはできない。頼るのは自分だけ。 だ。

実に面白い。最近は月に2固くらい足を運

んでいる。

よいスコアを出すには、私は特にパッ

ティングの善し悪しが決め手だと思う。

カップに入れるのではなく「寄せる」。ポー

ルを摂じ込むのではなくカップに寄り添う

という感じ。寄せる気持ちがあれば大きく

オーバーしたりショー卜することもない。

寄ればよりラインが見えてくるから次の

しんがわ まさゆき

新川雅之

スタック電子(株)

取締役営業企画本部長

「京都の老舗を学ぶJ講演会に参加して
日本には「幾百年も永続し繁栄する」企業が、世界

でも群を成して多いという。これは

①海に固まれ他国からの侵略が無かった

②血族よりも企業の存続を重要視した

①物造りに長けていた

ということが、主な理由だそうだ。

その老舗を守り運営をしている現経営者の共通点

は、倫理観・道徳観に裏打ちされた企業理念を持って

いることである。その一例としては「人がいて自分が

ある。人のために何かをする。相手に喜んでもらう。」

といった、神学者石田梅岩の考え方が京都の老舗の基

本にあり、仁義礼智信の5つの徳がここにも生かされ

ているのだ。

老舗それぞれの家自11を抜粋要約すると、

①社員教育・利他自利・謙虚にして著らずに仕事に

取り組む

①老舗ながらの古き良いものは大切にし、新しいも

のへの創造に努力する

①商売は先代からの預かり物である

④陰徳を積む

これらの考え方を常に忘れず、新しい創造をする場

合においても、家自11や社是を基本理念として繁栄を続

けているのだという。

日本人が築き上げたこの素晴らしい考え方が昨今

忘れ欠けており、今この時に見直さなくてはならない、

と講師は言う。私自身もこの講演会で得た事をもう一

度見直し、自身の事、事業の事に反映させたいと思った。

すがの きよし

菅野潔

(株)興栄社

代表取締役社長
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アニマル・スピリッツの時代
スティーブ・ジョブス.が逝った。

世界へ与えた影響は計り知れない。

彼こそノーベル平和賞に相応しい。イノ

ベーターのリーダーでもあった。コン

ビューターを身近なパソコンにし、そして、

それをも壊してスマー卜フォンを創り上げ

た。正に破境的イノベーションの連続であ

る。

“Stay Hungry. Stay Foolish'" 

ケインズの「アニマル・スピリッツjこそ

彼が大切にした精神である。

れ
策

椴

凶
慎

判
大

村

山

仙

村

杉

医

日常着と防護服
仮の話だが。やがて「放射能防護服」が ティングのリアルアクションとは、何なの

日常着になる…時代を先読みして一連の商 だろうか。自然生態圏外からの、制御しに

品開発や販売促進を練っているマーケター くい原子エネルギーが、姿を見せず長い間

がいるとする。彼の発想と活動は社会に容 地球上に投入され続けている。

認されるだろうか(ハーバードの白熱教室

めくが )03.11以後、日本のマーケテイ

ング界は伺に気づき、何を霊化させうる

のか。「百人百語Jの案内を読むと、3.11

以前と少しも蛮わっていないように思え

る。マーケティングが勝ち組のお先棒かつ

ぐだけのものではいけない(いやそれでい

いのだ、そういうものなのだ、という意見

もあるのかな)のではないか。いつか誰も

がファッショナブルな防護服を着用し、 1 すずき しのぶ

ブロックごとに放射線量を測りながら街を 鈴木 忍
歩くような日がこないようにと願うマーケ (株)工スツ一 代表取締役
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PhoneとFace
「なう。Jが言いたくて何となく始めた

Twitter。今となっては私の生活の中で重

要な要素となっている。恐らく私だけで

はないのは周知の事実で、今年の9月で

Twitterのアクティブ・ユーザー数が 1億

人に達し、送信されるツイー卜数が1日当

たり約 3.500億件に達しているというの

だから驚きだ。

朝電車、昼休憩、夜帰りになんて具合に、

気づけばスマホと向き合って友人とツイー

トし合い公開会話なんかもしている。何が

私をこんなに惹きつけるのだろう。情報収

集や発信、ストレス発散 etc・..色んな理由

がある。しかし私は何と言っても人同士の

つながりなんだと思う。普段なかなか会話

できない人とも手軽にコミュ二ケーション

出来るから、今日も黙々とスマホと向き合

うのだ。

一方で、今年から定期的に MCEIに参

加させていただくようになり、人と出会っ

て、顔を合わせて、声を出して会話をするっ

てやっぱり大事!と思ったのだ。感情が直

に伝わる。この先更に情報化が進んで世界

がどうなるのか想像も出来ない。進化して

いくのはとても楽しみ!でも「対 PhoneJ
な世界も楽しみながら「対 FaceJの会話

も大切にしていきたいと思う。

すとう みゆ き

須藤実幸

カルビー(株)

営業本部営業企画部

世界に誇れる rSHINKANSENJ
中国での列車脱線事故で新幹線の安全神

話に疑問を感じましたが。後目、日本の技術

提携先の嘗告を守らないで時速300kmの運

騒が実施されていたとの事実を報道で知りま

した。聞けば試運転をしてみて時速 300km

出せたので、日本側の主張する設計速度を無

視する形で営業運転を始めたとか。恐ろしい

話です。

さて、日本ではと言うと今年は新幹線の当

たり年で、昨年末の東北新幹線全線開業、3

月の新型新幹線E5系「はやぶさJの運行開始。

そして九州新幹線の全線開業と話題に事欠き

ませんでした。ただし、忘れられないのは3

月11日の東日本大震災の発生で、東北新幹

線は全線で 1.700箇所にも及ぶ被害を受けま

した。これは前出の日系新幹線「はやぶさ」

運行関始からたった6日後の出来事です。

しかしながら東北新幹線はたった49日

後の4月29日に全線運転再闘を果たしまし

た。全国の JR各社などから集められた日々

3.000人の作業員の懸命な努力による、将に

奇跡の復活劇です。この復活の白から東北新

幹線には「つなげよう日本Jiがんばろう東

北」のロゴが車体に貼り付けて運転されてい

ます。この早期復旧による復興への影響を考

えると、日本人の土壇場での強さを感じ、こ

の強さの象徴として iSHINKANSENJは今、

改めて世界に誇れると感じます。

せき まさひろ

関昌弘

(株)カ卜ー営業部
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【メンタル・・]
昨今ビジネス関連の書物や話でも戦略 られることが若いうちから多くなってきて

論、戦術論、営業論等に加えて「メンタ います。経験が無いと判断・決断が出来ず、

ル」の書物や話が非常に増えているように

思います。スポーツ選手のメンタル強化に

よる成長等もビジネス書として売れていた

りと、メンタルの話はスポーツ界だけでな

くビジネス界でも必要不可欠の要素になっ

そのギャップに苦しみ安定を欠いていく子

が多いように感じます。

仕事の仕方を教えるだけでなく、その

ギャップも一緒に埋めていくことも上司の

仕事。生活 ・成長環境もパラパラな若い

てきています。 世代にはコミュ二ケーションも rOneto 

そこで「メンタルJを辞書で引いてみる OneJが必要です。

と「知能や精神にかかわるさま。Jr精神的。J
と今ひとつ漠然。「メンタルトレー二ングJ
を引くと(スポーツにおいてH意志・意欲・

決断力等の精神力の強化や精神の安定・集

中をするためのトレー二ング。jとありま

す。

仕事も細分化され決断力 ・判断力を求め

た がだ だいすけ

高田大輔

(株)ヒロモリ

営業第2グループマネージャー

声のチカラ
3.11のあと、人が優しくなったと感じ

ることが何度かあった。道ですれ違いざま

にぶつかつてしまい「ごめんなさいJと謝っ

たら「いいえJと相手から返答がきたり、

重たい荷物を手にパスに乗ったら、目の前

に座っていた女性が「重そうですね。ここ

にどうぞJと自分の膝を聞けてくれたりし

た。それまで見知らぬ人にそんな言葉かけ

られたことはない。ふと心が軽くなるのを

感じた。そして次は自分も同じことをして

みようと思った。

何気なくかけられた一言であっても、そ

こに相手を気遣う気持ちが少しでも乗って

いれば、沈んでいた気持ちがふっと軽くな

る。そういえば昔、大きな展示会の会場で

歩き疲れてヘトヘトになった時も、ブース
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の方に「大丈夫ですか?Jと声をかけられ

少し話をしただけで、疲れが取れてまた力

が湧いてきたものだ。

声にはその人の気持ちゃ力がそのまま

乗って、相手の心に入ってくる。一人ひと

りが声をかければそれは計り知れないチカ

ラとなるのだ。あの震災があったことで、

思いやりの心に触れたことで、なおさら強

く感じている。私もそれを肝に銘じて、こ

れからは恩返しのつもりで声をかけていき

たい。

たかはし あさ

高橋麻子

MCEI東京支部事務局



未来マーケティング
日本経済を取り巻く環境は、変化が激しく

なっています。特に 2011年は東日本大震災、

原発問題、欧州金融危機による同最高値更新、

TPP参加検討など激蛮がありました。世界

人口は 70億人を突破しながらも、日本は少

子高齢化て・人口減の社会になっていきます。

一方でスマー卜フォン、SNSなど世界中の

人々の生活を一変するようなデジタル革新も

起こっています。こうした蛮化に直面したと

きに、どれだけ迅速な行動に移せるか。どれ

だけのイノベーションを起こせるか。ここに

大きく差がついたように感じます。日常の中

で未来を意識しながら、アンテナを張ること

ができるか。一歩先の世の中を読む力を養う

ことは非常に大切だと思います。

MCEIブレークスルー委員会では、若手

マーケターにて「未来マーケティング」とい

うテーマのもと、毎月議論を展開しておりま

す。毎回テーマを定めて、 ro年後にどのよ

うに変わっていくのかJなどを話し合ってい

ます。予想だけではなく、「このようになっ

たら面白いJrこんなことができるのではな

いか」など、熱い意見が飛び交います。次世

代のマーケターが集って議論を重ね、未来を

読み取る力を養い、マーケティングセンスを

磨いていきます。毎月開催しておりますので、

興味がある若手マーケター皆様、ぜひご参加

をお待ちしております。

たき じゅんいち

滝純一

社内販売ネット(株)

物→事→徳
マーケティングに活用される心理学理論

としてマズローの欲求階層説はあまりにも

有名である。しかしマズローが「自己実現

の欲求」のさらに高次に「自己超越の欲求J
があるとして、自身の自己実現が展開して

いくにおいて、人は「地域社会や国家そし

て地球全体など、自分が所属するコミュニ

ティ全体の発展を望むJとしていることは

あまり知られていない。 マッカーシー旋

風吹き荒れる当時の米国で「赤狩りJの対

象となることを恐れた彼はこのことを声高

には発表しなかったが、彼より 100年以

上前にゲーテは最高の幸福は「仲間の為に

働くことだJとファウス卜に言わせている。

戦後66年、食うに追われる時期を経て

何とか心のゆとりを求められる時代とな

り、共同体の幸せを自らの幸せの条件と

する人々が多くいることを、3.11は教え

てくれた。 事実、企業の社会貢献活動は、

一見対極にある低価格実現とともに共感さ

れ支持される企業活動としての必要性が高

まっている。

「物」から「事」 へと発展してきたマー

ケテイングコミュ二ケーションの核は「愛」

をキーワードとして「徳」性を高める方向

で展開される時代へと移行していくことが

予想される。

たけだ しんや

竹田真也

(株)システムコミュニケーションス.

開発企画室部長
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職務の棚卸
9月末を以って、ソニープラザ 40年間

のサラリーマン生活を卒業しました。在

職中は前だけを見ての猪突猛進の 40年閣

でした。卒業を期に 40年間の職務を振り

返った時、自分自身では説明は付くが果た

して、第三者に今までの職務を文章にして

説明できるか?改めて、思い知った今日こ

の頃です。今思えば、人生の節目には踊り

場でちょっと後ろを振り返り、人生の棚卸

をすべきと悔やんでいます。よく言われる

事ですが口承ではなく、文章での継承が次

の一歩に結びつきます。そして、社内だけ

の人生では文章も途切れます。社外での活

動、人脈の広さが文章に深さと幅の広さを

増幅させます。お陰様で MCEI活動と会

員メンバーとの受流に、小生の人生の幅と

深さを広げて頂きました。

さあ、踊り場から第二の人生をスター卜

します。これからも人生の幅と深さのご指

導をよろしくお願いします。

たじま しんいち

田島慎一

元(株)ソニープラザ

3. 1 1以降
平凡な暮らしが最も大切であること。人

と人との繋がりや鮮の大切さを再認識した

こと。日本人が本来もっていた人を思いや

る気持ちが目覚めたこと。日本人であるこ

との誇りを改めて感じたこと。社会や人々

へ貢献したい気持ちが高まり、他人に喜ん

でもらえることが自分の心の喜ひ.に繋がっ

ていくこと。瞬間瞬間を大事に自分らしく

生きること。多少の不便はあって当たり前

であること。想定外は理由にならないこと。

安全は神話であったこと。政治への関心が

高まったこと。そして、世の中に無獣な存

在などありはしないこと。様々な発見や気

付きがありました。発見や気付きは、多く

の方々にもあったのではないでしょうか。

価値観が蛮わった人も多いと言われてい
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ます。価値観が霊化することによって、社

会や暮らしも愛化していくと予想されま

す。心豊かな生活が送れる社会のあり方と

は。しっかり考え、今後どのように行動し

ていくのか、先ずは実践ですが、生業にお

いては、霊化する社会を予測し、その社会

に対してどうコミュニケーションしていく

かに取り組んでいくことかと。

た在か さ 替 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

副部長



言葉の情緒
今年の秋に文化庁から発表された「国語

に関する世論調査Jは、言葉が時代ととも

に変化することを改めて認識させられた。

「うざっJや「きもっJはすでに市民権

を得て許容できる範囲となったそうだが、

この調査の中で「雨模様」の意味を問う設

問もあり、「雨の降りそうな様子Jと答え

られたのは約半数だったという。そもそも

「雨模様Jという言葉は勘違いされやすく、

天気予報の現場では使う言葉として相応し

くないとしていた。気象用語として認めら

れない「雨模様」は実用的ではなく暖昧な

表現だということになるが、この「雨模様J
という言葉は日本人の情緒性からくる豊か

な表現だと思う。ただ、情景をも思い起こ

させるこのような言葉ははたして今後、さ

らに園際化へと向かう現代社会を生き残る

ことができるのか。国際化社会では日本人

にも、はっきりした表現を求められるが、

この言葉の情緒だけは永く残したい。厳し

い世の中でも心の豊かさだけは失いたくな

いもの。この情緒性、あなたにとっては「う

ざっ」なのでしょうか、それとも「すごっJ
なのでしょうか。

たにぐち あきかず

谷口聡ー

一般財団法人日本気象協会

情報システム事業部 モバイル'Web課

技師

生涯現役のプログラムを搭載せよ
どうやらどこかでリタイヤして後は社会 現役として生きる覚悟が問われる時がきて

保障で暮らしていくというライフスタイル いるということでしょう。事業や企業の社

が見えなくなりつつある。サスティナブル 会活動もその認識で支えるなら、貢献と奉

ライフスタイルを目指すなら働き方と生き 仕を働くという人々によってこそ続けるこ

方を重ねて、生涯現役としての小さくても とが可能になる。考え方と行動のプログラ

社会価値を担い自分で生活経営を組み立て ムを私たちも箔載しただろうか。

ることが前提になる時代の流れを感じざる

を得ない時代になっているようだ。つまり

白分で立ち、はじめて他者を支援できると

いう自立とネットワークの構造が世界化し

ている。小さな絞られた課題領域を預かり、

解決のシナリオをサービスや商品化して地

域社会、広くアジア市場の中で顧客創造を たにぐち まさかず

し続けること、その根の思想が継続力への 谷口 正和
認識である。その認識を持って生き続ける (株)ジャパンライフテ'サ.インシステムズ

長美子高齢社会のベースは一人一人が生涯を 代表取締役社長
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竹やぶ消えた
ゴウゴウと大きな音をたてて、台風の日

は右ヘ左へまるで鞭のようにしなる竹林。

高さは二階建ての建物以上。丸々としたお

月様かかる夜は、竹取物語の世界。さらさ

らと、風にそよぎ、たなびく姿が涼を運ん

でくれる夏の目。ペランダから目の前に見

える山の斜面にはまだまだ大きな竹林が

残っていた。

今年の秋、大きな重機が入ってゆき、容

赦なく竹林をなぎ倒して4日くらいでむき

出しの山肌に変えてしまった。白い看板が、

老人ホームが建つことを告げていた。

川向こうの、昼でも暗いほどの穆蒼とし

た竹林も、姿を消した。そこにも老人ホー

ムが建つとのこと。もうこの場所が、琶の

姿に戻ることは、ない。

65歳以上の一人暮らしの方が2005年

の調査で 386万世帯。ますます増えてい

る。震災前に、有料老人ホームの入居者獲

得促進の仕事の折、ホームを訪問した。と

ても明るく、品の良い入居者の方々に、訪

れる前に抱いていたイメージが一愛した。

市場のニーズと現実。そこには、自然を

残して欲しいという地域住民の願いは届か

ない。

たむら ただし

田村直

(株)シャイン・プラス

代表取締役

新雨ニモマケズ
安全神話が崩壊した原発の事故現場で働く 放射線カラ遠ク離レタ安全ナ本社指令室二イ

方々の奮闘には頭が下がりますが、東京で指 テ、東ニシーベルト値ガ上ガレパ、行ッテ直

令を出している幹部社員、原子力安全・保安院、 チ二害ハ無イト言イ、西二避難民ガアレパ、

政府関係者の言動には苛立たしさを覚えます。 行、ソテ申シ訳ナイト謝リ、南二風評被害ノ声

地震・津波の被災地である岩手県出身の ガ上ガレパ、行ッテ安心シテモ良イト言イ、

宮沢賢治が今に生きていたら、「雨二モマケズj 北二補償ノ声ガ上ガレパ、モウ少シ待ッテク

の詩は、次のような内容になったのではない レト言イ、活染シタ冷却水ヲ海二流シ、悪イ

でしょうか。 ノハオ前ダ卜互イ二指サシ、皆ニ安全神話ノ

嘘ツキト曝パレ、非難ノ矢オモテニ立タサレ、

地震二負ケ、津波二負ケ、自然災害ノ想定 皆カラ罵声ヲ浴ピセラレル、コノヨウナ東電

ヲ低ク抑工タ脆弱ナシステムヲ持チ、策ハ無 章宇都二、私ハナリタクナイ。

ク、決シテ責任ハ取ラズ、イツモアタフタト

右往左往シテイル。毎日イイ加減ナ情報ヲ霊 ちぱ とういち

レ流シ、都合ノ悪イ情報ハ深ク隠匿シ、アラ 千葉 東一
ユル場面デ自分ノ保身ヲ第一トシテ、慎重二 (株)センコーポレーション

言葉ヲ選ピ、言質ヲ取ラレナイヨウ二スル。 代表取締役
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地域の食品の活路はどこに
私たち地域の伝統食品産業は、その最も

大切な地域住民の需要に支えられていると

言っても良いだろう。

地域の人に愛される商品造りをしてそれ

なりに定着してはいるが、このところの世

界岡崎的な不況感と、数年前から急速に進

みはじめた地域人口の減少がいやおうなく

胃袋産業といわれる食品の需要減退をひき

起こしている。

片や、水産原料は新興国の発展と共に需

要と供給が世界中に拡散している中で、以

前の様に金さえ払えば優先的に原料が入手

できた日本から、新興国に買い負けする日

本に姿を変えはじめている。

資瀬のない日本は原材料を安定的に輸入

してゆかねばならないのに、圏内はデフレ

で高いものが売れないと思い込んでしまっ

ている。輸入原料は上昇するのに販売価格

は上げられない。食品会社は利益を上げに

くい。従業員の給与、賞与は上げられない。

従業員は消費者であるから消費を抑える。

従ってものが売れない、しかも胃袋の数は

減っていく、最大のピンチをどう切り抜け

るか答えが見つからない。

つじ よし お

辻義雄

舞鶴蒲鉾協同組合参事

CMの可能性
4月下旬、少年が美しいヨーロッパの街 意図を説明している。企業は真筆な商品づ

を背景に「ラ~ラ~J と歌う i5肖臭芳香剤 くりという使命と、社会性に向き合う姿勢

メーカ-Jの CMに目をうばわれた。す がより重視されることをこの CM表現を

ばらしい歌唱力と、ポルトガルの少年の素 通じて考えさせられた。被災地の復興を一

本卜な笑顔から、なにか不思議な力が伝わっ 日も早く遂げられることを強く願ってやま

てくるようだつたからである。それは、東 ない。

日本大震災後、AC公共広告が続く閉塞感

の中にあって、視る側の心を「非常に、明

るくほっとさせる」力だったのではと記憶

する。

専門家は「商品広告なのに、日常にもどっ

て一緒にがんばろうという応援メッセージ

として視聴者が受け止めたJと分析して

いる。同社も「大上段に応援 CMを作る

のではなく、商品 CMの立ち位置を守り、

震災後の皆様の気持ちを踏まえた」と制作

土岡英明

雪印メグミルク(株)

取締役執行役員
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指導者は、心に愛と正義を纏うもの!
学生時代に大きな影響を受けた本の 1つ 導者の立場に立ったときに、絶対、忘れて

に、松本育夫著「燃えてみないか、今をJ はならないことがあるということである。

がある。サッカーにかける著者の飽くなき それは、指導する者に注ぐ「愛J、つまり、

情熱と思いがピシピシと伝わる内容であっ このように成長して欲しい、成果に繋げて

た。この本と出会った当時の私は、サッカー 欲しいと願い想う心と、正しいことを正し

部の主将として部員を率い、インカレ出場 く伝える強い志と正義心である。虚栄や嘘

に向け日夜トレー二ングに励むと同時に、 で、人に寄り添い共に成長することなど決

自身の就職活動も並行させていた時期だっ して相手に受入れられるものではないから

た。あの頃、この本と出会って生まれたモッ である。

トーが「熱き心・燃える想い」だった。(※

恥ずかしながら今も使用しているが)

現在、資生堂で営業の管理職から担当ま

でを研修する業務に携わっているが、この っぽい よしのり

本から学んだ「人を育てる」という思想と 坪井 淑典
情熱は、今も生かされていると思う。特に、 (株)資生堂

この頃強く感じることは、管理職を含め指 圏内化粧品事業部営業推進部課長

オルターナティブから再生ヘ
80年代初頭、エネルギー専門誌の駆け出し

記者だった。当時日本の原発数は約20基。米

TMI原発事故を経て、各地で立地をめぐる攻防

が激しかった。業界内部にも、原子力の推進に

対する懸念の声は多く聞かれた。新規立地が困

難であるが故、1カ所に何基も集中建設し、運転

寿命を無理矢理に延ばす。ある先生はこれを「つ

ぎはぎだらけの温泉旅館Jに例えて話してくれ

た。先輩は「原子力問題はつまるところ雇用問

題だJと書いた。

自動車産業のように広い裾野を持ち、先端技

術を集積する巨大産業。ひとたび走り始めたそ

れを止められるブレーキは、と.こにもなかった。

82年の「科学朝日・サヨナラ原子力J特集に、「カ

タストロフィーが訪れるまで走り続けるのか…j

の記述があるが、恐ろしい現実となってしまった。
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一方で、当時は「オルターナティブ・エネル

ギ-Jの議論も盛んだった。通産省の「ムーン

ライト計画Jに並び、地域の中小水力等を活用

する「ローカル・エネルギー」構想なども掲げら

れたが、いつの間にかそれらは忘れ去られた。

いま。燃料電池やスマートグリッドなど、実現

した多くの革新技術があり、埋蔵電力(送発電

の分離)がある。自由化により、家庭のエネルギー

も個人が選択できる時代だ。オルターナティプ

から、再生ヘ。これからのエネルギーの選択へ

向け、一人ひとりが声をあげるときだと思う。

こ子
一

ほ
保
↑

さ佐

-w

日
田
附

引坪
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ちょっと先の未来
2011年の MCEIビジネススクールで、 はつクワクする未来をつくりだすため今日

カゴメの宮地営業推進部長に「食品業界で 実行するエネルギーに満ちています。

は 『モノjから 『コトjはI食物jから 『食

事』ですJと教えていただきました。

家庭の「食事Jに企業は直接参加できな

いので、買った未来に起こるコトは、マー

ケティングコミュ二ケーションガF結果を引

き出すための課題になるのですね。

メディアで消費者を操作しようとも、

ソーシャルメディアで消費者に閣いてみよ

うとも違う、商品を買うちょっと先の未来

について不断に続ける想像と創造の結果が

「買うJをつくりだす日々の筈なんだなあ

と、運営をお手伝いしながらワクワクして

しまいました。

大変な 2011年でしたが、今年も MCEI

首 b'じま よしひこ

中島良彦

大日本印刷(株)

コーポレートブランド室 室長

「集約・分散Jと「日本海側J
全国あるいは広域に商圏を持つ企業の物

流拠点は「集約」が基本となっていた。そ

れによって物流ネットワークは簡素化され

狙いもある。実は日本海側の県知事さんや

市長さんにはきわめて面白い人が多い。プ

レゼンテーションを聞いていてそう思つ

た。しかし、3・11以後、にわかに「分散J た。

が言われる様になった。物流における「リ

スク分散Jである。しかし、これは効率化

に反することが考えられる。そこで企業レ

ベルでは分散、企業聞においては集約とい

う考え方が求められる。「共同配送Jの再

認識である。

同時に「日本海側」が脚光を浴びる。政

府は「日本海側拠点港湾の形成」を進めよ

うとする。それは東北アジアの発展を見越

したものであるが、同時に太平洋側の港湾

とのリダンダンシー(多重性)、つまり災

害時のパックアップ機能を持たせるという

な力、だ しんや

中田信哉

神奈川大学経済学部教授
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トランプと 52週MD
トランプはハート・ダイヤ ・クラブ ・ス 生活に合わせてマーチャンダイジングを考

ぺードの4種類である。それぞれが 13枚 えるのが、 52週 MDである。そして、52
あり、かけ算すると 52枚になる。つま 週 MDは、トランプと同様に戦略的アプ
り、トランプの4種類は四季を表している。 ローチが必要でその良し悪しが勝負の勝敗
ハートが春・ダイヤが夏・クラブが秋・ス を左右する複雑系のゲーム(活動)である。
ぺードが冬を表している。4x 13週X7
日=364日になり、ジョーカーを足すと

365日で 1年になり、もう 1枚のジョー

カーはうるう年用である。

将棋やチェスが疑似戦争であるとする

と、トランプは四季および 52週の疑似生

活を表しているといえる。トランプが占い

と深い関係があるのもそのためだ。温帯に な骨た ひでゆき

おいては四季があり歳時があり、週のサイ 中田 秀幸
クルがある。ぞれが人々の生活と切っても (株)マーチャンダイジング・オン
切れない関係になっている。その変化する 代表取締役専務

日本の PBは僧加するか?
ヨ一口、ソパでは PBが成長し、高いシエ らすれば、日本で小売の寡占化が進行し、

アをとっている。一般に PBが成長してい PBが成長することは難しいと思われる。
る大きな理由の一つは、上位小売企業の寡 PBを製造しようとすると十分な製造ロッ
占化である。例えば、英国では上位5社の 卜が必要であるが、多様化した食文化では
マーケットシェアは 80%近くになってい 製造ロットはまとまらないからである。し
る。なせ¥小売業が上位集中化しているか たがって、画一化された PBが大きく成長
と言えば、その要因の一つは地理的要因と することはないと思われる。そのような
卸売業の力が弱いという流通構造上の理由 中で成長する PBがあるとすれば、低価格
である。英国は山がないため昔から人の移 低品質の PBではなく、高品質・高価格の
動がしやすく、市場が平準化しやすい。そ PBではないだろうか。
のような国では標準化されて大手小売業の

シェアが高まりやすい。

一方日本は山国で、かつ、海に囲まれ島 な世むら ひろし

が多い国である。古今東西、山や海が各工 中村 博
リアの食文化の形成に大きく影響をあたえ 中央大学ビジネススクール
ていることはいうまでもない。その点か 教授
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「美昧い缶詰Jの話
美味い缶詰を造り続ける男がいる。木村隆之

57歳。朝、水揚げした大型の秋サパだけを、そ

の日のうちに手詰めする味噌煮缶は、みずみずし

く脂が乗って酒の肴としては特上の部類に入る。

汁を白飯にかけて食べると、これがまた美味い。

「工場のおばちゃん達には、孫や子供の弁当を

作るつもりで気持ちを込めて詰めてけろ!とお願

いしている。Jと木村は笑う。海辺の工場で明るく

手詰めするおばちゃん達の姿が目に浮かぶ。「美味

いもの」を造ることの意味を木村もおばちゃん達

もよく知っているのだろう。心のこもった手詰め

の逸品は数々 の賞を獲得し、木の屋の「金撃さば缶」

として多くの顧客に愛され続けてきた。

その木の屋を地震と津波が直撃した。70万個

の缶詰が流され震災直後、被災者が拾い集め飢え

を凌いだ事から「命の缶詰Jとも呼ばれるように

なった。社員達は全国から届く義掲金のお返しに

缶詰を掘り出し水洗いして出荷している。顧客は

義絹金と共に工ールを送り、工場の再建を心待ち

にしているという。そんな木村が漁師と加工場、

消費者をダイレク卜に繋ぐ試み「三陸海産再生プ

ロジェクトJを立上げた。「我々 が被災した事に意

味があるとしたら、これしかないリ熱い志に共感

して全国に支援の輸が広がっている。

海辺の工場が再び、おばちゃん達の明るい声で

溢れ、全国のファンがあの「金華サパjを肴に杯

を傾ける日が一日も皐く訪れる事を、木の屋ファ

ンの一人として心から願って止まない。

役締取表代ズン泊

川平
山
一

以

正

配

け
藤

和

日
仁

(

2012年はどんな年になるのだろう。
復興のスキーム、スケシ.ユールもよく判

らない。前からの予定であれば、京都議定

書第一約束期間の終了年だが、地震、津波、

原発事故で約束達成はおよそ無理。電力不

足が続くだろうし、どんなことになるのだ

ろう。

またメタボ検診5年目の評価年でもある

はずなのだが、後期高齢者という言葉自体

がいやだとかで、後期高齢者医療制度自体

が崩れてしまったようである。こちらもど

うなることだろう。

そうしたなかで絶対に動かないのは、

2012年1月1目、年を越したその瞬間か

ら、団塊の世代の皆さんが順次 65歳に達

し、老年人口になってゆくこと。その影響

は財政にも、市場にもきわめて大きいはず

であり、よく見てゆくことが必要だ。

そして多分予定通りゆけそうなのが、東

京スカイツリーの開業。これだけは明るい

話題で、多くの人が集まるだろう。それに

しても先が見えない。スカイツリーの上か

らは、どんな景色が見えるのだろう。

ねもと しげゆき

根本重之

拓殖大学商学部教授

(財)流通経済研究所理事
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再録「想定外を想定するJ
巨大地震、大津波、レベル7の原発事故

で大被害をもたらした3・11東日本大震災。

関係者からあたかも免罪符のごとく連発

された「想定外Jという言葉を、苦々しく

聞いたのは私だけではなかった筈だ。

11年前「百人百語 2001Jで提言した「想

定外を想定するJを以下に再録・再提言す

る所以である。

阪神・淡路大震災は、地震発生空白地域

での想定外であった。

火山予知連の安全宣言後に、全島避難し

た三宅島雄山の大噴火も想定外であった。

東海地方の何百年に 1度かの豪雨も想定

外で、大被害が発生した。

日本は自然に恵まれた豊かな国である

が、反面、自然災害多発固であり、火山・

地震列島でもある。

ここに住む者、ここで業を営む者には、

想定外は許されない。日本で想定外のこと

が起こるということは生命が危険にさらさ

れたり、大被害をこうむることを意味する。

海外企業が日本へ不動産投資をする時、

彼等はその土地の地震の歴史や活断層の有

無を調べる。欧米では、考えられることは

すべて考えておくというのが鉄則である。

想定外を想定し得た個人・企業のみが生

き残れる。

のなが のぶお

野中信夫

野中経営事務所代表

020 
B2B Cbusiness-to-business) とか クーポンを送りつければ来庖の可能性が高

B2C Cbusiness-to-consumer) と似た まります。この「送客」も 020が注目さ
用語で 020という略語があります。オン れている理由の 1つですが、私は仮にお得
ラインートゥーオフラインの略です。Eコ でも、送客されるのは真つ平ですが。

マースでの消費額に比べると実際の庖舗で

の購入額、サービス消費額の方が圧倒的に

多いのが実態。ネットの中だけでは温泉巡

りやヘアカットはできませんので、予約や

決済まではネット(オンライン)で行っ

て、消費は現場(オフライン)で行うの

が020です。GPS対応のスマー卜フォ

ンが普及し、人々は移動中もオンラインに

近い状態ですし、情報提供側も顧客の位置

情報が使えます。オフィスや自宅で PCに

向かっている人を居舗まで引きずり出すの

は至難ですが、庖の近所まで来ている人に
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帰って来て下さった庖員さん
仕事場に一番近くて、 番買い物に行っていた(過

去形)スーパーマーケットの青果物売り場に以前働

いておられた庖員さんが戻って来て下さった。本当

に「帰って来て下さって、ありがとうjという気持ち。

転勤前にも roo屈に行くんやJと馴染みのお客さ

んお一人お一人にお別れの挨拶をされていた。私を

始め、 お客さん達は口々に「行かんといて~J と。

その後、青果物売り場だけでなく、 お庖全体の活

気がなくなり、鮮度が悪くなり、足が遠退いて行った。

あれから3年近く経って、またお姿をみつけて嬉し

かっfこ!

「おかえりなさい!帰って来て下さったんですね。

うれしい!!他のお客さん達も喜んではるでしょう」

とお声をかけたら「そんなん言ってくれたらプレッ

シャーやけど、すっごく嬉しいわりとお互いに二コ

二コ。

2週間経つと、売り場が力.ラッと変わっている。マ

イクを持って元気よく庖内放送で呼び掛けて下さるか

ら、庖全体に活気が戻っている。商品の鮮度をチェッ

クして、こまめに手直しされている姿には嬉しくなる。

個庖の八百屋さんでなく、50庖舗以上あるチェー

ンオペレーションが各庖に行き届いているスーパー

マーケットでも「一人の力の影響は大きいJと実感。

どれだけ精巧なマニュアルがあっても、そこに働

く一人一人が存在してこそ。

また活気が戻ったお庖は私の行きつけのお庖にな

りそう。

はくい ゅうこ

伯井裕子

(株)萌企画代表取締役社長

「主婦っとサーベイJ

二つある
この世のあらゆるものが二つある。正と

邪、美と醜。右手を打ちつけては邪をなし、

左手を胸にあてては思いやる。片足を踏み

出せば悪の道、もう一方を踏み出せば善の

道をゆく。あらゆるものがそうだ。二つあ

る。(ポ一二一族の格言)

スターウォース.でシ・エダイとシスは光と

影。シ.エダイは合理化が進み、評議会を持

ち合議制。結果、聞く耳を持たないアナキ

ンや自分の器でしか動けないルークなどは

師匠の手に負えない。一方、シスは完霊な

上位下達で、魂を活すほど大きな力が与え

られる、という努力と報酬の関係が明確で

ある。「フォースにバランスをもたらすJ
というシ.エダイの伝説は光と影の均衡を正

常に戻すということ。「悪Jを駆逐するこ

とが「繁栄Jをもたらす。この世はそんな

二者択一ではない。

あらゆるものが二つある。光と影、二つ

の均衡を見据え「恐れ入るJという意識が

肝要。「単一Jに走ることは、ダークサイ

ドに踏み入ることになる。

はし在が とおる

橋長達

(株)リアルフィールズ代表取締役
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西暦2011 日本
最近、小林秀雄の講演 CDをよく聞く。 点からすると、2011年という時代を生き

学生時代に学校で読まされた時は、「難し ている私たちがなにを信じていたと未来の

いこと言ってるな…Jという感じで通りす 人は思うのか。今を静かに見つめ直し、語

ぎたが、いま講演を聞くとこれがいい。 り続けなければ、歴史を刻むことなく消え

まずその語り口だが、古今亭志ん生師匠 去ってしまうという漠とした不安が頭から

を恩わせる味のある語り、とても堅苦しい 離れない。

気鋭の文学批評者像とはかけ離れた暖かさ

がにじみ出る。語る内容は、文学、音楽は

もちろんのこと、タバコをやめる事、絵画

鑑賞についてなど、日々の生活における人

間の営みが語られる。

この講演 CDの中に、本居宣長の歴史家

の視点を語ったものがあるのだが、これが はしもと はじめ

いまとても気になる。「昔の人が信じたよ 橋本 元
うに、今の人がそれを経験することが大事。 (株)wowow 
それが歴史に触れることの意味。Jこの観 常務取締役経営戦略担当

よく学び、よく遊べ
メーカーに入社した若かりし頃、冷凍食

品の製品開発を任され、朝から晩まで仕事

と飲み会の日々を過ごしました。自分が考

えた製品コンセプ卜が、研究陣により異現

化されるのに感激し、これが日本のビジネ

スマンだと誤解しつつ、高度成長期のサラ

リーマン人生を3年間過ごしました。

その後、九州福岡支庖に転勤し、自然豊

かな九~ll~の大地を目の当たりにし、今まで

の激烈サラリーマン生活で本当に生活者を

理解できていたのか疑問を感じ始めまし

た。

現在は、消費者行動をペースに営業を支

援するシステムや仕組みを提供していま

す。以前の猛烈社員生活は改め、早めの帰

宅を心がけ、多くの消費者の方々と同じ生
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活をする事で、肌感覚で消費者視点を感じ

られるようにし、公私にわたり充実した生

活を工ンシ.ヨイしております。

若い時期は、しっかり勉強した上でしっ

かり遊び、大衆感覚を身に着ける事が自

らの視野を広げ、多くの方々に支持され

るマーケティングの実践ができると思いま

す。

若いマーケッターの皆さん!!よく学ん

で、よく遊んで下さい。

ぱぱ みちかず

馬場通和

昧の素(株)

食品事業本部営業企画部

営業基盤グループ長



バリュー=ベネフィット/コストが成り立たない世界
マーケティングの教科書を見ると、

『バリュー=ペネフィッ卜/コスト』

とある。すなわち、有益性(おいしさ、簡

便さ、楽しさ、心地よさ等)が大きく、コ

スト(価格、商品にありつけるまでの時間

や苦労等)が小さければ、商品やサービス

の価値は大きくなるというものである。

しかし、この公式はあらゆる消費活動に

成り立つわけではない。例えば、ブームに

なっている登山。登山をしない人からすれ

ば、休みの日にお金をかけて遠出をして、

苦しく険しい山道を登り、膝に痛みを感じ

ながら下山をするというコストをかける気

にはならないであろう。山頂からの素晴ら

しい眺めやおいしいお昼ご飯というべネ

フィットも霞んでしまう。

でも、これが登山をする人からすると、

遠くまでの行程、苦しく険しい山道、膝を

痛めながらもがんばって下山したことなど

コストの大きさが価値の大きさに変わって

いく。コス卜が感性 ・感動 ・ストーリーを

通じてペネフィットに変わる。

室園企業

う

B
営

ゅ

↓

握

か

誠

材株

ら
原

(

フード・ガラパゴス
「赤大豆」ってご存知でしょうか?見た

目は小豆そっくりですが、畑のルビーと言

われる希少品種の大Eです。必須アミノ酸

やアントシアニンが豊富に含まれ、薄皮で

食べやすく美味しさは群を抜いています。

その昔は本州から四国にかけての広減で

栽培されていたのですが、いつの間にか幻

の豆になっていました。山形県奥羽山脈の

盆地に川西という町があります。この集落

でおばあちゃん達が煮豆用にと田畑のわき

で細々作り続けていましたが、平成 14年

の「豆料理コンテストJへの参加をきっか

けにその昧が絶賛され、以来注目を浴びる

様になりました。絶滅危機にあったのは、

市場が広がらず全国的に作り手がいなく

なったことが原因です。

地域に埋没しつつある日本の伝統的な

食材は沢山あります。この課題をクロー

ズアップし、多くの人に情報発信すべく

「ぐるMAXJという希少素材を旬の時期に

食べる会をこの夏から月 1回ペースで開催

しています。まだ単なる「飲み会Jですが(笑)

ご興味のある方はぜひ一度連絡下さい。

fpvery-hyma@vanilla.ocn.ne.jp 

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
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“日本酒 DNA開眼"~春は日本酒で乾杯!~
年々日本酒を飲む人は減っている。なぜ?

メインユーザーの高齢化が主原因?

いや、それは単なる言い訳だと思う。

日本酒は「日本の国酒Jではないのか?

ロシア人がウオツカを飲むように、

ドイツ人がビールを飲むように、

日本人は日本酒を飲むハズではないか?

それは古臭い考えなのかもしれない。

だが、日本酒の歴史は深い。

故に、日本酒を飲むという DNAはみんな

にあるハズだ!事実、お正月にはやっぱり

日本酒を飲もうという風潮が根付いている。

つまり「こんな時に日本酒を飲むんだJと

いう機会を知らないだけではないか?

私は、 52週MD企画に携わっている。

まだまだある!

日本酒を飲むチャンス・知るチャンスが!

特に「春Jに注目してもらいたい。

雛祭り・彼岸 ・花見と多くの催事があり、

4月から新生活が始まる。

春こそ日本人の生活のスタートである。

だから 「春は日本酒を飲んでスタート!J 
そんなムーブメン卜を起こしてみたい!

私は「黄桜」の社員だ。

これは「桜」が付く企業の使命だと思う。

『春は日本酒!飲むなら黄桜!J 
そう言われるようがんばりたい!

若者・女性の潜在的 DNAを呼び起こす

きっかけ作りに没頭することを誓う!

ひらおか な お き

平岡直樹

黄桜(株)営業統括部係長

「世代交代」
昔から「世代受代」という言葉が使われ

ている。若い時には未来に期待を抱かせる

響きがあったし、実際自分が年齢を重ねて

きても、時流に取り残されない努力さえす

れば、その落差は左程広がるまいとたかを

括っていたが、実際には自分だけではなく

周辺の友人達も逐次姿を消して仕舞うの

で否応なしに浦島太郎になる運命にある。

所詮は自分の舞台は既に終わったという事

であり、カーテン・コールが無いのは淋し

いが、さりとてそれが度重なっても終わっ

ている事実には譲りはない。

それでは何を為すべきか?それは若い時

に居て欲しかった先輩になる事だと思う。

過去を顧みれば種々な場面で数多くの先輩

方から教えられそして助けられて来た。
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自分達の世代を守る事が出来たのはそのお

陰という事柄が沢山ある。それでは自分が

次の世代に何か遣してやれたのか、誠に心

許ない思いがする。

次世代の人達が更に次に引き継ぐ時、思

い出して貰える織な手伝いをする事が肝要

と自分に言い聞かせているこの頃である。

ひろた ただし

贋田正

三菱食品(株)特別顧問



コミュニケーションの循環をつくる
DNP rメディアバリュー研究Jが第一

固定点調査を実施してから 10年目を迎

え、「メディア接触と購買行動の 10年変

化&予測レポートjとしてまとめ、発行し

た。

そこであらためて感じていたことは、

「マーケティング・コミュ二ケーション」

における課題が、「最適化Jから「創るj

ことになったということ。コミュ二ケー

ションの接点そのものが進化し、ソーシャ

ルメディアなど新しいメディア(場)、新

しいコミュ二ケーションに生活者も能動的

に関わるようになったことで、過去の成功

事例などの「正解」に頼ることなく、新し

いコミュ二ケーションを発想しなければな

らなくなっている。

さらに、コミュ二ケーションの目的が情

報を伝えることにとどまらず、「コミット

メントを獲得する」ところまでを考えなけ

ればならなくなったことで、「コミュニケー

ションの循環Jをどのようにつくるかが

テーマとなっている。

また新しい 10年のスタート地点にた

ち、弊社の活動も新しい「コミュニケーショ

ンの循環Jを生み出していきたいと思う。

ふくい まさこ

福井正子

大日本印刷(株)

C&I事業部 マーケティング開発室

マーケティンググループ リーダー

新市場x三現主義=rリバース・イノベーション戦略Jが鍵だ。
日本の家電メーカーがインド市場に投入

した左右両開きの冷蔵庫は受け入れられず、

ヒットしたのは鍵付き冷蔵庫だったという。

先日、上海で無音のスクーターに機かれそ

こなったが、今や主流は電動式だという。

世界の総人口は 70億人を突破し、2025

年には 80 ~ 90 億人に達する爆発的漕加を

予測している。その中で世界経済の成長を

牽引するのがアジアを始めとする新興国市

場だ。その成長スピードは著しく、成長率

予測は先進国を3信ほど上回るのだが、残

念ながら先進国企業はそのスピードに比例

した売上拡大に成功していない。

先進国企業は成長する新興国の高所得者

向けにグローカル戦略で対応し成功を収め

てきたのだが、所得がさほど高くない中間

層が急激な成長の原動力となってきた今、

従来通りのこちら回線で、新興国のニーズ

とコスト削減に取り組むことでは届かなく

なっているのだ。冷蔵庫の例ではないが、

既存の価値尺度を捨て、新市場での三現主

義の徹底で現場・現物 ・現実に目を向け、

しっかり手を打つ。そんなリパース・イノ

ベーション戦略への転換で、新興国の中間

層にフォーカスした逆転発想の商品革新を

断行する。それが今後の成長をつかみ取る

ひとつの鍵となるのだろう。

ふくざき たか し

福 崎 隆司

(株)アサツーディ・ケイ (ADK)

執行役員営業統括
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お庖はやっぱり「クリーンネスJから
昨今、量販庖においてはデジタルサイネージや五

感に訴えるマーケティング活動、 FSPを活用した優

良顧客への対応や売場展開等、様々 なかたちでお客

綴へ新しいアプローチが行われている。これらは量

販庖にとって、既存の大切なお客様の囲い込みをし

ながら、新たなお客様獲得に向けた大切なアプロー

チ手法と考える。

しかし、現状の売場を見ると品切れ商品があり、

業界誌によく掲載されているチェーンでも庖舗に

よっては売場に撲が目立ち、商品のプライスカード

がついていなかったり、 POPが汚かったりしている。

これでは、折角お客様にアピールできる売場を作っ

ても、マイナスに捉えるお客様は少なからずおり、

今度基本に立ち返る観点も必要であると感じる。

かつて、在籍していたチェーンでの思い出の一つ

に「クリーンネスJの大切さを教えて頂いた事がある。

日配品部門に配属された日から3日間、営業時間中に
冷ケースの上、棚板、バックルームの冷凍庫の氷取

りまで徹底的に担当売場の掃除をしました。その当

時はさせられた感がありましたが、その時の上司は

「どんなに晶揃えが良くて商品が安くても、売場が活

いとお客は無言で去っていくものjと教えて頂いた。

食品取扱いの基本である「クリーンネス=清潔であ

ること」を忘れないで頂ければと思います。

その上司は今コンビニエンスストアを経営してい

ますが、先日伺ったところ、お庖はピッカピカに磨か

れ大きな声で挨拶され、恐縮してしまいました・・・。

ふじさわ ひろや

藤津博弥

(株)ヤクルト本社

直販営業部チェーンストア課 課長

木を見て森を見ず
さわやかで過ごし易い日本の秋を温暖化

現象が奪おうとしている。紅葉も期待はず

れな場面に遭遇させられてしまう。

世界的な森林減少に際し様々な取り組み

が各国で進められている。国土の大半を森

で占めている日本においても、当然のごと

く二酸化炭素を吸収してくれる森林に対す

る保護活動は盛んに行われている。なにや

ら森林に対する盲目的な信仰に近いものを

知らずに植えつけられているようだ。

植物は小学校の理科で勉強した光合成に

よって二酸化炭素を吸収し酸素を排出する

ことが森林保護活動の前提である。

木が成長するための呼吸をすることによ

り、排出したその酸素を吸収してしまうと

いうことまで理解はできるが、一説による
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と森林に取り巻く微生物や苔類などにも吸

収され、結果的には酸素の放出量と消費量

は相殺されているということだそうだ。マ

イ箸でご満悦だった Oしも山ガールも森

ガールもひ、っくりである。これがまさに「木

を見て森を見ず」だったのかとしみじみ想

う秋の夜長でした。

ふじた しんじ

藤 田真司

(株)千修

営業部担当部長



現代アートで創る新マーケット
2011年5月にオープンした JR大阪三越

伊勢丹3階に、アートギャラリー iOMO
ARTS (ディー工ムオー アーツ)Jを関

廊した。

百貨庖の美術画廊ではなく、高感度女性

ファッションのフロアにあり、“アートの

あるライフスタイル"を提案している。

作品は、FM802が94年から続け

ているアーテイスト発掘プロジェク卜

i digmeout = dig me out (私を見つけ

出して)Jの若手アーテイス卜達のもの。

企画展とは別に、大反響を呼んでいる

のが7.5m壁面を利用した iMyFirst 
ArtJのコーナー。全て八つ切りサイズで、

9800円(税・額別)と、 Tシャツ感覚で

絵を買って頂ける価格は、大阪的だ。

ご購入頂いたお客様で多かった声が、

「絵を買いたかったが、何処で行ったらい

いか分からなかった。画廊は敷居が高いJ
というもの。また、アートをギフトにとい

う方もおられる。

アーテイストとのコラボ商品もあり、現

代アートで創る新マーケットの可能性を感

じる。

ふじむら しげひろ

藤村滋弘

(株)802メテ.ィアワークス

代表取締役社長

私は自分の生きがいオベレーター
「私」は自分の人生の管理人。頭にこれ なのではないか。生きがいがないとこのシ

まで生きてきた記憶や生き方の知恵などさ ステムは動かない。起動してエンターす

まざまなデータを詰め込んだ、いわばコン る。時にはエラーやトラブルも発生。その

ビュータを搭載している。そのコンビュ一 度に新しい情報を書き入れ次のステップに

タに、仕事人として、あるいは家庭人、と 入る。まさに人生の浮き沈みを左右する大

きには遊び人としてログオンする。何らか きな鍵が生きがいなのだ。

の目的、意図を持ち、それを駆使し情報を

取捨選択し、そして人生を進めていく。だ

からこのコンビュータには高いパフォーマ

ンスが求められるし、ナマ物なのでメンテ

ナンスも必要となる。おまけに操作マニュ

アルなどないから扱いは難しい。

しかし、これをうまくコントロールすれ ふじむら のぷゆき

ば欲求の最高段階といわれる自己実現を叶 藤村 宣之
える事ができる。これを動かす力、電力源 (財)健康・生きがい開発財団

みたいなものが管理者自身の「生きがいJ 事務局長
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70億人の多様性
地球上の限られたスペースに、1950年

代の2倍の人口を押し込もうとすれば、従

来に唱してルールは厳格化されなくてはな

らない。都市化は分業化を進め、契約社会

を生み出し、個人主義を先鋭化させた。産

業は一度に安<大量にモノを生産しよう

と、効率を優先した。その結果、商品のコ

モディティー化は、価格競争を生み企業を

疲弊させている。

しかし、中産階級の台頭により消費者の

ニーズは<十人十色>から<一人十色>に

変化している。もはや、極端な消費者志向

はエネルギーの無叡遣いを生み、環境の面

からも軌道修正の時を迎えている。隈りあ

る資漉を大事に使い、多様なニーズを満た

すためには、作り手と使い手の豊かなコ

ミュ二ケーションが不可欠である。

あなたは今後も、不特定多数の消費者を

相手に最大公約数のニーズに応えるモノ創

りをしますか?それとも特定少数の消費者

を相手に、信頼の鮮を築くビジネスを目指

しますか?

ますお ほがら

壇尾朗

自営業(コンサルティング)

暮らしと密着した場での、キャリアコンサルタン卜の連携活用を
弊所は、「強くて良い会社J作りを支援して

いる。「強いJは、ローコスト体質で、各事業

が顧客満足を得られる成長分野に入っている

こと。「良い」は、社会貢献をし、働きがいの

ある職場を提供していることである。企業経

営は、経営理念という光のもとに、この「強さJ
と「良さJのバランスを取るべく、 振り子のよ

うに揺れている。今、関与先の多くは、「強さJ
の方に集中している。働く人は経営生活共同

体として協力しているが、企業は働く人の仕

事と生活に及ぶ様々な悩みを取り除くまでに

は手が回らない。それは次第に、企業の生産

性の低下、顧客満足の低下など、不具合になっ

て表れ、引いては働く人自身の健康や生活等

にマイナス影響を与える可能性がある。

今、2002年に厚生労働省が打ち出した「キャ
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リア・コンサルタント5万人計画Jのもと、多

くのキャリアコンサルタントが認定されてい

る。そこで、彼らを企業内だけでなく、働く

人が日頃コミュ二ケーションをとっている場

所、例えば保育園や介護施設などと連携して

配置し、気軽に活用できるようにしたり、不動

産業者と連携して子育て世帯へのキャリアカ

ウンセラーの利用サービスを付加するなども、

働きがいのある職場作りの一方法かと思う。

まつうら

松浦なつひ

(株)会社業務研究所

ワーク ・ライフ・バランス研究員

(日本生産性本部認定

キャリアコンサルタン卜)



見えないモノが見えてきた そうだ床屋を元気にしよう
毎日ヒゲを剃る。5枚刃、電動パイプの プロシ.ェクト“男前サロン計画"を3企業

T字ヘッド。ここまで必要?と思うが量産 協同で始動させた。差別化競争から、大

技術でこれがスタンダードとなっていく。 儀のマーケティングへのささやかな挑戦で

電気シエーパーも5枚刃、自動洗浄、風邑 ある。

場でも使え、これだけの機能があれば、脚、

腕…も剃ってしまう。この影響で、シ工ー

ピングをやめた床屋が漕えたという。洗髪

もやらないカットだけの庖に総理も行く。

床屋のスタンダードが変わりそうだ。差

別化の先にあるもの、便利、安価、コモディ

ティ、シンプル、多様、細分、使い分け、

淘汰・・・。

商品開発に 15年携わり最近感じること まつだ せ い じ

がある。合理性一辺倒に何か忘れ物、隠 キ公田 誠司

れて見えなかったモノが見えてきた思い。 クラシ工ホームプロダクツ販売(株)

そして 2011年 1月、床屋を元気にする プロフ工、ソショナルマーケティング部長

目指せ!跳べるマーケッター
日本の中でも有数の農業法人の、とある してしまう(応用出来なくなってしまうの

社長と出会った。彼は栽培ノウハウの蓄積 だ)。

方法をシステム化し、新しい農業ビジネス 真実は現場にあり!:貴重な跳べるマー

モデルを構築した。酒談の中でお互いに大 ケッター育成に力を注ぎたい。

いに納得し合った事がある。それは「現場

知らずして経営が出来るかJだ。何故、彼

が継続的に利益の出る農業モデル構築に成

功したのか?答えは明解だ。「死ぬほど現

場で葛藤したからJと一言つぶやく…渋い0

.我々の世界でも生産現場、営業現場で死

ぬほど葛藤して来た人材は強い。その 方

で、脳力でマーケティングを語る輩も多く、

ブルーオーシャンだ、バリューチェーンだ、

はたまたドラ、ソ力一のマネジメントにまで

話が及ぶが、いざ、我が社の未来を語り合

おうと話題を戻すと、発言も無くシーンと

丸山雅章

(株)ニチレイフーズ

商品本部
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政治災害の大津波を受ける日本
3.11の後、ものを買える有り難さを感

じた人が多いだろう。企業は社会的なイン

フラである。雇用による所得供給も含めラ

イフラインである。この存続の責任を政府

は持っている。しかし、6重苦(円高、高

い法人税、労働規制、環境制約、FTAの

遅れ、電力不足)を避けて企業は外に出て

行く。生き残りのための当たり前の行動だ。

新政権の不誠実さばかりが目立つ。野党

も国民に回線がいっていない。自覚、自派

閥の利益のための足の引っ張り合いが続

く。国民の支持を失うことを考えないのだ

ろうか。大局、長期的視野に立って、現在

の状況を見れば、細かい反論よりも進まな

ければならない緊急課題が見えるはずだ。

どの課題も長期的なビジョンと国民の理

解、そして我慢が要求される。超党派の解

決策を示せば国民も納得するだろう。待っ

た無しの決断と実行には党利を越えた強行

が必要だ。日本が目に見えぬ超大津波に飲

み込まれようとしている。早く防浪堤を。

みぞろ ぎ けんいち

溝B木健一

平成国際大学法学部教授

自分の足で立ちなさい
ひとり歩きできないおとなが増えてい の手で組み立て、自分の責任で実行してい

る。一日中パソコンと向き合い、働いてい くから、個性的で存在が鮮明になる。マー

るように見えて実は頭の中は少しも働いて ケティングに、経験の蓄積による人の第六

いない人が増えている。 感や閃きという人間臭さを取り戻すべき

自分の頭で考える。その裏やその先を読 だ。新しいことがいつも新しいとは隈らな

み、少しくらいのリスクは覚悟のうえで、 い。

自分の納得と決断で一歩前ヘふみ出してみ

る。そういうことのできる人が減って、調

査で意見の大要を知ろうとし、既存のデー

タや資料をひろい集めて、企業の意思にす

りかえていくような仕事が増えている。賢

そうに見えて賢くない人たちが、企業やブ

ランドの足を引っ張っている。編爽とした

オリジナリティから程遠くなり、活路がひ

らけない。

自分の足で立ち、自分の頭で考え、自分
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み たむ ら がずひこ

三田村和彦

三田村和彦企画事務所



エリアマーケティングが面白い!
マスマーケティングから、ダイレクト

マーケティング、エリアマーケティング、

ソーシャルメディアマーケティングの時代

に移りつつある。顧客の多い/少ないとい

う軸と工リアの広い/狭いという軸でマト

リックスを組むと、締麗に分類できる。

2011年現在、エリアマーケテイングが

面白い。地形上の気候風土による所が大き

いとは思うが、同じ日本でありながら、地

方の狭工リアにおける食文化や食生活、生

活習慣は全くと言って良いほど、異なるこ

とが多い。

その地域の食材を使ったメニュー開発、

行政との取り組み、地産地消から地産全

消ヘ、地域のメディア活用(地元テレビ

局、地方新聞、エリア雑誌に FM局にタ

ウン誌)、クチコミネットワークのコミュ

二ティー、卸売業や小売業、中食に外食な

どとの連動。実に際限なく手段はたくさん

ある。そしてその糸を手繰っていくと、糸

と糸がどこかで繋がっている。アメーパ一

的ネットワークがあれば強くなる。あとは、

貰ってもらうための仕掛け、考えているだ

けで楽しくなる。

だから面白い。工リアマーケティングに

夢中。やめられない。

長庖支庖支国中

D

3

)
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医療の質を欠いた「病院ランキングJ
患者が病院を選ぶときの参考情報として

「病院ランキングJが各種団体・機関から

公表されている。

しかしこれらの「病院ランキングJは疾

患ごとの検査や手術件数などの量的な指標

に基づいたものであり、医療の質的な評価

が行われていないことが遺憾であり、かつ

不満である。

病院が提供する医療サービスの質を評価

することは難しいが、先ずは次のような指

標から始めてはどうであろうか。

第 1は医療の標準化がどの程度進んで

いるのかの指標であり、「クリニカル・パ

スの適用率Jなどが挙げられる。

第 2は医療の安全性を示す指標であり、

「樗箔発生率Jや「転倒・転落発生率」な

どが挙げられる。

第 3は患者満足度を捉える指標であり、

次の質問への回答率が重視される。

①あなたは、将来病気になったときもこの

病院に来られますか?

②あなたは、ご家族やご友人にこの病院を

勧めますか?

宰主所究研営

問
撃
鵬

1

戦

w
向

向
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これから広告に携わる若手について
現職に就いて約 3年が経とうとしてい 30代が過ぎている。「知見Jという言葉が

る中、常々気がかりなのが磁場の仲間た あるが、私は機会をみては若手社員に「知

ち、特にこれから会社を担うであろう彼ら 験Jが大切、と言う。

彼女らがどのような仕事をしていくのだろ 知識は経験から得られるもの、多くの経

うか、ということである。 験から知識が豊富になり自信につながるの

生意気を言うようだが自分が 20代後 だと。 webの検索数やスマフォのタッチ

半から 30代半ばくらいまでは自らプ口 数が多くても広告人として一人前になれな

テ.ユーサーのような立場で多くのクライア い気がするのだが。

ントの、しかも企画から現場までを任さ

れ、半ば度胸試しのようなぶっつけ本番仕

事も多かった。振り返ればそれが今の財産

になった。

隠代の違いなのだろうか。ネット社会に

も起因しているのか。現場を知らずにひた

すらデスクワークをしているプランナーた

ちが気になってしまう。そのまま 20代、

むがいやま しのぶ

向山忍

(株)シ.工イアール東日本企画

マーケティング局 局長

還暦の美学
遂にというか、何というか還暦を迎えた。

これは一種の世代論になるかも知れない

が、還暦というのはなんとも俺しく空しい

ものだという想いがあったが、なってみれ

ば案外と妙な充実感を感じている。誕生日

から何日かして友人が細やかなパーティを

催してくれた。私からの条件は“ガールフ

レンドにたくさん集まってもらうこと"。 ど

んなタイプのレストランとかは一切注文し

なかった。果たして、その日が来た。普段

は滅多に着ないサマーピンクのジャケット

で少しオシャレ度をあげて会場に向かった。

そこには 100名弱の知り合いが集って

いた。90%が女性群ということで、まず

は満足。ただし、平均年齢も随分と上が

り、恐らく 50のちょっと上といった感じ。
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特にスピーチもなく、皆で素敵な食事を楽

しみグラスを重ねた。そして、最後にサプ

ライズが。デフォルメーションアートの世

界チャンピオンが登場、私をモチーフに素

敵なコンポジションをパフォーマンスして

くれた。つまり、還暦とはそういう楽しい

1日を経験出来る年頃ということらしい。

むらかみ みのる

村上実

(株)オータパブリケイションズ

専務取締役経営調査室長

兼編集総局長(出版業S経営コンサルティング)



人間力と統率力一組織の力の時代をむかえて一
いまは企業人の人間力と信頼力を存分に

発揮してゆく時代だ。ゆたかな人間性をふ

まえて、柔軟な思考方法を身につけ、つね

に異質な世界からも、ダイパーシティの言

葉通りに、すぐれた創造力あふれる発想を

してゆくときがいまなのだ。

私は小学校の頃の担任の先生に、「細心

にして大胆になれ」と叩きこまれてきたが、

ありがたい教えだと思う。

いま、この困難の時、努力、研究、人脈

に恵まれたことが強く生きる見本だと思

う。いまこそ人間力ゆたかな人、生き方、

花のある人物、心やさしくゆたかな人物こ

そがリーダーになりうると思う。

つぎの三つのことを大切に精進してほし

①仕事の出来る人は、1%のひらめきと

あとは努力と汗だ。

②へこたれない根性は、夢の大きさと強さ

で決るもの。

③能力も筋力もきたえつづけることで強く

なるのだ。

むらた しょうじ

村田昭治

慶応義塾大学名誉教授商学博士

言葉が市場をつくる
言葉は意味を持つだけでなく、イメージ

も有している。このため、呼称が歪わるこ

とによって消費者のイメージが蛮化し、市

場が活性化するといった現象が発生するこ

とがある。

このことを表すーっの例が「ガーデ二ン

グJだ。ガーデ二ングという呼称は、日本

では90年代半ばから使われるようになっ

た。もちろん、ガーデニングに相当するも

のがそれ以前には日本に存在しなかったと

いうわけではない。同様の趣味は園芸など

と呼ばれていた。ところが、ガーデ二ング

という呼び名がつくことによって人々のイ

メージが蛮化し、そのことが市場の活性化

にもつながった。

最近では、「女子会Jという用語が定着

することで、潜在的な市場が顕在化したと

いう例もある。言葉が市場をつくるという

現象は多くの領域で発生している。

もりぐち たけし

守口剛

早稲田大学商学学術院教授
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マナー教育
「おはようございますリ専門学校の玄関先朝9時。い

い年をしたおじさん先生は、月2目、若い先生方に混じり

挨拶当番に立つ。挨拶のできない生徒lel:.就臓先でも実習

先でも評価が低い。実習担当の課長さんなどは初日のミー

テインク.でしか本人に会っていないのに、第一印象で評価

を決め付けてしまう。

第一印象の大切さと怖さを生徒に熟知してもらう一環と

して、わが学科ではマナー標語をカードにし、学生証といっ

しょに携行させている。夏休み直前に、マナー向上の成果

を図るために、パソコンアンケートを実施。クラス名簿に、

「①この人の顔と名前が一致するかJroこの人は仲間かJr①
この人から挨拶されるかJという項目;をチェックしてもら

い、その得点を集計すると、たちどころに「人物印象評価表j

ができあがる。そして、基準評定をクリアした生徒さんの

カードには、ミッキーマウスのシールが貼られる仕掛けだ。

白状すると、挨拶当番といい、ご褒美シールといい、こ

んな子供だましみたいなこと、生徒はどう思うのかと首を

かしげたこともあったのだが、最近の職場(病院)では、

マナー優秀者には名札に食マークを貼ったり、サービス接

遇検定を取得させたりというの力鴨流なのだそうだ。第一、

担任している生徒からシールがとてもうれしかったと言わ

れたのには、目からうろこが落ちた。

さて、挨拶の大切さを教えるにあたって、職業教育専門

機関らしい説得材料を模索しているさなか、適切な言葉を

見つけた。宮部みゆきは、小説(刑事の子Jで家政婦にこ
う言わせている。[あたしたちのこの態度と古風な物言いは

武器なのよj

やじま りゅう

矢嶋隆

早稲田速記医療福祉専門学校

医療マネジメント科教員

脱 AC広告差替え
東日本大震災の直後、民放各局の CM

はほとんどすべて iAC広告Jに差替えて

放送され、ほとぼりの冷めたころから通常

の CMが始まった。その結果、 JAROや

民放各局などに苦情が殺到し、 AC広告差

替えの広告料金負担について広告主、広告

会社、放送会社の聞で謂整がつかず苦慮し

ている。昭和天皇崩御、阪神淡路大震災の

際も、広告界は同じような失態を演じてき

たが、未だに歪わっていない。

この機会に発想を転換し、震災時の安易

な iAC広告差替えJを極力やめて、被災

地の皆さんを元気づけ、皆さんの役に立つ

自社独自のテレビ CMを徹夜してでも緊

急に制作し、 CM自粛の解禁後、直ちに積

極的に放映すべきであると考える。
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大震災後、各企業は全社を挙げて iBCP

(事業継続計画)Jの抜本的な見直しに取

り組んでいる。広告宣伝部門も iACP

CAdvertising Continuity Plan =広告

継続計画)Jを緊急に立案し、全社の

IBCP Jの中に組み入れていただき、iBCM

CBusiness Continuity Management = 
事業継続マネージメン卜)Jの一環として

対応することをご提案したい。

ゃなせ が ずお

梁瀬和男

金城学院大学現代文化学部

非常勤講師



チームの力が日本を救う~みんなで作る「人が主役jの地域プランディング~
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『愛化』を捉える
r3現主義Ji現場Ji現物Ji現実J本来

生産用語ですが、これを別の意味で体感す

る機会がありました。

7年ぶりに中国上海を訪問。前回訪問時

は、高層ビルは有りましたが街は混沌とし

ており、正に発展途上でした。今回の訪問

では町は美しく近代都市となり、モール等

は日本よりも規模が大きく、その発展ぶり

に驚きました。私どもの商売でも、前回は

スーパーにカレーが並び始め、今後どう普

及するかを考えるタイミングでしたが、今

回の訪問では多くのFF庖に力レーメニュー

や同様のご飯掛けメニューがあり、急いで

業務用の展開をすべきだと感じました。

変化は現場で起こっており、本社の机上

では菱化のスピードについて行けず、チャ

ンスを逃す可能性もあります。新規事業の

場合、全体構想は本社で検討するとしても、

信頼できる責任者を現場に置き、権限を委

譲し判断は蛮化の起きている現場に任せ、

本社は支援を行う方が成功するのではと思

います。

山本義夫

ハウス食品(株)

フードサービス事業部

事業企画推進室長
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明るい未来を照らすしED
2011 :年は照明業界にとっても大愛重要 追及が現在の状況。今後は調光コントロー

な年であった。1879年にエジソンが電球 ルやその他製品との融合等の付加機能面の

を発明して以来、白熱電球・蛍光灯と技術 向上が考えられている。でも、やっぱり白

革新が進み、 2010年前後からしEDも実 熱灯がいいという人がいる。そんな人たち

用化が本格化してきた。発売当初はやはり を振り向かせる事ができたらしEDの未来

『価格が高い』ため一般化されていなかっ は明るいであろう。

たが、技術革新が進み、又、競争激化によ

り価格低下が進んでいた中で起きた東日本

大震災。日本中で節電意識が高まりしED

需要は予想を大きく上回るほど一気に増え

ていった。

売れれば当然コストも下がり、まだまだ

進化中の LEDは効率も良くなっているの よしお卦 しんや

でこれから数年間は間違いなく需要拡大期 吉岡 慎也
であると考えられている。今こそ rNEXTJ パナソ二、ソク電工(株)

を考える時期である。機能面とコスト面の 照明事業本部商業照明 EC 主任

3度の飯より趣服(深夜アニメ.K-POp.アイドル・・・)マーケテインク'は進化する!
食品が売れない。世の中全体が食べ物、 う。構造が蛮わってきている。本来なら逆

商品自体に関心がなくなっている、はたま であって欲しいところだが、マーケティン

た食べること、食欲自体が欠落しはじめて グ、販促のあり方自体を考え直させられる

いるのではないだろうか?新商品が今年も

多く発売されたがなかなかヒッ卜したもの

が見当たらない。またそのアベレージも低

位にとどまっている。

別の部分に目を向けてみると、男性は深

夜アニメグッズ、 00048などのアイド

ルグッズや携帯ゲーム、女性は韓流スター、

K-POPなどに対してコアファン層が形成

され、お金を使っている。これらのク.ツズ

を景品にした販但はとても好評、好調でそ

の対象商品は新製品の販売数値を軽く超え

たりもしている。景品グッズが欲しいか

ら、欲しいと思えない商品でも厭わずに買
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今日この頃。商品が売れない時ほどマーケ

ティングは進化する! ! 

よねやま さとる

米山智

ロッテ商事(株)

広減流通支庖 CVS担 当 係 長



プロモーションからソーシャルヘ
大震災のショックも冷めやらぬ4月 1

目、私事ですが辞令を受け取った。今まで

の掛 DNPメディアクリ工イト買い場研究

所から大日本印刷側に新設するソーシャル

イノベーション研究所への異動発令であ

る。

社長の年頭指針にもあったが、ソーシャ

ルビジネスへの挑戦が求められる時代的な

背景がある。団塊世代を中心にした超高齢

化社会の出現とそれにまつわる様々な社会

課題へのアプローチは、個人的に注目して

きたテーマであったので、会社として取り

上げるなら大歓迎であると思ったのがその

時の感想である。

最近は、現場に立っている訳ではないが

マーケティングやプロモーションの世界に

居座っていた。この分野は誠に面白くて、

ICTの発展による多様化と脳科学や行動経

済学、最近の解釈レベル理論などという消

費行動を解明しようとする新たな動きが

次々と生まれ飽きさせない。この世界で卒

業証書をいただくには、まだまだ未熟であ

るが、ちょっとばかりのギアチェンジを行

なわせていただきます。

わがえ まさとし

若江正敏

大日本印刷(株)

ソーシャルイノベーション研究所

ビッグデータの解析にビジネスチャンスあり

企業を取り巻く情報環境が大きく霊化し 企業の現実の事業活動と関連づけてどの

てきている。クラウドコンビューティング ようにビッグデータを活用するか、に対す

の進展やツイッタ一、Facebookなどの る期待は大きい。古い言い方になるが、ま

ソーシャルメディアの浸透などて・企業活動 さに「情報を制する企業がビジネスを制す

に必要な情報が爆発的な勢いで唱え続けて るJという時代である。データマイニング

いる。ピ、ソグデータ時代の到来である。 分野に大きなビジネスチャンスがありそう

このかつてないほどの大量のデータを取 だ。

り扱う技術に注目したい。とりわけ、日々

業務システムを通じて生成、蓄積される

データやソーシャルメディアを通じて発信

される生活者の口コミ情報などから自社の

マーケティングに必要な情報を素早く収

集、分析・解析するデータマイニングの技

術は、まだまだ発展途上であり、課題も多

い。それ故、いろいろなプレーヤーが様々

な試みを行なっている。

若林健三

NECピ、ソグローブ(株)

事業戦略主幹
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商圏内生活者に対する存在意義と価値創造について
従来、小売業のビジネスモデルは生活者

の接点を庖頭におき、いかに来庖し購買し

てもらうかというものであった。つまり目

的が経済的価値の追求であったといえるだ

品提案や注文、配達までの一貫したサービ

スを提供する能動的なビジネスモデルを構

築することが商圏内生活者に対する効果的

な価値創造のアプローチではないだろう
ろう。しかし、これからは生活者への理解 か。

が深まるにつれ、経済価値の追求のみなら

ず地域における存在意義と社会的責任を目

的としたビジネスモデルの構築が重要とな

る。社会的価値の創造である。地域に居住

する生活者に対し、生活を営んでいく上で

必要なサービス、サポート、ケアといった

関与度をより深めるアプローチが益々重要

になると考える。

かつての「酒屋の御用聞きJの様に情報

化に適応できない高齢者や有職主婦等を対

象に直接訪問して生活シーンに適合した商

わたなべ かつよし

渡遁克芳
ケン クリエイトコンサルテ 4 ン グ

Ken Create Consulting 代表

経営管理技法は、「経営理念J具現化のツール
私は、企業の健全なる成長 ・発展を願っ

て経営支援をさせて頂いている。そのとき

に、私自身も様々な経営管理技法を用いて

いるが、その場合常に、該当企業の経営理

念を介在させている。

一般に企業は「企業(経営)理念」に、

企業存在の意義を明確にしている。しかし、

日常の経営活動となると、全く関わりがな

く動いたり、時によっては、相反している

ことすらある。

管理技法の一つに、たとえば「方針展開J
がある。「方針→目標→計画→実践」である。

全社方針が各組織単位や組織単位閣の業務

運営についても展開される。下部組織単位

や組織単位聞を連携するような業務になる

と、各組織単位内の事情が先行して、円滑
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に運営されぬことが多い。

このような時こそ、自社の「企業(経営)

理念」を「規準Jとするとよい。結果とし

て、その行為は、「お客犠満足」や「顧客

第一主義Jという「企業(経営)理念J，こ
反することに気づくことにもなる。

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



2011年も残すところあと1ヶ月足らず

となりました。ここに、通算29号目の「百

人百語 2012Jをお届けいたします。

末筆ながら、2012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。

おかげさま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。寄稿していただいた皆様に深

く御礼申し上げます。

2011年12月13日

編集委員

2011年は大きな災害、事件、事故が

相次ぎ激動の一年となりました。日本の有

り方、日本人としての有り方について見つ

め直した方も多いのではないて・しょうか。

蛮化を必要とするもの、逆に蛮化せず後

に受け継ぐもの、立場によって様々なこ

とがありますが、どれをとっても自分のこ

とだけでなく相手への「思いやりの心」

を忘れないことが一番大切なのではないか

と感じます。

読者の皆様にとって、思いのこもった「百

人百語jひとつひとつが、来る年への新

たなステップやパワーとなることを願って

おります。

|盲人百語 2012
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いま 、一番知りたいテーマについて

いま、一番蟻輸したい人たちと踊論できる

マーケテイングを学ぶ人々に

広く門戸を開放した組織それが“ MCEI"

k，_G、Marketina
停渇B22mcsations

TOKYOjOSAKA 
MCEI is people， MCEI is education， MCEI is information， 

MCEI is recognition， MCEI is professionalism 

MCEIとは

MCEIは、マーケティンヴを学ぶ圏内及び;海外の人々を支!Iする事業を行い、広く門戸を開政し、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交流しています。

MCEIの歴史

MCEIの菰は、 1954年アメリカのニューヨークでセールスプロモーションの実務家が集まり、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。日本では、渡米研修した故水口健次氏
{元東京支部書iJ!量理事長)が、1969年東京に支部を銭立、以来 40年間非営利のマーケティング研究組
織として、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年には大阪にも支部を訟立しました。
毎月の研究会開催、毎月の機関総の発行、毎年会員の提言集「百人百語Jの発行、マーケテインタ塾

{ビジネススクール)の開請、海外からの留学生対象の懸賞論文募集と表彰、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:$lーの養成、国際交流に努めてきました。
東京支部は、IO: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グな支部と評

価されています。符定非営利活動促進法が施行され、この素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法人を鐙立しました。


