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ストーリーのある仕事を
アフリカのマラウイという国で、2年ほ

ど教育関係のポランティアをしてきました。

いわゆる開発途上国支援に携わる中で「ス

トーリーを描くことが大切」ということを

S蛍く感じました。現地のどんな流れの中に、

何をどう投入して、どんな先に繋げるのア〕`。

ストーリー性のない、もしくは相手への

配慮が足りない浅いストーリーでの、一過

性の援助を少なからず目にしました。それ

らは根付かず機台としないばかりか、その土

地本来の良さや、自力で伸びる場面を失わ

せるようにも感じました。しかし、世の中

ではそれらが援助実績と受け取られます。

私は、途上国の力やリソースが極端に足

りないとは思いません。一方的な尺度で二―

ズを想定して提供するのではなく、彼ら自

身が持つシーズが彼らの三―ズを消たすた

めに成長・開花していく…そんな流れに寄

与する仕事を目指し続けていました。

そして、その根本は日本でも変わらない

気がし患す。むしろ諸々与えられすぎてい

る日本だからかもしれません。

人や組織が自ノ
刀
＼達の力で何かをし、自身

の成長や変化を先々につなげて充足感を得

られるような、そんな場面を生み出せる、

ス トー リー性のある仕事がしたい、と考え

ています。

あたらし  え り か

新 江梨佳

一般財団法人 日本気象協会

モバイル・Web課  気象予報士

信念の人 十河信三
昨年に続き、東海道新幹線の話です。東

海道新幹線はいろいろな困難を乗り越えて

実現したと書きましたが、困難の一つに建

設費の問題がありました。当時の鉄道斜陽

論の中で、国鉄の事業として言い出せる金

額ではなかつたのです。

東海道新幹線の生みの親と言われている

十河信二がこの問題に直面したとき、国会

で承認されるための方策として約半額の予

算を示すと同時に、世界銀行から借款する

ことにより国家として途中で建設を止める

ことができないような戦日きを講じたので

す。のちに建設資金が当然足りなくなり、

国会に追加要水をすることになるのです

が、この時に老の責任をとる形で再任を求

めず、国鉄総裁を辞任しています。当日きは

大きな事故があるたびに総裁は辞任してい

ましたが、彼は東海道新幹線の完成の目途

がつくまではその信念「必ず国民のために

なる」を貫きました。

世界の鉄道を見直すきっかけとなつた東

海道新幹線の開通は、国民を熱狂させ東京

オリンピック輸送を完遂したのですが、そ

の陰で彼は開通式典にD平 ばれることなく、

自宅でその模様を見守っていたのです。

あ ら き

荒木
ふみひろ

文宏

公益財団法人 東日本鉄道文化財団

鉄道博物館 館長代理
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東京オリンピックがもたらすもの
2013年 9月 、東京オリンピッヽクの開催

が決定した。オリンピック招致のニュース

は大きく報道され、11月 に入つても、報

道の一場面を笑いに変えるお笑い芸人の姿

を見かける。

前回の東京オリンピックを経験した世代

の人達は純粋に喜び、経済人はオリンピッ

クの経濁効果に期待をよせているように見

える。

TVを見る人が減つた、ライフスタイル

や価値観が多様化していると言われる日本

で、2020年 の東京オリンピックは、日本

人の心に何をもたらすのだろう?

―瞬だけ、一部の人だけが盛り上がって

消えてしまうのか、とてつもなく印象的な

ものとして、人々の記憶に残るのか。

日本人に、一体感をもたらすことができ

るのだろうか?ぜひ、そんなきつかけに

なつてほしい。

い い だ  あ き 6

飯田 晃生

大日本 E日刷 (株 )

C割 事業部マーケティング開発室

マーケティンググループ

「スマートライフ」つて?
ついにドコモでも

'Phoneが
発売され、

スマートホンが携帯電話の中心になつてき

た。スマートTVと いう名前も一般的に使

われるようになり、インターネットがより

身近に、日常生活に密着して使われる時代

になった。最近、「スマー トライフ」とい

う言葉も耳にする。英語の「smart」 を辞

書で引いてみると、気のきいた、しゃれた、

かっこいい、といつた意味がある。確かに

インターネットをおしゃれに、ア)｀ つこよく

使いこなす生涌がスマートライフというこ

とのようである。

ただ、「smart」 には、流行の、という

意味もある。単に周りの人に流されてマネ

をするだけのスマートライフでは価値がな

い。「smart」 にはもう 1つ、抜け目のなtヽ 、

ずるい、油断のならないといつた意味も

あるそうだ。情報を活用して人の一抹先

をいく賢い生き方を見つけていくことも、

スマートライフの一面ではないだろうか。

2014年 は「スマート」なマーケティング

も目指したtヽ ものである。

池澤 聖司

NECビッグローブ (株 )

インキュベーション戦略本部

本部長代理
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これからのプロモーション
以前はオマケを付けたり、店頭で専用什

器を設置して POPを付けたりして、いわ

ゆるキャンペーンを実施することによつて

プロモーシヨンを展開している企業がほと

んどだったが、ここ 10年でインターネッ

ト (Web)の普及によリプロモーション

が変わつてきた。ハガキで応募していたも

のがWebでの応募に変わリモバイルにな

り、多くの企業がインターネットでのプロ

モーションに従来のハガキ応募型キャン

ペーンを変えてきた。しかしここに来て応

募させる手段を Webに しただけで、内容

は従来のキャンペーンを同じものだつただ

けの「内容」が変わつてきている。売りの

現場が以前の店頭だけだつたのが、Web
ショップの普及に伴い古典的なキャンペー

ンでは通用しなくなつている。実際かなり

キャンペーンは見かけなくなってきて、従

来型のただ応募の手段がWebになつただ

けのキヤンペーンを提案し続けている代理

店はじり貪になつている。

これからはどこの売りの場でどのような

商品をどのイターゲットにどのように売つて

いくのかの本当の意味でのプロモーション

を提案できないとクライアントに相手にさ

れない。決まつた商品のキャンペーン案だ

け提案していればいい時代は終わつた。

いしかわ  かずなり

石川 和作

(株)スキツプ 代表取締役

自然は偉大な教育の父
最近、「子どもの頃に自然の中で思い

切り遊んだ人は豊かな想像力と創造力を

持ち合せている」とつくづく思います。

今、私たちの仕事には、EQ(Emodonal
lntelligence Quotient)や SQ(Sensibility

lntelligence QuoHent)が ますます求め

られていますね。翻訳すれば、理性・人間性、

そして感性という事でしょうか。都市の郊

外では森や川は無くなり、小動物は激減。

子ども達の遊びはより刺激的な Virtua

Realtty Gameへ とシフトしています。

優秀な大学を出て社会に出た若者の中

に、どれだけ自然の中で泥んこになって友

違と遊んだ経験を持つている人がいるで

しょうか?

自然は私たち人間に、時に厳しく、時に

温かく、結束の大切さや生活する為の知恵、

命を守る為のルールを教え、春夏秋冬、風

雨雪月の中で亥」々 と表情を変える動植物の

美しさを優しく教えてくれます。

体験を積み、自分の頭で考え行動し、そ

して自ら責任を負う人間本来の能力が求め

られる時代かと思います。

いしかわ  つとむ

石川 勉

(株)ジェイアール東日本企画

執行役員 企画制作本音B冨」部長

プロモーシヨン局長
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コミュニケーション再考
このところ私はスマホに悩まされてい

る。と言えば多くの友達に恵まれて、電話

やメールの応対で時間を取られているので

はと思われるかもしれないが、その輪に入

るようにとのお誘いが実にウザイのだ。自

宅が仕事場になつてからは、携帯電話に縛

られることもなく、ゆつくりした日常が送

れると思つていたのに、かつて携帯電話な

ど持つていなメ〕`った専業主婦はじめ、ビジ

ネス上必要としない人たちまでがそれを持

つようになり、私はガラケーだと言うと、

今なぜ貴女が?と言うような目で見られて

しまう。PCからもFBなどSNSへのお

誘いが絶えなtヽ 。

スマホを握りしめて暮らしている人が、

本当に豊ア)｀な人 P日弓関係なのかと疑間に思つ

ている。なぜなら仲間内の情報に参加・返

信するのが精いつぱいで、輪の外狽」の情報

に触れていない節があるからだ。多機能端

末を持つ者が、実はガラパゴス化している

ように思えてならない。

高齢社会に□―カル情報は欠かせない

が、20年 30年先も生きるとき、グロー

バルな情報も併せ持つことこ老十分条件な

のではないのだろうか。

いしかわ  ゆ き

石川 由紀

生活アドバイザー

尺取虫から脱皮しろ。
水□先生は、日本の顧客は世界一うるさ

い、日本で成功すれば世界で勝てると曙tえ

ていたことを思tヽ 出します。日本のものづ

くりでは安くも高くも値ホしを付けられない

のではないか。

今、機械式時計メーカー 日UBLOT(ウ
プロ)が世界的に人気になつていることを

例に見る。日本の時計は技術も勝り、世界

初の GPSソーラー機能があつても価格は

HUBLOTの 1/10の値札しかない。この

差はいまだプロダクトアウトから抜けきれ

ないア〕`らだ。

日本は 100年以上倉」業している企業数

が世界一だといわれています。これは技術

の伝承 “強味伝い"と いわれる尺取虫型の

力強い伝統です。企業は消滅しないが成長

がない、社長がいなくても生きていけると

いうことです。長生きはできるけど、活躍

できない。長生きして活躍できる日本にな

るよう我々は自らカスタマーインの変革を

起こすべきだ。

石辺 秀規

カルビー (株 )

執行役員

営業本部 営業本部長
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マーケティング用語の落とし穴
マーケティングの世界では、次々と新し

い用語や手法が生まれては消えていく。こ

の 2～ 3年は「ショッパーマーケティン

グ」。少し前は「デジタルサイネージ」。過

去を振り返ると「ECR」 「カテゴリーマネ

ジメント」「ミールソリューション」「CRM」

「FSP」 「One to oneマ ーケティング ]

等々。定番用語として残つているのもある

が、大半は「死語の世界」入りをしている。

中には、過去にあったものと中身はあまり

変わらず、題名と切り□だけを変えただけ

で「再デビュー」なのではと、疑惑を感じ

ざるを得ないものもある。

ということで、我々メーカーマーケティ

ングの担い手としては、マーケティング用

語に関して、あえて全面的には信用しない

のも一策だと思う。言っちゃ悪いが、マー

ケティング用語なんて所詮は「流行語」ま

たは「売り場のアクセサリー」。メーカー

マーケティングの「本質」「根幹」は、研

究 。開発・調達・生産・物流・販売の各役

害」が与えられたミッションをキチンと果た

すこと。言いかえれば、付加価値のある安

全安心な商品をお客様のもとへきちんと届

ける。ここがしっア)｀ りしていれば、「流行語」

に振り固されることなく、もヽしろうまく利

用することができるのではないかと思う。

市川 英次

(株)ヤクルト本社 化粧品部長

買いたい美味しさ
コンビニエンスストアのスイーツプ〕`普及

して、今まで菓子専門店でしか味わえな

かつたメニューに出会う。中々の味である。

素材、製法、容器等に工夫が見られ、日々、

手軽なおやつとして楽しめるようになつ

た。

と、同時に専門店のメニューにも心が動

く。やはりの味わい。□にした時の広がる

食感に舌が歓ぶ。買つてダ)｀ ら食べるまでの

時間を包括した「鮮度」がいのちと矢□る。

その菓子は、翌日には美味しくなくなるア)｀

ら、他人に届けるのに朝から気が急く。菓

子を出すもてなしも自ずときめ細やア)｀ にな

る。そんな刈ヽさな緊張感が嬉しい。

人気の専門店に行くと分かるが、何故か

空気が違う。パティシエを始め、お店のス

タッフ、客、そして目当ての菓写そのもの

も活き活きしている。まるで「鮮度」の提

唱者のごとく輝いて、さらに美味しさを増

長させている。だア)｀ ら心に響き、他人に安

心感を贈ることができる。

今、改めて菓子の美味しさは「鮮度」に

あると思う。それは、美味しさ作りに込め

られた価値の集約と云える。「気軽に楽し

もヽ」レいから味わう」。自ノ刀＼が納得した価値

観を使い分けるライフスタイル。お気に入

りのスイーツが、その拡がりを期えてくれ

る。

い と う  けいいちろう

伊藤 景―郎
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ビッグデータ時代のマーケティング
ビッグデータという言葉が一般化 しつつ

あり、マーケティングに活用できるデータ

の幅が大きく広がる日き代になりました。し

かし、この多様なデータを渚用している企

業はそれほど多くないでしょう。ただ、今

後の企業の競争力には、データの活用の程

度が大きく影響を与えるため、データの活

用を図ることは企業にとつて、避けては通

れない課題でしよう。

むしろ、これを機会にマーケティングの

出発点をデータと考えて、データ起点の

マーケティングを実施するように社内の仕

組みを整えてもよろしいブ)｀ もしれません。

データの量、種類は増えることはあつても

激ることないでしょう。データの渚用は、

マーケティングの失敗を防ぐため、業務効

率の改善に対する貢献は大きいでしょう。

このことを踏まえ、今から準備しておく必

要があるでしょう。

う え だ  ま さ お

上田 雅夫

(株)マクロミ)レ

ネットリサーチ総合研究所

主席研究員

増える中高年チルドレン
止められない少子高齢化。未成年の子供

は減り続けている。一方で、親の高齢化と、

長期にわたる建在は、大人でも「子供とし

ての自分」を持つ人々を増加させている。

少写高齢化と人□潮少の中で、未成年人□

に親が健在の成人人□を加えた日本の「総

子供」の数は、8,700万人になっている。

特に淮目すべきは、30歳代以上の「中

高年チルドレン」の割合が増力[lし ている。

2030年 には、総人□の約 4害」を占める見

込みである。親子の共存年数は、約 60年

に達しており、人生の 3ノ刀
＼の 2以上を子

供として過ごす8き代である。子供のまま還

暦を迎え、親に祝福される人も珍しくない。

これまで親子消費というと40歳前後母

親と 40代の娘であつたが、今日は 40歳

前後の子 と 60代、70代 の親が伴 つて外

食やシヨッピングをしている光景は当たり

前となっている。

中高年チル ドレンによる新 しいライフス

タイルが今後生まれてくると予沢Jされる。

う え の  の ぷ き

上野 延城

上野ジュエリー研究所 所長
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コミュニティ
「絆」が 2011年 3月 11日 以来流行語

大賞を受賞する程普及し、今でも広く使わ

れる。主に人対人の意味合いで用いられる

が、チームジャパンのような広義もある。

しかし、人対会社や売手対買手の場合では

あまり見ない。そういうケースはむしろ「愛

社精神」や「運命共同体」のような用語が

普通である。でも、メーカーと顧客の絆、

流通業者と顧客の強いつながりを構築・維

持するのはメーカーや流通業の必須課題で

はなかろうか。絆作りもコミュニティ作リ

も売上げの安定化のみならず商品開発にも

非常に重要であろう。

さて、そのコミュニティ作りはどうすれ

ば良いん`。顧客母体は既にあるから、その

中に飛び込み存在をアピールする事はtヽわ

ばお引つ越し後の近所付合いと同じであ

る。先ずは隣近所や田」会活動を把握し、参

加する事に尽きる。いきなり自分の意見を

押付けようとせず、皆の意見・空気を読ん

で同調・貢献するのが肝要である。「tヽ とヽ

やつだ」と認められてから発言を増やし賛

同者を募るのが遠回りのようで近道だろ

う。個人生活のコミュニティにせよ、職場

のコミュニティにせよ、商売上のコミュニ

ティにせよ、志の共有や共感から始め、育

てるものだと思う。そう自分に言い間かせ

ている今日このごろである。

ウレマン フレッド

LLPジャノヽン・リサーチ

人生・あ一人生 。されど人生
サラリーマン時代は、会社名と役職と名

前が自己の存在となりました。追われるよ

うな日々でしたが、最近は、気持ちを切り

替えないと時間の過ぎるのを早く感じま

す。私だけでしょうア)｀ ?

人生を『あ・い・う 。え・お』で表現し

ました。

あ :熱い心を持ち続ける

い :いつまでも想い続ける

う :上を見つめる

え :縁 (¥でない)を大事にする

お :思を忘れない

私の人生のキーワードは、家族 。社会・

地方・趣味です。自分ができることは、「地

方を元気にすることが日本を元気にするこ

と」をテーマに、地方<<燕市や新発田市>>

と首都圏との間で融合と固遊することを支

援しております。又、家族の一員であつた

犬が椎間板ヘルエアになったことア)｀ ら、犬

の車いす開発、メモリアルグッズ開発販売

に関わることになりました。

最後に、日本社会では自己紹介する時に

企業名や肩書が自己の存在になります。自

己について違った紹介やアピール方法が

あつてもいいと思います。

えんどう  ひろひさ

遠藤 裕久
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「モノ」から「コト」のその先へ ～本物の価値観～
「モノ」から「コト」へと言われて久しいですが、

今年はこの事を改めて考える一年でした。

高度成長時代からバブルが崩壊するまで、日本

人は「モノを所有すること」に価値観を見出してい

ました。一生懸命働いて、稼いだお金でマイホーム、

マイカー、バブル期には別荘や投資用マンションを

保有することに価値を感じ、まさに「モノ」消費を

謳歌していました。無理をしてでも「別荘を持つこ

とがカッコイイ」と言われていた時代です。

ところが、パブルが崩壊し、「モノ」の価格が急落。

「モノ」を持つことよりも「コトを愉しむ」文イヒが「工

コロジー」の考え方と共に広まりました。「マイカー

を買う」よりも「レンタカーで友違とドライブ」す

ることにお金を使うほうが「スマート」で「カッコ

イイ」という時代の至」来です。

それから20年。今年は「アベノミクス」という

言葉が街に溢れ、経済も活発さを取り戻すといわ

れる中、「モノ」だけでも、「コト」だけでもない、

自分にとつての「本物」を見つけることに価値を見

出す、新たな風潮が生まれつつあるように感じます。

「モノ」や「コト」のその先の「本物の価値観」

を見つけ出せるような仕組みを作ることこそ、日本

人の消費の価値観が大きく変わるこの転換期をと

らえるキーワードではないでしょうか。

2014年こそ、「本物の価値観」を見て)けていき

たいと思います。

お お い  すみひと

大居 純人

クラプツーリズム (株)

テーマ旅行部

アシスタントマネージャー

SPA(Specialty store retal憶 r ol Private… label Apparel)化 を通じて全体最適の実堀
SPAが話題である。本来はアパレル製

造小売業を意味したが、最近では、製造直

販型ビジネス全般を指して使われており、

小売業が、商品に関する企画ア)｀ ら原料調達・

製造、物流・在庫などのリスクをとるもの

である。

日本経済の驚異的な発展と共に歩んでき

た小売業は、リスクをとる必要が少なく、

主要国に比べ非効率と低水準の収益性を生

むような構造をつくつてしまつた。流通業

界で問題視される商1買習も同じ過程で生ま

れたものである。

しかし、競合激化に伴う消耗戦、円安に

伴う原材料価格の上昇や消費増税、資本市

場のグローバル化など日に日に経営環境は

厳しさを増しており、企業の存続をも左右

する業態間や企業間格差を生じさせてい

る。

世界の小売業は、生産から沸通、販売ま

での一連のプロセスを統合し、最適化する

ことで、持続的な競争優位と高い収益性を

実現して来た。日本でも、同質化競争か

ら脱するには SPA化は必然である。この

SPA化は「全体最適」を追まするビジネ

スモデルでもある。今後の日本の流通業界

における革新はこのプロセスの中から生ま

れる。

おおつか  あきら

大塚 明

コーネル大学リテイル・マネジメント

プログラム・オブ・ジャパン

プログラム・ディレクター
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Beyond,肖費不党
来年 4月 から消費税がついに上がりま

す。生渚者からすれば値上げであることに

は違いがありません。仮に賃金が変わらな

いとすれば、生活者の消費行動 としては

セーブするものをより厳密に見極めるとい

うことになるア〕`と思 tヽ ます。生活者が)肖 費

するモノを一つも渤らさないなら、減らす

ものは何か ?たぶん不多動コス トではないで

しょうか ?端的に表 しているのがネットで

の購買行動です。今後、小売 りは何よりも

消費者に店に来ていただくことに多大なコ

ス トをかける事になります。つまり本当に

小売 りに問われているのは、消費税アップ

そのものより、それによつて顕在化する『不多

動コス トを含めた消費者購買心理』に、 リ

アル店舗がどのようにアジャス トしていく

かという長期的な戦略なのだと考えていま

す。

おかだ  のりかず

岡田 典一

(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

販促宣伝本部

もう一度、「食育」を考える。
「食育とは」と問われれば、大抵は健全

な食生活や知識の習得、食文化継承、とtヽ っ

た答えが波ってくる。老の意味においては

一定の浸透がうかがえる。

先日、知人の飲食店店主の嘆きを間いた。

ランチで「大盛り呆料」にしたら、女性も

含めて客のほとんどが大盛りを江文し、結

構な割合で食べ残していく。コーヒーの

オーダーにミルクピッチャーを出せば、欲

み千したカップにミルクを全て注いで残し

ていく。この店の主要顧客は、向かいに本

社を構える誰もが知る大手企業の社員たち

である。

栄養や安全に関する知識や食文化継承は

もちろん大事だ。しかし、同じく食育の範

疇にある食糧自給率や廃棄の削激・活用ヘ

の意識は必ずしも高くない。同年代であれ

ば、「ごはんは一粒も残さない」とブ)｀、「魚

はきれいに食べなさい」とか言われるのは

昔から当たり前であつたはずだ。

今になって改めて思う。「食べ物は粗末

にするな」といつも叱ってくれたばあちゃ

んは偉かったんだと。

お が た  ひろ′ぅ、み

小方 博文

養命酒製造 (株 )

営業部 副部長
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エシカルを顕在化させる社会ヘ

本来は「論理的」「道徳的」を意味する

英語『エシカル』だが、解釈が進化して、「持

続可能な末来の社会に配慮したすべての行

為」となつている。ロハス、スローフード

などにつぐ新しい動きといえる。

特に、東日本大震炎後の生活者意識は、

エシカル的に社会のために何ができるか―

となつて広がり始めたといえる。人々は被

炎地支援の寄付や、エネルギー、環境問題

への配慮など、さまざまな形の社会貢献に

関心が集まりだしている。

エシカルは、こうした生活者意識と企業

を結ぶキーワードになるに違いない。ただ、

問題はエシカル的な商品やサービスが、多

く流通していなtヽ ことだ。

生活者のエシカル意識に忠実であろうと

する企業と流通業が、数多く出現すること

を切望する。

成熟社会とはエシカルな社会のはずなの

だから。

おかはし  よ う こ

岡橋 葉子

岡橋マーケテイング研究所 所長

初めて見た映画
内容はすっかり忘れているのだが、最初

に見た映画がイ可だつたかは覚えている。父

親に手を取られてその映画を見に行つた記

憶があるのだ。その映画は、市川良総監督

「東京オリンピック」。芸術ブ)｀記録かという

論争を起こした映画とのことだが、写供の

自ノ刀＼には全然わからない。ただ、アベベが

走り、円谷が走り、三宅が持ち上げ、東洋

の魔女が回転し、チヤスラフスカが舞つて

いたような気がする。後の記憶が混じつて

るかも知れない。

あの時代は活気があつた。将来に対する

希望を持ち、今よりも良い生活ができるよ

うになることを信じて毎日を暮らしていた

ような気がする。

2020年 の東京オリンピック・パラリン

ピック開催は、日本に大きな楽しみをもた

らしてくれたと思う。気持ちは大事だ。きつ

と前回よりもっと世界の人々と交流し、良

い関係を築けるオリンピックになるのでは

ないア〕`と考えると、明るい未来を感じるこ

とができる。

おくざわ  いさむ

奥澤 勇

花王 (株 )

MKリサーチセンター センター長
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気づきの識ワーク。
社会から得られる気づきを求め、身近な

常識を疑うことを始めた。

例えば「車内での携帯電話による通話は

ご遠慮下さい」というアナウンス。優先座

席付近で携帯電話の電源を切る理由は明確

だ。しかし、撓帯電話での通話はなぜ周囲

の迷惑となるのだろうか。話し声が耳障り

という意味では車内で友人と話をしている

のと変わらない。これが迷惑とされる所以

について考えてみた。

あくまでも私見だが、車内に乗り合わせ

た人々が他人であったとしても、その場を

共有する者同士として、「自分がいない者

として扱われること (気遣われない存在)」

に対し、憤りを感じているのではないだ

ろうか。これは「車内化粧」や「車内欲

酒」においても同じことが云える。化粧品

や酒の臭いが迷惑といった物理的な不快に

加え、上述のような精神的苦痛と↑貢りが入

り混じっているように思う。さらに、この

常識は一歩日本を出ると通用しないことか

ら、日本特有の精神文化であるとも云える。

このように、身近な常識を疑うことから

も新たな気づきを見出すことができ、生活

者を識ることができる。いちマーケターと

して今後もこのワークを続けていきたい。

(株)ロッテ

マーケティング統括部 調査企画部

え絵な名
お くの

奥野

人間の 4番目の欲求を自分の中に発見。
2ヶ 月前の 8月 に内観的な作業をする機

会に恵まれました。(過去を徹底的に洗い

出し、欲求をひとつひとつ「何故そう思う

のか ?」 と質問を繰り返し、掘り下げてtヽ

く作業です。)

そこで自分にとっての大きな気づきがあ

りました。ほとんどの自ノ刀`の行動の原動力

になっているのは『伝えたい 。凱えたい』

という欲求でした。

人間には 3大欲求 (0・ 性・B重 眠)と
いうのがあるようなのですが、僕にとって

はこの中に入れたいぐらいです。人類が壁

画に絵を描き始め、言葉が生まれ、印刷技

術が発明されたのもこの伝承欲求があるか

らだと確信しました。

これを"身をもって"気づいて理解でき

るようになつてから、思考がどつしりと安

定し、この欲求をコン トロールすることで

対人コミュニケーションも変化したように

思います。自分にとってキ リのいい歳に、

大きな発見をしました。

お だ   も と ね

尾田 基根

タイガー (株 )

東海地区 マネージャー
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東南アジアの熱い風
数年ぶりの東南アジアは驚きに満ちてい

た。訪問先は、ここ 1年で一気に注目度

が上がったタイ・カンポジア・ミャンマー

のインドシナ 3国。タイは勿論、カンポ

ジア、ミャンマーでも高級車が走り回り、

高層ビルが立つ `都市'化が進み、街も人

も活気に満ちていた。

カンポジアの人が言つていた。「私たち

は前しブ〕`見てません。前に進むしかなtヽ ん

です。」ポルポト政権による大虐殺は、本

来であれば今、国の経済、文化、教育を導

いていたであろう人々を奪つた。今、か

の国を動かしているのは 30代以下の若者

達。自分たちこ老が新しい国を作つていく

という志に満ちていた。

そして各地で出会つた「不[僑」という

人々。これは、華僑に倣つて現地で根を張

ろうとする日本人達である。これまでの海

外駐在員とは全く違う覚悟と気概に圧倒さ

れた。

新しい風に乗る…ではなく自ら風を起こ

さんとする人々。熱き風はどんなマーケッ

トを生み出していくだろうア〕`?傍観者では

つまらない。私も風に巻き込まれてみる

ア)｀ 1

大日本印刷 (株 )

C&1事業部

コンサルティング本部

第2マーケァィングコンサルティング室 室長

こ
子

か
香

ゆ
由

ち
智

お
越

「正解の存在しない世界」到来
「5WlH」 この 6要素、元々は新聞記事

を書く際の原貝」との事。良い情報伝達のポ

イントで、日常会話やビジネスなど多くの

場面で役に立っている。マーケティングの

世界でもこれを明らかにすることは重要

で、IT活用の各種手法の進化によりかな

りの部分が解るようになっている。

だが「WHY」 だけは本当のところは良

く解らないのが現実である。これこそ課題

解決の月干であるのだが、女□何せん “人間た

る所以"そのものであり、当人でさえ「なぜ」

なのか分らないこともあるくらいである。

蛇足だが、推理小説もWHO(誰が犯人ア)｀ )

からHOW ⑦E行方法)、 そして WHY(動
機解明)へと進化したとの事。情報技術の

更なる発達がその解明により貢献していく

のでしょうが、やはり最後は人間の “洞察

力"が頼りになると思われる。

「正解のある問題」に対して大きな威力

を発揮する ITに加えて、「正解のない間

題」に対しても答えを出せる (出 す)人間

ワザの両輪が必要なのは言うまでもない。

益々その比率を高めていくであろう「正解

のないこと」への対応力強化は急務である。

お の  としひろ

小野 敏博

MCEI東京支部 理事長
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“偽装・誤表示"問題と「オーガニック・マーケティング」
この原稿の締め切り間際、またまた起

こつた “偽装・誤表示"問題。何故こうも

同じ事が繰り返されるのでしょうか。

今回は大阪の名門と称するホテルと、そ

の同じグループが経営する世界に名立たる

高級ホテルで起きた事。記者会見では “偽

装"ではなく “誤表示"との主張。しかし

これは企業側の理屈であつて、顧客にとっ

てみれば “偽装
中

でぁろうが “誤表示"で

あろうが、違うものが提供されたことに変

わりはなく、結果は同じ事。明らかに顧客

不在であり、ここに問題の原因があると感

じます。

顧客の視点に立った企業活動の大切さを

頭では分ダ〕`つていても、ビジネスという実

践の世界では経営効率や収益を追求するあ

まり、顧客不在に陥つてしまいがちです。

企業は経済社会の中に生きる生き物であ

り、消費者・顧客と有機体の様に密接に結

びついて成り立つもの。だからこそ顧客 ,

消費者の視点に立ち、お互いの関連性を重

視する有機的マーケティング (オーガニッ

ク・マーケティング)に根差した企業港動

が求められるのだと思います。

面谷 勝己

オーガニ`ノ`ク・マーケァィング・アソシエイト

代表

♪ Life is very short ♪
ビートルズの曲の一節です。71歳のポー

ル・マッカートニーが日本公演で切なくも

力S貧 く歌tヽ あげました。

私は、いつまでこの仕事を続けるのだろ

うとふと思つたりしました。

宣伝の仕事をして丁度 10年が過ざまし

た。気がつけば、いつものメンバーは入れ

替わっています。そんな音の仲間に会いた

くて仕方ない時があります。毎日顔を合わ

せて仕事していることを当たり前と思つて

いた人達がそこにtヽ ない。今頃なにしてる

かなあ?元気にしてるかなあ?そんな寂し

さと同時に新しく出会える人との未来への

挑戦。新しい仲間とチームを作り続けて仕

事をしています。自分が関わつた 10年分

の CMを見返したら、たくさんの人の顔

が浮かびます。ひとつひとつの仕事を大切

に思い、全うしなきゃなあ。そんなことを

者える年代になつてきました。

エステー特命宣伝部長 高田鳥場こと
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Has Your Business Got Soul?
r yOu are entrepreneunal in sp‖ ‖,then you wi

be constandy thinking about etther how to start

another business or how to make an exisung

business more dynamic,by introducing another

arm to it.Most people measure the success of

their business by how much money they make,but

home based businesses often measure success by

whether or not ther business has tsour .

How does lsou'make your business more

precious and more rewarding?Flrst of a‖ ,you

have to be doing something that is worth devoung

your‖ e to.Most home businesses do not create

a business that uに imately they want to se‖ .Rather

they create a business that is extreme y personal

and must sausfy many aspects in ther‖ fe`

Businesses wtth soul tend to be unique and w‖

make a real,poshive diTerence to the owner,the‖

famly,to others,and to the woHd in genera・ At

least,that s what the business owneri3 aiming ior.

イthis sector want to change the word and

make a diTerence,their business has to do things

worth doing,to make a worthwhie and meaning―

fu‖ contttbudon to the woHd at arge.

Silicon Va ey investor and business advisor,

Guy Kawasakl,sald,“ The best reason to start

an organ zajon is to make meaning― to create a

product or service that makes the woHd a better

place,W

Barbara Gabogrecan
Home Based Business Australia

非無意味残日録
主人が縫物をしている奥さんに「退屈の

クツはどういう字だつたかな」と尋ねる。

奥さんが宙に書tヽ たり□で説明したり苦心

するが、結局わからずじまいでおわる延々

とした描写の漱石の作品を読んだ覚えがあ

る。

ユーゴーの『レ・ミゼラブル』にジャン・

ヴアルジャンがパリの下水道を逃げる場面

がある。下水道の描写の長さに閉□するが、

最近再読して、ひとつのものに淫する楽し

みみたいなものがあるんじゃないブ)｀ と思い

直した。

それは人生の送り方として、かなり普遍

性もあるし有効でもあろう。有効という言

葉はおかしいけれど、いい余生の過ごし方

ではないだろうか。その意味でいま人は残

日を、延々と無意味な “人生小説"の終章

を書くというライフスタイルに目覚める気

運がある。そこには誰も読まないが、不安

がくっついていないような無意味さがあ

る。厄介な人間の “渇 (ア)｀ つ)"がないの

がいい。それが高齢化成熟社会の生き方の

大事なモデルと認識されるとき、新しいビ

ジネスの挑戦が動きだすだろう。

かわしま  たもつ

川嶋 保

出版コーディネーター
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企業文化
私たちは、企業に対してある特定のイ

メージを持つている。必ずしもイメージ通

りとは限らないが、体験・見間の蓄積によ

り、企業、そしてその商品・サービスに対

するプランドイメージが増幅され確立され

ていく。組織は人の集まりであり、そこに

集う人々が共有している明示的、黙示的価

値観や、期待されている行動規範がある。

それは時には私的行動にも及ぴ、企業で言

えば企業文化・企業風土であるが、企業自

体や社員によってもたらされる言動や醸し

出されるオーラなども含まれる。

人 (社員)はまさに媒体である。一方
“企業の常識は社会の非常識"と言われる

が、部分的にはその通りだと思う。企業文

イとはウェイの違いこそあれ、理念の実現と

社会の信頼を得て企業が存続するために集

大成された価値観・行動規範である。この

ところ各地のレストランで多発している食

品・食材表示問題をみると、いつの間にか

社会的視点が欠女8し、仲間内だけに都合の

よいルールとなった「ダークサイド・カル

チャー」としか思えない。

か わ の  よ う し

川野 洋治

元 サントリーホールディングス (株 )

都市の空洞化を埋めるものは
「都市が空洞化する」と間いて何を想像

するだろうア)｀。都市化の進展とともに人□

が郊外へ流出して都市の中心部が空洞化す

る「ドーナツ化現象」、あるいは、産業が

地方や海外へ移転して起こる「産業空洞

化」を思い浮かべるア〕`もしれない。このよ

うな人□汎動や産業移転による空洞化に江l

えて、私は、「人のつながりの空洞化」の

進行が日本の都市の大きな課題になりつつ

あると感じている。

「甑立死」や「孤独死」の問題がクロー

ズアップされるたび、痛ましい現実を前に

して予防の重要性が叫ばれるが、対策を講

じるのは容易なことではない。「人のつな

がり」は、再構築するには長い時間がかか

り、行政が施策で誘導すればイ可とかなると

いうものではないからだ。

三鷹市では、地域社会が支えあうしくみ

づくりに力を注いでいる。近隣の住民に加

えて、地域で活動する事業者とも協定を結

んだ「見守リネットワーク」や、異変を感

じたら誰もが通報することのできる「安心

見守り電話」の設置など、市民と事業者、

行政などの多様な人々が関わる協l動の取り

組みを始めている。人のつながりを生み出

す努力を重ねることこそが、空洞化を埋め

る最も重要な方法だと考えている。

かわむら  たかし

河村 孝

東京都三鷹市 副市長
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遷宮三昧
光栄にも、出雲大社で 60年ぶりに行わ

れた本殿遷座祭、そして 20年ぶりの伊勢

神宮の式年遷宮祭に出席することができ

た。形式は多少異なるものの、漆黒のF圭日夜

の中で祭司とともに神様が新しい神殿に波

られるその瞬間は実に厳かな時間であつ

た。日頃の信心がきわめて希薄な自分に

も、明らかに神様の存在を感じ、その神々

しさに触れることで、これまで体験したこ

とのない清々しい気持ちになることができ

た。それと同時に、新しい神殿に神がおSI

越しされたことで、新しtヽ時代が始まろう

としているという確信のようなものも生ま

れた。

すでにアベノミクス、オリンピック招致

の成功など、社会では新しい事象が次々に

起き、いわゆる失われた 20年にはなア〕`つ

た事象がこれからも次々に生まれていくだ

ろう。その一方で、平不[lぽけしている戦後

生まれの我々が経験したことのない緊張に

も出会うかもしれないが、安定した閉塞の

時代よりは、緊張感溢れるチャレンジの時

代に私は期待したい。

か ん べ  よ し お

神戸 好夫

大日本印刷 (株 )

コーポレートコミュニケーション本部

○○女子
「カープ女子」と言われる、野球の広島

東沫カープを応援する女Jが関東圏で増え

ているという。その理由に多いのは、「逆

に弱い所が哺える」なのである。肉食系の

女写が増えているな…、という風に感じる

が、他にもその傾向は見える。例えば、鉄

道を愛する女子「鉄写」の存在や、大きい

カメラを持つて本格的に撮影をする「カメ

ラ女ど子」や、「競馬女子」「野球女子」「山ガー

ル」「ランニング女子」など、元々は「男性」

の多くが持つていた趣味が今や女写にどん

どん広がつている。つまり、「男らしい趣味

だ」と世PD]で言われる趣味を持つた女子を

「○○女子」と印ぶ。このように趣味が男

女関係なく広がり、女1生の趣味が多様化し

ていることはとても良い傾向に思える。

また、企業側から、可愛いランニングウェ

アや、ピンク色の野球のユニホーム、可愛

い女性タレントのカメラのCMなど、「○○

女子」に対しての様々なプロモーションが

行われている。もはや、「○○女子」とい

う言葉は、企業狽」から提案されて流行るも

のがほとんどであるが、「○○女写」とtヽ

う風潮を一時的な流行りで終わらせない、

言葉だけの行き過ぎた流行にしないことが

大切になってくると思う。

きのした  か な

木下 佳南

早稲田大学 商学部4年
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京都 上賀茂神社での挙式
2013年 10月 5日、私は京都で挙式し

ました。場所は、世界文化遺産の上賀茂神

社。夫婦の出身地のちょうど真ん中にある

京都で、伝統の和婚を選ぴました。当日は、

新郎は羽織袴に、新婦は朱色の色打掛。フオ、

い傘をかざして花嫁行列をしたり、三々九

度の盃を交わして、玉串をお供えしたり…

悠久の音より変わらない信まいを残す境内

で、圧倒的な伝統の流れに、自分達が静ア)｀

に、柔らかく浴け込んでいくかのような神

聖な気持ちを味わいました。

日頃は、東京で「新しい付加価値」や「イ

ノベーシ室ン」を探して、必死に試行錯誤

しています。京都での一日は、全てを削ざ

落とした「素の自分」が、1000年続く神

社の中で、ただ静かに、ただ小さく、「伝

統的な価値観」に身を委ねている。新しい

スタートを切る上で、「前進すること」「身

を委ねること」両方を、身を持つて感じる

大事な瞬間となりました。

味の素 (株 )

営業企画部 営業基盤グループ

川
掛

＄鞍
と も こ

朋 テ

細菌の功罪
長年、食品産業の中で多様な業態の仕事

をさせていただいた。いつも課題は食品の

保存性を高めロスを減らすため、賞味期限

を長くする技術に工夫をこらす事だつた。

さまざまな食品添加物が開発され、チルド

食品という生鮮のまま長い賞味期限を実現

してきた技術は、コンビニの成長という市

場環境にも恵まれて大きな地位を確保して

いる。

ところが食品がひとたび食べられて体内

に入った途端、「菌の増殖」で「体内細菌

の渚性を高める」ことが生命力を強めるこ

とにつながるという全く対極的な現実に直

面する。アメリカのエドワード・ハウエル

博士の酵素栄養学で提起された「適応分泌

の法貝」」は衝撃であつた。「体内酵素は一

生で一定量しか作れない」が、必要な酵素

が必要なだけ分泌されるという自然の摂理

があるというのだ。酵素の無駄使いをしな

いためには生食が有効で、力[熱 して菌の生

育を押さえるのは酵素も失活させてしまう

というのだ。

細菌の汚染は悪と決めつける行きすぎた

清潔志向が草食系男子の「精力の弱さ」に

繋がつているとしたら、食品の衛生管理に

も工夫が必要と考えている昨今である。

栗田 芳夫

FLAネットワーク協会

(Food&Lrestyle Adviser)

副会長
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企業人としての「おもてなし」つて ?
2020年 オリンピック東京開催が決定

し、10C最終プレゼンで淮目を浴びた「お

もてなし」プームで日本中が沸いている。

サービス業は言うまでもなく、個人対個

人、例えば家族や友人、出会つた人、外国

人観光客…そんな人たちに対しては、確か

に日本人のおもてなしは世界最高水準だと

思う。だけど企業としてはどうだろう?企

業対企業、企業人として人と接するとき。

日本人のおもてなしの心が生ブ〕`されている

だろうか?

「“顧客目線"“ お客様の立場で"と いう

ことをいつも考えています !」 と宣言して

いるうちはまだ甘いのかも。おもてなしの

心って、相手を想つて相手のために何ア)｀で

きたらいいのに…つて思つた時に無意識に

出てくるものだと思うから。

企業としても、相手の心に無意識のうち

に寄り添えたとき、本当のおもてなしが実

現するのだと思う。そしてそれは自分で宣

言するものではなく、自分の心がじんわり

温かくなったときに気付くのかも知れない。

自分の大切な人たちの笑顔に出会えた時

のように。

プライベー トだけではなく企業人として

も、そんな充実した日舜間をたくさん感じたい。

こ た け  り え

小竹 里枝

サーモス (株 )

営業本部 営業企画室販売企画課

小学校での英語教育強化について

本年閣議決定されたが、小学校での英語

孝文育がさらに強化される方向に向かうそう

だ。次の世代を担う子供たちに、グローバ

ル人材としてより活躍してもらうために幼

い頃から英語を、との思tヽ を込めての方針

だろう。

その考えは大いに結構だと思うが、全国

に約 2万校もある小学校で、英語を魅力

的に指導をできる教員が、今の体制で用意

できるのかは、はなはだ疑間である。しか

も、相手は刀ヽ学生なので、ややこしい文法

の説明ではなく、まず英語に親しんでもら

うために発音中心の楽しい指導が大切にな

る。これは教員への教育研修だけではなか

なか難しいと思う。

では、どうすればいいのか?私は世の中

に埋もれている女性を活用すべし、だと考

える。かつて留学や仕事で英語を毎日のよ

うに使つていたが、今は専業主婦やレジ打

ちのパートといった方が私の周りにもたく

さんいらつしゃる。彼女たち (一部彼らア)｀

もしれないが)に週 2～ 3回学校で登壇

いただく。そういつた柔軟な対応つてでき

ないものなんでしょうか?

是沢 宏佳

サントリービア&スピリッツ (株 )

営業推進第 2部 課長
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幕末史
ペ リー が来 航 した の が 嘉 永 六 年

(1853)、 明治の改元が慶応四年 (1868)、

この十五年間に加え、西南戦争を経て明治

十一年 (1876)ま での幕末を詳しく著し

た半藤―利氏の「幕末史」を読んだ。ペリー

の登場、そしてあまたの日本の幕落体制、

朝廷の多くの登場人物は多すぎて数え切れ

ないのですが、江戸城開城前夜、江戸、横

浜ん`ら西は京都、讃岐、阿波、広島あたり

で集団的狂気ともいうべき「ええじゃない

か」の騒ざが蔓延します。男は女装、女は

男装して笛や太鼓、三味線で踊り狂い「え

えじゃないか、ええじゃないア)｀ 、おめこに

紙はれ、破れりゃまたはれ、なんでもええ

じゃないか、おかげでめでたし、ええじゃ

ないメ〕`」というもの、次いで品川弥二郎の

「トコトンヤレナ」が江戸城明け波しの快

進撃噺唄として登場します。このことは見

方をかえると新生日本のためのマーケティ

ング活動であつたのではないかと考えられ

ます。「ええじゃないか」「トコトンヤレナ」

によって、日本中の人々が新生日本への巨

大なエネルギーを発揮したといえます。今

IT全盛期、「IT・ ええじゃないか」の到達

点は「サイバー攻撃への攻撃を怠るな」と

いうことになるのでしょうア)｀。

こんどう  さとし

近藤 聰

(株)センシュウ・アド・クリエイターズ

代表取締役会長

食材産地表示 トラブルに思う
一流ホテルや百貨店の食材産地表示 トラ

ブルが頻発している。2000年 に生鮮品の

産地表示が義務化され、2005年 には外食

産業のメニューに産地表示をする指導が始

まった。特に外食メニューの表示に際して

は、お客様の原料産地ニーズの高まりを認

識しつつも農水省は義務化していない。そ

して今回の大量 トラプルだ。もし加工食品

の誤表示であつたら今頃は謝罪広告・回収

等大騒動になっていただろう。社長の謝

罪 (退任された方もいたが )程度で良く収

まっていると感じる。

なぜこれ程多発したか、紙幅の関係から

要因のみ記せば、日本人のプランド(産地 )

信仰、法令の知識不足 (本当か ?)、 現場

と経営者の価値観のズレ、そして一流会社

としてのD兄縛 (当社は一流産地以外の食材

は使えない )、 一方での収益性向上指示等

が考えられる。以前から私が提唱している

マーケティングエシックスに加え企業のコ

ンプライアンス意識、内部統制体制の不備

がありそうだ。願わくは、これまで発覚し

た事例が氷山の一角でないことを祈る。

こんどう  ただし

近藤 直
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ゆるキャラの国際的威力
今年 6月、富士山の世界遺産登録を前に様々

な芸術・創作汚動に影響を与えた富士山の偉

大さを紹介するイベントを開催した。世界 100

カ国以上ダ)｀らお客様を迎えるホテルとして、富

士山の魅力を発信したいと、ロビーには浮世絵

「富嶽三十六景」の復亥」本版画や工芸品、プロ

カメラマンによる写真などを飾り好評を得た。

そして世界遺産登録が正式に決定した翌日、

彼はロビーでのお祝いの式典にやつてきた。富

士山のゆるキャラ “フジッピー"だ。それまで、

“フジッピー"と いうご当地キャラがいること

自体余り矢[られていなかつたし、その人気は未

知数だつた。しかし、お祝いのくす球を害」ると、

多くのお客ホ表に囲まれ握手を求められ、外国人

のゲストからも記念撮影をねだられ、そのモテ

方は尋常ではなかつた。多分、どんな日本のイ

ケメン俳優が来ても、あれほど外国人女性か

ら熱い視線を送られることはなかつたのではな

いだろうア〕`?知名度も国籍も超える、ゆるキャ

ラの威力を目の当たりにした瞬間だつた。

2020年東京オリンピック・パラリンピック

開催が決定し、益々観光立国への期待が高ま

るが、その開催効果をいかに長い期間、広い地

域に拡大していけるかが課題だ。富士山からゆ

るキャラまで、日本のもつ多数の幅広い文化価

値を生かしたい。

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 副部長兼企画広報支配人

本質を見抜く視点は色あせない。
大阪支部の事務局を担当するようになつ

て 4年と8か月が過ぎました。私と MCEI

の関わりは入社半年後東京に転勤し、東京

支部の定例会に参加したし頁に遡ります。ま

だ右も左もわからない若造が、水□先生や

MCEIの 先輩方にくつついて 1990年 10

月のアメリカ研修ツアーに行つたこともあ

ります。相当な刺激の毎日で消化不良を起

こしていた記憶があります。そして、水□

先生の視点と感覚の飢さ、新しさに、感銘

を受けておりました。

その後、30手前から 40半 ばまでは当

社内の担当が変わつたこともあり、MCEI

とは疎遠になつておりましたが、15年 の

月日を経て再ぴ MCEIに 戻つてきました。

今年 40周年の大阪支部。1月 からの特

別講演の準備中、17年前の水□先生のス

ピーチの映像を観ました。事例はもちろん

古くなつておりますが、先生の視点の本質

の部分は今も変わらない大切なことでし

た。「生活者のこと知つてますブ〕`?」 「ちゃ

んと見ていますか ?」 決して色あせない言

葉です。もう一度、襟を正して 20代のヒ頁

の気持ちで仕事に臨もうと思いを新たにし

ました。

さいとう  ひ て お

齋藤 秀雄

大平印刷 (株)営 業推進部長
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JPM協会は、「プロモーション品質」を高める、新しい賞を開設します!

◆ 来期 2014年度から、日本プロモーショ

ナル・マーケティング協会展に、新し

い「アウォー ド」が加わります。この

賞は、昨年度、新法人制度に基づき改

定設定した定款の定める「」PM協会の

会員企業共通の理念 “健全なプロモー

ショナル・マーケティング産業"を育

てる」に基づくものです。

◆ この賞は①「効果性」(プロモーション

効果が担保されていること)② 「社会

価値性」(社会にとって価値あるプロ

モーションであること)③ 「遵法性」

(法令・規範を順守したものであること)

の 3点の充足度が評価の基準です。

◆ さらに、この賞への応募にあたっては、

会員各社に「GPA主査」を設置いただ

き、「効果性・社会価値性・遵法性」の

業界共通基準での点検を行い、また社

内において「効果性があり・社会価値

性のある 。そして違法のプロモーショ

ン」の啓発・推進の役害」も担つて頂く

という、中長期視点からの施策です。

さ か tヽ だ  いねゆき

坂井田 稲之

日本プロモーシ室ナル・マーケァィング協会

専務理事

新しい世代の消費スタイル
仕事柄、10代、20代 といつた若者た

ちを調査することが多くあるが、これまで

とはまったく違う価値観や消費スタイルを

持っていることに驚かされる。彼らの消費、

購買行動は、自分の価値観や基準を満たす

ことに主眼がおかれており、他者に顕示し

たリアピールしたりすることには窯頓着で

あつたりする。したがつてプランド物など

への意識は低く、衣食住などには高額品を

用いず、自分の興味の範疇にあるこだわり

に、ややお金をかけていたりすることが多

th。

もう一つの特徴は、同じ価値観を持つも

のとの繋がりや体験共有に繋がる消費を求

めていることだ。価値観の似たものとライ

ブに行く、仲間と BBQをする、みんなで

スポーツをする、そうした体験型の消費意

向はまつたく衰えていない。スポーツの応

援やハロウィーンでの仮装などが以前より

も盛り上がっているのもそうした影響から

なのではないだろうか。

ポスト震炎、オリンピック東京開催も決

まつたところではあるが、10代、20代 と

いつた若い世代が今後さらにどのような消

費スタイルを作り出していくのア)｀、引き続

き淮日していきたい。

賜
上勤

坂
しんすけ

員介
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(株)市場開発研究所 代表取締役



変化に対応すること、地に足をつけること

世の中の流れ、速すぎませんか?

この前登場したものが、あつという間に

話題にされ倒し、すごいスピードで「まと

め」られてます。まとめられた瞬間から「過

去」のもの。モノやコトの消費スピードが

速すぎる。

この変化の波に乗らなければ 1と いうこ

とで、色々試してみたりしましたが、あつ

という間に伺がなんだア)｀分からなくなりま

した。何が変わつているのア〕`? この変化

はどこへ向かつているのか?…変化の波に

乗つア)｀ るだけではいけなプ〕`つた。

自分の中に、何ア)｀ しら「基点」のような

ものを持つていないとダメだと思いまし

た。それは、仕事で培われたものだつたり、

人と話して気付くことだつたり。「地に足

をつける」といいますが、足のつけ方も変

わってくるなあと。深く広く根を張つて、

風が吹いても倒れない大きな幹を持つより

は、海の底にアンカーを下ろして潮の流れ

を漂うような、でもまた戻つてくるような

イメージを持つています。

最近「仕事つてこんなに難しかつたつ

け?」 と感じることが多くなっていて、こ

のような事を思つていました。

(株)ヒロモリ

リテール&シ]ッパーソリューション事業部

第一営業ユニット シエアプランナー

募
瞬

批
本

♪
坂

希望はここから、勝負はこれから。
「もつとおいしいものを食べたい、もつと楽しいことに出会いたい。

もっとスマートに生きたい。すべての人がそう願い、そう望んでいます。

それが、人lttlの願望です。マーケティングはこの願望に応えようとす

る企業の渚動です」ご存知我らが師匠でありMCtt Japanの 創設理

事長の水□健次さんの言葉です。(水□健次Fマーケティンク戦略の

実的 日経文庫、1999年、3頁 )

MCEIの Mは Markedngの Mです。Markelng Communtalon

とは、同じ時代を生きる生沼者とブランドや企業がそのすべての接点

を利用して、生話者の願望をかなえるための渚動です。

MC日 大阪支部の2013年 度の年lDlテ
~マは「MARKETN6

NEW ROAD ―新しいマーケティングの道をデザインする―」で

した。このテーマにはマーケティングを「儲かりまつか?」 という売

上と利益と効率を追求する儲け話の醜いツールには絶対陥れないとい

う意思が強く含まれています。人々 が現代を生き板いていくための真

に役にたつ根源的なマーケティングでありたいと考えました。この一

年間定例会にお呼びした講師の方々 はそんな思いに見事に応えてく

れました。マーケティングはまさに人々 が生き放いて行く指針であり、

遥かなる地平線に向かう道程だと教えていただきましたO

2013年度、MC日 大阪支部は40周年を迎えました。40周年は未

来に向けての40周年でもあり、50周年、+00周年を見据えての40

周年です。

毎月の定例会のレポートを理事長ブロクとして定例会の翌日に大阪

支部のHPにアップしています。そのフログの末F毛にいつも使つてい

る水□語録があります。「希望はここから、勝負はこれから。これか

ら面白くなる。今日、ここからまた新しい出発。元気出していこう。」

さ わ だ  よしひろ

澤田 好宏

MCEI大阪支部 理事長

Spark Point 代表

http://www mce卜 osk grⅢ p/aruc e/14973257 html
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2014年の経営戦略に思うこと
日経ビジネスで「会社の寿命」特集があつ

た。30年から 18年 にその寿命は縮んだ。

原因は企業成長と共に会社の老化が進み、

成長が鈍化するという。

確かにそうだと思う。その解決方法は

「倉」業者視点」「顧客視点」「共創視点」の

3視点を取り戻せと。私なりに考えてみる

と「創業者視点」とは、企業哲学を基盤に

明確なビジョンを描き、社会の変化に対し、

変えてはいけない部分と変えなければなら

ない部分を示し続けること。「顧客視点」

とは、いつも顧客の立場に立ちながら、課

題角軍決が継続出来るか。「共倉」視点」とは、

自社の独自1生を渚かしながら、機能有る企

業とタロ何にコンソーシアムを組めるダ)｀。

2014年 は、世の中の変化に「―期―会」

の精神で取り組むこと、挑戦する心を持ち

続けること、部分最適から全体最適を伺時

も考え続けることが必要な年になると思い

ます。

し ば た  ま さ お

柴田 正雄

ニッコーレン (株)代 表取締役社長

志を良くするノウハウはない
私の (人の)マネジメントにおける信条

は、「志が良く、やる気 (熱意)と能力の

ある者に、刺激 (情報、テーマ)を与えれ

ば、成果を出す」というものだ。

人の成果=志 ×熱意×能力×情報

ここで、志 :― ∞～+∞、熱意 :0～ (必

ず+)、 能力 :0～ (必ず+)だ。つまり、

志が悪い者は熱意と能力があつてもそれが

―にl重力いてしまう。熱意と能力は入社後に

磨けるが、志は個人固有のもので会社では

どうすることもできない。

志が悪い者はいないことが組織の前提で

あり、万―いたらウィルスのように組織内

に伝搬する。まずは全力を挙げて入□で

シャットアウトする必要がある。さらに、

入社後も低きに流されないよう、良い志を

維持するように組織としての規範を保つし

くみを作り上げる必要がある。

熱意を喚起させ、能力を伸ばし、適切な

情報を与え共有するためのノウハウ本は世

の中に山ほどあるが、志を良くするノウハ

ウはない。自ら作り上げていくしかないの

だ。

しんかわ  まさゆき

新川 雅之

スタック電子 (株 )

取締役 企画本部長
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西郷隆盛―その生涯―から
鹿児島を訪れた日寺に「西郷南州顕彰館」

に立ち寄つてみた。そこで西郷隆盛の生涯

に関する書籍を購入し、改めて西郷の魅力

ある人間性を理解した。

西郷隆盛は下加治屋田」の貪困家庭に生ま

れたが、藩の造士館で、「年下の者は年上

の者を敬い、年上の者は年下の者の手本に

なる行動をとる」といつた郷中教育を学

び、徐々に才覚を現してきた。その才覚を

認めたのが藩主の島津斉彬であり、まだま

だ階級の低い西郷に重要な仕事を与えるこ

とで、西郷の成長を期待したという。

西郷は文武両道により精神と身体を育

み、貪困であり奴隷扱いも日常的な時代の

農民に対しては、自らの給料を分けるなど

誠実かつ熱情の強い人物でもあつた。

そのような西郷から我々が学ぶべきもの

としては、誠実かつ公明正大に人や物事を

判断すること。そして自ら学び鍛え、無ア〕`

ら形を作り上げる想像力を身に付けること

ではないでしょうア)｀。さらに、人に成長の

チャンスを与える眼力も、企業経営の中で

はとても大切なことだと改めて思い知らさ

れました。

す が の  きよし

菅野 潔

(株)興栄社

代表取締役社長

却下照顧
経営の基本はミッションに表される企業

の夢である。社員を含もヽ多くの人に共感

を得られ、その力が集約できるかどうア)｀

はミッションで決まる。優れた企業のミッ

ションは人を鼓舞する力がある。ナイキ

は「世界中のアスリートのためにインスピ

レーションとイノベーシ室ンを」と唱えて

いる。ミッションの次は POD(Point of
Departure:ビジネスの出発点)の理解で

ある。知彼知己、百戟不殆。不知彼而知己、

一勝―負。不知彼不知己、毎戟必殆。現代

版のSWOT分析そのものである。そして、

その次は POA(Point of Arnva:ビジネ

スの到達点)である。多くの場合経営者が

明確な POAを持つていないことが問題な

のではと考えている。つまり、社長になり

たい人が社長になつたのでは駄目で、社長

になってどう企業を変革するのア)｀ が大切な

のだ。PODと POAは必然的にギャップ

を内包している。そのギャップをどう埋め

るかが戦略となる。組織が重要であれば組

織戦略論となり、マーケティングが重要で

あればマーケテイング戦略論となる。

しんさく

慎策
憶
山

ズ
杉

就実大学 教授
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世界がつながつている
今年の春、モロッコを訪れました。約 5

年ぶりのアフリカ大陸です。この旅で実感し

たこと、それは「世界がつながっている !」

ということです。今回の旅行はあらゆる場面

で、今までの旅と違う感覚を覚えました。

例えば「サハラ砂漠」。周りには何もない

ポツンと出現したホテルの中で、無料 W同
接続可能。例えば「山奥深く」。モロッコ北

部に位置する山岳地帯のカフェでも同じよう

に無料 Wi日 完備。lラlえば「雲の上」。エミレー

ツ航空では一部の上空を除いて、電話やイ

ンターネットが利用可台じ(有料ですが)。

つまリスマートフォンーつあれば、たとえ

地上40,000フ ィート上空を飛んでいようが、

日本ア)｀ ら 10,000km離れていようが関係な

く、どこでも誰とでも連絡が取れてしまうの

です。

最近、増加していると耳にする、カフェや

図書館で仕事をする「ノマド (遊牧民)ワー

カー」。もしかしたら既に国内外を問わない

ノマドワーカー連もたくさんいるのかもしれ

ません。

簡単に世界と繋がれるということは、とて

も素敵なことだと思います。しダ)｀ しながら「日

常を忘れて世界を楽しむこと」を旅の醍醐

味とする人にとっては、少しの自制を余儀な

くされるのア)｀もしれません…。

す と う  み ゆ き

須藤 実華

カルビー (ホ朱)

営業本部 営業企画部

自分のするべき事
仕事柄、私の同僚は少なからず鉄道に興

味のある人が多い。私もご多ノ刀＼に沢れず、

鉄道模型、鉄道写真、時亥」表趣味など、い

わゆる鉄チャンである事は自他共に認めると

ころだ。当社の直営ショップに就職し、やが

て営業部に移つて勤続 30年を迎えるが、自
ノ刀`なりに趣味的なポテンシャルにも自信を

持つていた。しブ〕`し世の中は広い。入社して

みれば模型作りには模型作りの、写真撮影

にはそれなりに、自分よりずっと上手い猛者

がいることを、プロの世界に踏み込んで痛い

ほど知らされた。どうする?

しかし最近某アイドルグループをプロ

デュースするA氏の本を読んでこんな一文

を見つけた。「音楽でもエンタテイメントで

も自分は楽器も上手くできないし、勿論演じ

る事もできない。しかし本場の良いものや最

先端の物を知つている。そのまま日本で紹介

しても売れないので、これをアレンジして紹

介して行くのが自ノ刀の`仕事。(要約)」 だとい

う。自分の仕事もこれと同じかもしれない。

だから自分がすべき事はさらに鉄道趣味を

極める努力をしながら、一般世間のトレン

ドやニーズをもっと知つて、これらと鉄道趣

味のコラボレーションによつて、鉄道模型を

もつと世間の人達に親しんでいただくことだ

と思つた。もっと勉強しないといけない。課

題と興味が無限に広がる。

せき  まさひろ

関 昌弘
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「おもてなし」vs「倍返し」
少 し音の話になるが、User Expenence

というIT業界の用語に「おもてなし」とい

う日本語訳を使い、『現代用語の基礎知識

2008』 に収録させたのは、中島聡氏である。

作るほうの自己満足のためのこだわりではな

く、使う人たちの滴足をあげるためのこだわ

り、つまり製品やサービスを使う人を「おも

てなし」するためのこだわりに着目して、こ

の日本語を訳語に採用したのである。(アス

キー新書『おもてなしの経営学―アップルが

ソニーを超えた理由』)

その「おもてなし」が再びB却 光を浴びた。

もっとも、その英語訳はUSer Expenenceと

はならなア〕`ったようだ。それはさておき、顧

客満足度調査でトップレベルにあるいくつダ)｀

の優良企業がこの秋、消費者の信頼を損なう

事業運営があったとして、社会的非難を浴び

ることになつた。2013年のもうひとつの流

行語「倍返し」に刺激された内部告発が、社

会現象化したア〕`の感さえする。とつてつけた

「おもてなし」ではなく、こだわりとしての「お

もてなし」を組織の隅々にまで行き波らせる

のは、容易なことではないと思い知らされる。

さて [現代用語の基礎知識』を出版する自

由国民社が主催する2013年のユーキヤン新

語・流行語大賞は、どの言葉が獲得するだろ

うか?

た お り  の り お

田下 憲雄

(株)インテージホールディングス

取締役会長

今できることを意識する
今年は芸能界やスポーツ界のミドルエイ

ジが印象的だつた。KISSや AEROSMITH
など私が高校生の頃から間いていたバンド

が今でも多数現役で、声も容姿もキープし

つつ、ファンを魅了する力はさらにアップ

していること。一方スポーツ界では、体力

の限界と向き合いながらも結果を出してき

たプロ野球選手が、相次いで球界を去つた

こと。どちらの姿も私にとつてはとても

力 ソヽコよく、感動的に映つた。それは自分

の今の姿をよく理解し、いつか必ず来る

「見極めの時」を覚悟して、「今できること」

を精いつぱい頑張つてきたからなのだろう

と感じる。

自分は歳を取つた気はあまりしてなtヽ の

だが、気づけばすつア)｀ リミドルエイジのど

真ん中。B寺間が有限であることを肝に銘じ、

今できることを意識して新しい年を迎えよ

うと思う。

たかはし  あ さ こ

高橋 麻子

MCEI東京支部 事務局
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顧客との「直接」コミュニケーション
2013年、コンピニエンスストアの挽き

たてコーヒーが大ヒットしました。メー

カー品ではない自主企画として、沸通が成

功を収める事例が益々増えてtヽ ます。一方

で、メーカーも通販やアンテナショップな

ど、高付加価値商品を顧客に直接販売する

手法が増えています。直販により顧客との

新たな接点が生まれ、売り手独自のノウハ

ウに活ア)｀ されます。ビッグデータを渚用し、

顧客の反応を効率的に得られる時代にもな

りました。流通がメーカーとして、メーカー

がお店として顧客から受け入れられ、従来

の流通モデルが進化しています。これこ老

水□先生が生前おつしやつていた「顧客接

点」だと思います。顧客との直接的接点か

らの発見により、これブ〕`らもオリジナリ

ティーある先駆的な商品・サービスが増え

ていくでしょう。2014年 も MCEIで 多く

の成功事例を学びたいと思います。

たき  じゅんtヽ ち

滝 純―

社内販売ネット (株 )

父の生きがい
父が定年を迎えて久しい。仕事―筋で趣

味といえるのはたまのゴルフくらいだつた

ため、退職後はどうなることかと家族そ

ろつて心配したものだが、それも取り越し

苦労。カメラ、パソコン、チェロ、家庭菜

園、地域貢献活動などなど、私の知つてい

る父とは別人というくらい色々なものに挑

戦し始めた。そのモチベーションたるや止

まる事を知らず、今は合唱に熱中してtヽ る。

9月 に、所属するコーラスグループのコ

ンサートがあるからこないかと母から連絡

があった。なア)｀なか実家に帰れていない後

ろめたさもあったため、父には内絡で行っ

てみることにした。はじめて見る父の歌う

姿に、最初は気恥ずア)｀ しく落ち着かなかつ

たが、次第にコーラス全体の雰囲気に引き

込まれていつた。声を枯らしながら一生懸

命に歌う父の姿に、なぜかジーンと胸が熱

くなった。

帰り道、思いがけず応援に来られて照れ

る父に「あの声でソロパートまかされるの

はどうかなあ」とダ)｀ らかつた。「あんた、

声が一番父さんに似ているの気づいてない

の ?」 と母。そう言われて悪い気はしない。

たけうち  よしたか

竹内 仁孝

(株)千修

第一営業本部 営業第四部 部長
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`ハ ミダス'活動
現在、ミッション・ビジョンの浸透を目

的に、 `風通しが良い職場'を 目子aし して、

全国各地の事業所にて経営層と従業員との

対話を実施しています。そして、対話の中

から浮かび上がった課題は、業務改善へと

つなげています。この活動は、従業員のモッ

トーであり、チャレンジすることや周りと

連携する気持ちを込めて、"ハミダス活動"

と名付け、全社的な活動へと展開していま

す。

この 2年で延べ 2,000人以上の従業員

の方々と対話して、様々な価値観や個性を

持つ人員オが社内にいることを改めて認識す

るとともに、ちょつとした声かけや気固Eリ

が大切であり、そこから連携や連帯感が生

まれることを実感しています。このハミダ

ス活動を通じて、 `ハ ミダシ'てもよい雰

囲気を醸成し、従業員の方々がお互いの個

性をもつと尊重し合える社風になり、そこ

ア〕`ら『新しい価値』が生まれると信じて、

全国各地の事業所への行:却 を事務局として

続けています。

たけなが  まさひこ

竹永 雅彦

(株)三チレイフーズ

ブランド推進部 ハミダス推進グループ

部長

言葉は重い !思い !

言葉の思い !昨年、自民党に政権が移り、

早や一年を迎えます。この一年、アベノミ

クス効果で経済はデフレ経済を脱却すべく

出□を見出しそうです (ま だ、個人的には

実感はありませんが 笑 )。 この事象は一

年前の民主党政権時と何が変わつたのか ?

変わつたのは明快な リーダーの言葉です。

三本の矢を経済発展の基軸に位置づけ、強

い意思で軸がぶれない政策が国民の不況ア)｀

らの脱却の思いと合致したことが、市場経

済を変えつつあるのではないでしょうか。

反面、重い 1言葉を痛感 しました。東日本

大震人は早や、三年を終えようとしていま

す。一年目は国内外からの寄付、ボランティ

ア渚動は世界から絶賛されるほど輝いてい

ましたが、時が経つとだんだん記憶から薄

れてきます。未だに風評被害による経済の

建て直しが困難な業界も多々あり、海外に

於いては未だに輸入制限を解除していない

国も見受けられます。思い !言葉は誰が発

したかが影響しますが、重い !言葉の発信

者は誰だか確認できません。人の言葉の明

皓を感じた一年でした。

た し ま  しんいち

田島 慎―
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高度情報社会 片手落ちにならぬよう
第 3の産業革命が、情報通信分野で特

に猛スピードで進んでいる。収益の構造を

変えるような挑戦が様々行われ、昨日の

ヒー□一が一転するなど業界地図の塗り替

わりが激しい。ユーザーにとつては利便性

が高まり、無料サービスも豊富になつて、

以前にも増して瞬時に手軽に情報の受発信

が簡単に行えるようになっている。ビジネ

スにおいても趣味においても、マッチング

の可能性が広がり、思いもつかなかつたモ

デル、繋がり、ことがらが新たに誕生して

いる。情報通信革命は個々のチャンスや世

界を無限に広げていくのだろう。

一方で、生き残りの激しい競争や、情報

格差もさらに拡大する可能性も併せ持ち、

情報通信の策限の可能性に縁の薄い部分や

落とし穴も発生する。利便性、スピー ド、

手軽さそして世界の広がりを享受しながら

も、 リアルの部分の重要性を認識し、 リア

ルで補完していくことも忘れずによリー層

大事にしていきたい。

た な か  さ な え

田中 早苗

(株)京王エージェンシー

マーケティング室

変化を経営せよ
情報社会は変化活用の速度を上げた社会

である。何が変化かを常時に受信整理して

考えて渚用することで、人も企業も地域社

会も国も地球社会も生かされるのである。

2020年の世界からの集合力は、この 7年
の間に社会の風力となって東京を入□に日

本中に淮目と取材を強めてくれる。世界の

人をよろばせる色々な矢[l恵をこの風に帆を

上げての提案にすれば、実行力を高められ

る。変化の整理項目は様々であるが、パラ

ダイムシフトの代表性をにらむと、①シニ

アシフト②シングルシフト③ウーマンミッ

クス①メディアプログラム⑤アジアシフト

⑥エナジープログラム⑦シティシフト①ラ

イフワークシフト等が指!商できる。自らの

変化対応を当然の帰結として経営継続を捉

たにぐち

谷□
まさかず

正和

(株)ジャパンフイフデザインシステムズ

代表取締役社長

えよう。
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『リバース・メンタリング』の必要はないのでしょうか?!
日本の企業が今、抱えている新しい課題

として「世代間の隔絶」があるのではない

か。

20数年以上も前の高度経済成長という

時代にも支えられたわが社の輝やかしtヽ成

長発展と、それを可能にした「プランドカ」

や「経営戦略」による成功体験の記憶しか

ない上の世代、即ち経営幹部層と、仕事を

始めてから自信につながる我が社の「実力」

を実感した事の少ない若い世代との認識の

ギャップや思いの隔絶が背景にあるのでは

ないか。

こうした課題を解決する為には、組織構

成員が相互に虚心に「学び合う」とtヽ う姿

勢が大切になるのだ、と思う。 その為に

アメリカ G・ Eのジャック・ウェルチが提

唱した「リバース・メンタリング」という

学習が有効なのではないか。

それは、企業組織の中における世代間の

断絶を解消する為、若い世代が上の世代に

学ぶという従来のメンター制度ではなく、

上の世代が若い世代から学ぶという逆方向

のメンタリングである。こうしたリバース・

メンタリングの手法を導入することによつ

て、新しい企業文化や経営戦略の倉」造が可

能となり、思いを共有していく事が実現で

きるのだと思うのです。ご検討を賜れば幸

喜に存じます。

たにくち  まさる

谷□ 優

四日市大学 名誉孝文授

どこへいくの 新聞紙
幸運をもたらす、天然石のブレスレット。

週刊雑誌の裏表紙の広告。お目にかかった

ことがある方は多いと思う。先日A日 新

間の朝刊全面広告に登場。新聞社の広告局

の営業手腕がいいのか、いろんな業界の広

告を目にする事が出来る。ミュージシャン

のアルバム、コンサート、単llや服の量販店、

健康商品等々、皆全面広告。今年の夏には、

ウルトラマンで全面見開き。

情報環境が変り、「新間に広告を出した

い」というクライアントが山ほどいた時代

が終わり、新聞社は広告会社とタッグを組

み、提案営業、コンサルタント営業を熱心

にされているらしい。おかげさまで、新間

購読者は、お金を払つて、自分とは関係の

ない、興味もない広告を延々と見ることに

なってしまってtヽ る。

ニュースを伝えるといつた本来の役目を

デジタル版に移行させ、紙媒体が、その持つ

ているチカラを充分発揮せず、売り手側の

勝手な情報ばかり掲載されているなんだか

妙な媒体 (宣伝紙 )になってしまわないよ

う祈りたい。お正月の朝刊を開tヽ て、がつ

かりさせないでね、A日 さん。

た H3｀ ら  ただし

田村 直

(株)シャイン・プラス

代表取締役
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「一人」でいること
「一人」という言葉に対して、「寂しい」

であったり、「孤独」といつたマイナスイ

メージを持つ人は多いのではないだろう

か。実際、身の回りにも、一人になること

を嫌がり、伺をするにも他人と一緒という

ような人が数多く存在する。

しかし、「一人」でいることはそんなに

イケナイことなのだろうか。今、「一人」

の時間を過ごすことの価値が見直されつつ

ある。

先日の講演で、「『一人』でいる人は、そ

こに内なる自分との対話があるから、もヽし

ろ豊かな時間を過ごしてるんだ」とtヽ うこ

とを仰つている方がいた。また、「ひとり充」

とtヽ う言葉も出てきた。趣味や自分磨きを

することで、一人の時間を充実させようと

いう考えだ。

「一人」の時間を大切にする人が増えれ

ば、「一人」という言葉のマイナスイメー

ジは払拭でき、皆がより豊かな人生を送る

ことに繋がるのではないだろうか。一人で

昼飯を食べているだけで後ろ指を指される

ような社会がこれから変わつていくことを

私は願つている。

ち ば   たかひろ

千葉 貴大

早稲田大学 商学部

あなどれない露天商
最近、フリーマーケットにはまつています。

扱う商品は豆本。手作りの豆本をトランクに

詰めて持参し、キヤンプ用のスタンドに乗せ

た即席店舗の開店です。濯美清氏が演じたフー

テンの寅さん、そのままの世界を演出しました。

カバンを開くだけ、売場面′1責は 1下にも満

たないマイクロ店舗ですが、販売理論を無視

することはできません。客の目を向けさせる商

品、触らせる商品、売上を稼ぐ商品、追加貝歯

入で客単価を上げる商品、それぞれに役割分

担が欠かせないのです。適当に並べただけで

は、購入の手は伸び難いのです。

更に、開催される地域の特性、来場する客

層、隣接する他の店舗のJ及い商品などを勘案

し、その場で販売仮説の策定と微調整が求め

られます。POPも幾種類か持参して、当日の

状況を見ながら使い分ける必要があります。

気楽なのは、稟議書を回す必要が無いこと

です。自分の考えだけで、いか様にも店作り

を変えられますので、ストレスが溜まりません。

午前 10時から午後 4時位までの6時間営業

で2万円は売り上げます。(5万円近く売つた

こともあります)

この販売効率はコンピニ店の 15倍以上と

なります。しかも利益率は90%を超えますの

で、セブンイレプンも東つ青になる位のミニ

店舗なのです。

ち tよ    とうにヽち

千葉 東―

(株)セン コーポレーション

代表取締役
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遷宮のナレッジネットワーク
2013年 、伊勢神宮で 62回 目の「式年

遷宮」が行われた。膨大な時間と労力をか

けて行われるこの祭事は、世界に類のない

“20年周期の偉大なる再生と循環のシステ

ム"ともいわれる。樹齢数百年以上の檜な

ど一万本超の用材は計画的に植林・伐採さ

れ、約 10年の歳月をかけて造営されるこ

とで、建築技術の伝承と世代交代が行われ

る。旧社殿で使われていた大柱が鳥居とし

て再生されるのを始め、すべての古材は果

ては全国の神社でも再利用される。

社殿はもとよりおよそ 1,500点 の装東・

神宝類も日本の伝統技術により調整される

が、そこに設計図のようなものはなく、職

人の□伝によるとか。これらすべての技を

確実に伝え育てられるのが 20年 という周

期である、とも間く。

20代の見習いで初めて遷宮を経験した

大工さんが、2度目は 40代で作業の中心

を担い、3度目は 60代の棟梁として後継

者づくりに携わる…。

1300年にわたり連綿と受け継がれてき

た “壮大なナレッジネットワーク"。 ソフ

トと人の育成・伝承は、現代に生きる私た

ちにも多くのこと教えてくれる気がする。

つ |ま た   さ ほ こ

坪田 佐保子

PRプランナー

「分かる」と「分かり易い」の谷間
昔のベストセラーであるホーキング博士

の宇宙本を、最近読んだ。難解なはずの事

象が肇くべき平易な表現で語られているこ

と、今まで複雑な経路を経て今に至る物理

の体系が、一つの物語として纏められてい

ることに驚きながらページを繰つた。

一気に最後まで読み進め、いっぱしの宇

宙通、物理通になつたつもりで、内容を反

男しようとしたら、それが全然出来ないこ

とに気付く。理解したつもりだつた内容が

心で再構成されず、折角天才が膨大なコン

テンツを体系立ててくれたのに、一度読ん

だだけでは、その思恵に与ることは出来な

かつた次第。

わが身に照らしてみると、さて、自分は

分かり易さに走りすぎてはいないだろう

か?本来難解なことを平易にするあまり、

落としてはならない複雑性まで犠牲にして

tヽ ないだろうか?伝えることの難しさを痛

感した中秋。

とみなが  とものぷ

富永 朋信

合同会社 西友

マーケティング本部担当

執行役員シエア・バイス・プレジデント
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虎は死して皮を留め、人は死して名を残し、企業は死しても人を残す
城山二郎の小説「鼠」を30年ぶりに読み返した。

戦前、財閥系商社に迫る勢いの「鈴木商店」が

舞台。企業買収から海外戦略まで拡大路線をひ

た走り、三井物産や三菱商事、住友商事の脅咸と

なった。しかし、米騒動事件で、一気に信用を失

墜、結果的に倒産するのだが、その猪突猛進ぶり

は、闇雲な拡大路線への豊鐘ともいえ、当時 (1980

年ごろ)のダイエーになぞられた。

そのダイエーだが、「鈴木商店」よろしく拡大

路線をひた走りながら1978年に日本一の小売業

となる。しかし、売上と同じくらいの借金がかさみ、

2004年 、ついに産業再生機構入り、実質経営破

たんした。その後、丸紅の支援も仰いだが2013

年にはイオングループの一員となった。ダイエー

の名前はまだそのままだが、いずれマイカル同様

イオンの看板に変わるのは時間の問題だろう。

しかし、いま多くの流通業に元ダイエーの方々

が活躍している。活躍している企業は様々だが、

いずれも優秀なトップまたは幹部社員として評判

が高い。小説にでる「鈴木商店」もその後の神

戸製鋼所や双日の母体となり倉」業時に元 '鈴木商

店の幹部が活躍した。諺に「人は死して名を残す」

というが「企業は死しても人を残す」と言えまい

か。

*余談だが、城山二郎氏はダイエーをモデルとし

た小説「価格破壊」もあり、併せて読むと興味

深い。

と よ た  まさひろ

豊田 正弘

(株)ダイヤモンド・フリードマン社

沸通マーケティング局 編集委員

末来のあたりまえを作る営業
営業が生み出す価値を考えようと、水□

健次創設理事長にも「難しtヽ な～」と一絡

に悩んでいただいたプロジェクトから、本

を生み出すことになりました。長い時間が

かかつてしまいましたが、出版される「創

発する営業」では、MCEIで学び実感した、

関係の中から価値を生み出そうとする営業

の力に、現場の事例から組解き焦点を当て

てみました。

本の帯にはこんな説明がつきそうです。

「これからの営業は、製品企画への顧客

参加とか企業と顧客との協lttlを コーディ

ネー トする役割を果たすことになるだろ

う。」

こんなことあたりまえだろうと、MCEI

のメンバーの方々に言われそうですね。

ナ
(卜 かじま  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 ドットDNP
館長
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貨物新幹線列島大動脈構想
元 」R九州‖社長の石井幸孝さんたちが提

案した「貨物新幹線列島大動脈構想」が環

境省主催の政策提言コンテストで優秀提言

に選ばれたという。もともと、貨物新幹

線については昭和 39年に東海道新幹線が

作られた時から一つの案として存在して

いた。それが近年の「平成 27年にトラッ

ク ドライバー 14万人不足」「地球温暖化

(C02)問 題」「燃料費の高騰」などア)｀ ら、

出てきたのだろう。青函トンネルによる新

幹線の函館までの延伸ではトンネル内の在

来線が廃止されるため函館近郊のターミナ

ルに集めた道内産の貨物を新幹線で本州ヘ

運ぶ案、全国の東北ア)｀ ら九州に至る新幹線

網で夜間に貨物列車を走らせる案、などが

生まれている。ただ、夜間に一編成程度走

らせてもトラックの削激にそれほど効果も

ないこと、新幹線はトレイン方式でなく電

車方式なので、寅物専用車を作るのにお金

がかかり、それを誰が負担するか、運賃を

どう設定するア)｀、などの問題がある。

な か だ  しん や

中田 信識

神奈川大学 名誉教授

POSデータの開示について
現在 MDON調 べでは、120以 上の小

売業が POSデータを開示している。POS
データは対ヽ売りの宝物で誰にも渡さないと

tヽ う 10数年前とは様変わりをしている。

しかし、その POS開示にも問題がある。

POSの提供の仕組みが各社ばらばらで、

企業によつては一括の出力が出来ずに、力

テゴリー別・期間別に 4店舗ずつしかデー

タ入手できないとか、とにかく手間のかメ〕`

る仕組みが多い。また、データが CSV形
式等の提供しかなく、その取り込み加工に

膨大な時間がかかる。帳票や図にするだけ

で一苦労という状況である。

流通 BMSに より受発注のフォーマッ

トの標準化は進みつつあるが、支援系の

フォーマットの標準化はなかなか進まない

のが現状である。州(売 りとサプライヤーの

取組において、作業部分の効率化が絶対に

必要であり、効率化された時間を分析やア

イデア開発に使つた方が WIN―WINの実現

に近づくと思うが、実現にはまだまだ時間

がア)｀ かりそうである。

中田 秀華

(株)マーチヤンダイジング・オン

専務取締役
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リーダーのタイプ
2009年 ア〕`ら公益貝オ団法人流通経済研究

所が発行している「流通情報」に"リ ーダー

の戦略"と いうタイトルで小売業のトツプ

のインタピュー記事を載せている。これま

でに 18名 の CEOの インタビューを行つ

てきた。一般にリーダーには統制型、民主

型、示唆型の3パターンがあるといわれる。

統制型のリーダーは組織を引つ張つていく

タイプで外資系の企業に多い。民主型リー

ダーは周囲のコンセンサスを得ながら部下

をマネジメントすることによつて組織を動

かすタイプ。示唆型リーダーは方向1生のみ

を指示して、後は組織に任せるタイプ。戦

国時代は統制型リーダーが多く、安定した

江戸時代は民主型や示唆型のリーダーが多

かつたようである。

さて、今の世の中は戦国時代か江戸時代

のどちらであろうか?セ ブン&アイホール

ディングスの鈴木会長などは統制型リー

ダーであるが、これまでインタビューして

きたリーダーは、どちらかというと民主型

や示唆型のリーダーである場合が多ア)｀ つた

ようだ。いつまでも江戸時代であればよい

のだが。

なか6ら  ひろし

中村 博

中央大学ビジネススクール 教授

「コトムケヤワス」の話
2043年 は流行語の当たり年だそうで、「アベ

ノミクス」に始まり、「今でしょ!」「じえじえじえ|」

「倍返し」「お ,も ,て 。な。し」と、例年なら流

行語大賞に選ばれていたであろう横網クラスが数

多くノミネートされている。

2044年、ぜひ世界に広めたい言葉がある。「コ

トムケヤワス」(言向け和す)。 古来から伝わりな

がら長く忘れられていたものだが、「力づくでな

く言葉の力で相手の魂に触れて共感を得て事を

成す」という意味がある。起源は神武東征の折に、

まつろわぬ民を武力でなく言葉で不□して、味方に

した故事にあるという。以来、我が国では「言向

け不[して」争いを納めることを美徳としてきた。

不日の国、日本の誇るべきビヘイビアであり、ぜひ

世界に発信していきたい考え方である。

マーケティングの仕事もこれに似ている。「目

立って」「好かれて」「欲しがられる」がマーケティ

ングの基本とすれば、圧力的な力でなく「ストー

リーとビジョン」でお客様の魂に触れて、商品の

「志」に共慰してもらい、「愛して」頂く。そこに

は欺隅もヘリくだりもなく、もちろん偽装も誤表

記も要らない。

「マーケティングは顧客の好意と購買と滴足を

めぐる企業間競争の哲学と技術である」水□倉」設

理事長の言葉だ。あなたの商品の「志」をどのよ

うに「言向け不[して」お客様の好意と購買と満足

を獲得していくか、マーケターの腕の見せ所だ。

に と う  しょうへい

仁藤 正平

(株)SPソリューションズ 代表取締役

日本橋経済新間 編集長
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先見性を磨く
もう十数年前のことになる。当時勤務先のお

取引先であつたam/pmジ ャパン社長の秋沢志

篤氏 (現ヒー□―ズエデュテイメントlttl代表取

締役会長兼社長=幅広く次世代づくりに取り組

んでいらつしゃる)にお願いして、MC日 定例

研究会で講演いただいた。

am/pmは地域のお客様を研究し、昔から日

本にある「屋=酒屋、米屋、雑貨屋等=地域の

お役に立つ店」の商売を泥臭くやつているとい

う刺激的なものであった。高齢社会を見越して

宅配を計画。ホンダ社と提携し、配達用スクー

ターを開発して店に配置。当時から配違需要は

確実にあり、今後高齢化が進めば間違いなく配

連機能がお客様に評価される時代が来るという

信念に基づくものであつた。

現在 CVS業界は、高齢客の獲得、宅配に注

力している。さらに、美味しい弁当提供をめざ

し冷凍弁当を開発。松下電器産業社 (現パナ

ソニック)と提携し、弁当用強力電子レンジを

開発。温かい弁当を提供した。現在冷凍食品の

消費は仲長の一途である。さらに、オフィス街

に出店攻勢をかけ、土躍、日躍、祝日の売上げ

を犠牲にしても、平日のオフィス街に勤める人、

訪問する人を対象にした店舗を開発した。当時

から採算は合っていた。現在オフィス街では、

各チェーンのCVSを至る所で目にすることが

できる。社会の変化、顧客の欲求を捉え、果断

な自己革新が必要なことを改めて痛感する。

里予中経営事務所 代表

［瞭”騨

“Change" or “Die" ? !
先日、ある経営者の方の講演を聞きまし

た。その方はある外資系の化粧品会社の社

長として 30年間赤字だつた会社を 1年半

で黒字に転換させ、その後もさらに成長さ

せた方です。現在は顧問やコンサルタン

トとしての立場ア)｀ ら様々な企業の支援を

されています。その方の今年のテーマが

「“Chanse"or“ Die"?!」 です。Orの

意味は、“または"ではなく、Change(変

革)し なければ、Die(死ぬ)こ とになる !!

企業も人も成長するためには変革するこ

とが必須、現状維持はマイナスです。現状

維持は楽ですし、安定しているように感じ

ます。逆に変革することは勇気が伴います

し、学びも必要なので大変です。でも、新

しい分野に足を踏み入れるわくわく感は、

人を元気にします。死にたくないですしね

～ (笑 )

今年は、「“Chanse"or“ Die"?!」 をキー

ワー ドに変革して、成長することを目差し

ます !

の む ら  ひ ろ こ

野村 洋子

インブルーム (株)代 表取締役
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テレビ雑考 2013
テレビが大好きだつた。来)見 に「テレビばかり観てると馬鹿

になる」と言われて、民放ドラマ、アニメ、パラエティーに加

えて、NHKの ドキュメンタリー等も沢山観たら、□の達者な

生意気な写供になり、その果て現在の仕事をする自分がいる。

50年近くテレビと接して、番組には、「見たい番辛3」「見る

べき番組」「なんとなく見たら得した番組」の3種類あると思つ

ている。「見たい番組」は、自分のよく知つているもの。巨人戦、

お気に入りのドラマ、アニメ、などなど。「見るべき番組」は、

ニュース、歌番辛B、 流行のパラエティーなど、学校、会社で、

話題に遅れない益に見るもの。そして「なんとなく見たら得

した番組」。何気なく、または人に勧められて見たら、とても

印象に残り、世界観が広がつた。こんな経験、皆さんもあり

ませんか? 世界の写し鏡、卑から貴まで、あらゆる映像を

家庭に届けてきたテレビは今、TV&Web時代の到来を受け

て大きな変革期にある。そのなかで、「テレビは見られなくなつ

た」「見たいものを見る、オンデマンドの時代だ」等々 、テレ

ビの衰退を指摘する声も大きい一方、「半沢直樹」の高視聴

率を受けて、「時代を問わず、良い番組があるかないか、の間

題だ」という声もある。 オンデマンド利用者が増加傾向にあ

るのは事実だが、その利用はかなりの率を、いわゆる「お勧

め視聴」が占めている。つまり、見たい番組を見るのではなく、

勧められた番十aを視聴しているということだ。

視聴者に「こんな番組が見たかつた。」といわせる提案力と、

暇つぶしで「見る」のではなく、楽しんでのめり込んで「観る」

状態に]|き込屯ヽクオリティー。この2つを肝に銘じて視聴者

に問いかけ続ける先に、次世代のメディアが創造されると信

じている。

はしもと

橋本 アE
はじめ

(株)WOWOW
常務取締役 経営戦略担当

「雑草魂」上原浩次投手の快投 !

今年のメジャーリーグは、ボストンレッド

ソッウスのワールドチャンピオンで幕を下ろ

しました。その中心にいたのは、元巨人のエー

ス上原浩次投手。次々とメジャーの強打者を

打ち取つていく姿は、まさに魔術師。アメリ

カメジャーリーグで活躍するクローザー (抑

え投手)は、150キロを超える快速球投手ば

ブ)｀ り。その中で、上原投手は 140キ ロ強の

直球とスプリット (落ちる球)のみ。「なぜ、

2種類の球種でこんなに打ち取れるのか?」。

K/BB、 WHIP、 防御率、奪三振率、被打率、

与四球率、全ての項目でメジャートップ。特

に、1イ ニングあたりに出す走者を表す指数

(WHIP)は「0.59」。歴史上、60イ ニング

以上投げた投手で最も低かつたのは、1990

年デニス・工カーズリーの「0.61」 。上原投

手の 2013年シーズンの快投は、まさに歴史

に名を残す快投でした。野球というスポーツ

は年々レベルアップし続けています。打撃技

術は向上し、投手の球速は上がり、新たな変

化球が生まれる。そんな時代に、平凡な直球

と1種類の変化球しかない上原投手の渚躍は

衝撃的でした。投手はより速く、コントロー

ル良く、特殊な変化球を追い求めライバルと

の差別化を図ります。見た目には差別化を図

れていない上原投手の渚躍は、ビジネスでも

参考になるのではないでしょうか。

は な だ  ま さ と

花田 真人

(株)ヤクルト本社

直販営業部 組織販売課 係長
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元気な日本ヘ
2043年 は「アベノミクス」による円

安効果で輸出型企業が盛り返しつつあり、

2014年 は給与アップにより、本格的な景

気回復を期待したいものです。午年なので

話が勢いよく走るように元気な年にしたい

ものです。2044年 4月 より消費税が 8%
となり不安要素もありますが、2020年東

京オリンピック開催決定により、インフラ

整備や建設ラッシュによる経済効果もス

タートすることもあり、国内経済を盛り上

げる 6年間のチャンスにしてゆきましょ

う。

マーケティング環境としては、デジタル

化や ICT進化により、大量のデータが活

用される時代が至」来し、生活者 (消費者)

を定量的にノ刀ヽ析し、的確な対応ができる時

代となり、究極は生活者一人ひとりにきめ

細かい提案 (020=One to One)が で

きる時代になりつつあります。こうした新

たな時代に向けてみんなで日本を元気にし

て行きましょう !!

味の素 (株 )

営業企画部

ず
ロ
ロ

か
工
↑

め
通ば

場
ば
馬

食 :ク ールジャパン

農水省が新規産業創出のため、6次産業

化に取り組んでいます。第 1次産業が第

2次、第 3次産業にも総合的に関わる事

で、農業や水産業等を活性化する支援です。

先々グローバルな市場を視野に入れて、推

進すべきことは言うまでもありません。

寿司はまさにその尖兵ではないかと、寿

司屋さんで欲みながら者えています。「ジャ

パンガイ ド」109カ 国の外国人調査で、

夕子きな日本食は?と いう問いには、80%
の圧倒的 1位でした。旅行ロコミサイト「ト

リップアドバイザー」の 2013年海外の人

気日本食レストランでは、上位 30中 28

が寿司の店です。1位のナポリ」orudan

Sushiは世界的に有名です。イギリスで

はテスコの寿司の売上ブ)｀サンドイッチを抜

き、ロン ドンの Yo l Sushiは 、リモコ

ンヘリで痔司を出すサービスで大人気だそ

うです。

10月 にユネスコの世界無形文化遺産ヘ

の登録勧告もあり、「和食」文化の新たな

発信を 1次産業の強化と併せて戦略的に見

直すチャンスですね。

NPO法人 フユーチヤー :フォーラム

代表理事

碇彦ω
紀時剃
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お客様の新しいよろこびをつくる
マーケターは、自分の想い「こういう価

値を作つてお客様に貢献したい」という熱

意や気持ちを、相手に伝える台ヒカが必要で

ある。新商品を一つ発売するためには、社

内・外部含め多くの係わる人の協力が必要

であり、そういう人の気持ちや心を一つに

買くことが大切である。共感を得なければ

ならない。

それにはマーケターの強い想いが何より

も必要である。その強い想いとは、お客様

に対してよい物を届けよう、役に立とうと

いう想いであるのは言うまでもない。しア)｀

し「お客様のために」と考えて開発してい

た活動が、いつのよにか単に新商品を出す

ことが目的になってしまつた…。このよう

に手段が目的化すると、ますます本当のお

客様が見えなくなって行く。この様なこと

にならない様、インターナル・マーケティ

ングをさらにレベルアップさせ、まさに「み

んなで知恵を出す、みんなの知恵で磨く」

場の醸成が重要である。

お客様の、「満足」を超える「よろこび」

を感じたとき、最もやりがいや達成感を感

じる、そんなマーケティングが求められる。

ひろうら  やすかつ

広浦 康勝

ハウス食品グループ本社 (株)

専務取締役

生活者起点のマーケティング再考
「生活者を捉えなおしたい」と、専門部

署やプロジェクトが倉」設されたというお話

をうかがう機会が増えている。

商品開発やプランド育成に向けて、「顧

客を捉える」ことは当たり前のように行わ

れてきたはずだが、商品やブランドがどの

ような属性の生渚者に選ばれているのかと

いう「結果」を把握することと、生渚者の

目線で商品の価値を捉えることには違いが

ある。

生活者の嗜好やライフスタイルの変化と

多様化のなかで、多くの企業が、生活者の

暮らしにおける商品の価値や魅力を創造す

ることの必要性に気づき、取組み始めてい

るが、考こでは高機能、高付加価値商品を

追求し開発するプロセスとは異なるアプ

□―チが求められるのだと感じる。

「生活者起点」のアプローチは分かりに

くさもあり、遠回りな印象もあるが、今後

重要度を増すと着えられる情絡的価値の倉」

出において外すことのできない視点とな

る。ビッグデータ時代を迎え、多様な行動

データの分析可能になるなかで、あらため

て大切にし、深めていければと思う。

大日本印用」(株 )

C&1事業部マーケテイング開発室

マーケティンググループ リーダー

雑瞬
ふ く い

福井
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我想う、ビックデータ時代の狭間で …・。
何やらの書き出しではないが、「一匹の妖

怪が世間を騒がせている。」ダ〕`く言う私も勉

強中だ。その名はビックデータ(以降 BD)。

この BDに対して F・ コトラー氏はその

有用性を認めながらも、「顧客のビヘイビア

とアティチュードは違tヽ 、BDで読みとれ

るのはビヘイビアのみであり、BDは顧客

の Doを つかむ事は出来ても消費者の思い

=Mindを つかむ事は出来ない。BDは万

能ではなく、得られたビヘイビアメ)｀ らア

ティチュードを読み取る姿勢が、これア)｀ ら

は重要になつてくる。」と注意を喚起する。

一方、BDの世界的第一人者と言われる

V.M.シ ョーンベルガー氏は、「BDに と

って精度は重要ではなく、膨大な量は質を

凌駕する。それ故 BDは従来の手法である

『原因と結果』の因果関係を重視するので

はなく、相関関係を重視する。結果的には答

えが分かれば、その因果となる理由は必要

としない。」と主張する。仮説ア〕`ら調査で因

果関係を検証していくマーケティング手法

の限界を突破するとして BDの有用1生を説

いている。凄い時代だ !だが、我々のあら

ゆる行動があらゆる場面で否応なく BDと
して読み取られる時代だ。我々も、否応な

くBDに向かい合わなければならない。

ふくざき  たかし

福障 隆司

(株)アサツーディ・ケイ

営業総括 チーフディレクター

ある店長の言葉から…

先日、とあるスーパーの店長と欲んだ時

の話しです。競合店舗と部下の指導につい

て熱い議論が行われました。店長曰く、最

近新店をどんどん出店しているミ三スー

パーが周辺に 2店舗あり、うちは客数と売

り上げが 10ポイント落ちているとのこと。

店長は、パートさんを中心にしたお店の

メンバーヘ、競合店ができても今来店して

いるお客様に 1点でも多く貝歯入して頂ける

ような売場づくりを指示しています。トッ

プダウンでやらせるのではなく、各部門で

知恵を出しての関連陳列や、商圏に住んで

いるパートさんが考える少量サイズを中心

にした品揃え拡充がポイントになつていま

す。

この店舗は、今年に入つて客数も戻つて

来ており、対前年実績もあと一歩で捉え

られるようになっているとの事です。店長

は「部下に『やつてもらう』のではなく、

自発的に『やりたい』と思わせる環境づく

りが大事である」と酔つ払いながらも熱く

語つておりました。

世の言葉に「部下は上司を選べず」とい

う言葉があります。部下のやる気を引き出

し、代替わりしてもうまく回る組織づくり

が大事であることを学んだ有意義な欲み会

でした。

ふじさわ  ひ ろ や

藤澤 博弥

(株)ヤクルト本社

直販営業部チェーンストア課 課長
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の から ぶビジネスのあり
など、ビジネスのあり方のヒントになるこ

とを多く学べる。商人にとつて「一番大事

なんは信用」又、「始末、才覚、神信心」が

日々の要となる大切な心がけと説いている。

昨今、利益や効率だけを求め、「商人の

浴持」をどこかに置き忘れていないだろう

か?こ の本ダ)｀ らの学ぴを “クレド"と して

常に心に持つていたい。

ふじむら  しげひろ

]荼村 滋弘

(株)802メディアワークス

代表取締役社長

「お前はんが謝らなあかん相手は、この

寒天問屋とは違いますやろ。伊豆の天草、

将軍さんのお墨付きの天草で作つた寒天、

と信じて料理を召し上がったお客はんやと

思いますで。なあ、旦那さん」

高田郁著の傑作、[銀二貫』からの引用

である。寒天間F至井川屋は、丹後の天草と

伏見の水で作つた良質な商品を老舗高級料

理屋「浮舟」に卸しているにもかかわらず、

浮舟は、それを江戸で評判で将軍もご推奨

の南伊豆で採れた天草と偽つて客に出して

いた。そのことを矢Eつ た井川屋の主人、和助

が浮舟の店主や板長を諭している場面だ。

『銀二貫』は、江戸時代の大阪を舞台に

した人情ものの小説であるが、暖簾=プラ

ンドを構築することの大切さや顧客の倉」造

75歳以上高齢者 2000万人社会に
「都市部の高齢化問題は、詰患るところ、

日本の高齢化問題の縮図」と、先月出た「都

市部の高齢化対策に関する検討会」の報告

書。

冒頭に 75歳以上高齢者 (後期高齢者 )

2000万 人社会へ、というフレーズが。

2000年 901万人が2010年 1419万人に。

2025年には2179万人。この数字にこりゃ

大変とすぐイメージできる人はどれだけ?

特にこれは都市部の問題。都市部で後期

高齢者が急増し、全国増加数の 760万人

中、上位 6都府県 (東京、神奈川、大阪、

埼玉、千葉、愛知 )で 373万人と約半分。

者日の増加数は 123.4万人 (2010)―→197.7

万人 (2025)と 74.3万 人増。埼玉県の増

力□率 は 58.9万 人 (2010)―→117,7万 人

(2025)と 約 2倍。これは大変と「国と都

市部の自治体に危機意識を持つてもらうこ

と、2025年 を見通した行動を起こすこと

を促す」ことが前述検討会の役害」という。

報告書では問題を乗り切る糸□を示し、

集住、多様な人材、整備された生活インフ

ラ、活発な企業活動等、都市部の強みを渚

ア)｀すと強調。これで大丈夫メ〕`。

ふじtヽ ら  のぷゆき

藤村 宣之

財団法人l建康・生きがい開発貝オ団

事務局長
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2020年に向けて
2020年 の東京でのオリンピック開催が

決まった。ライバル都市が自減した感はあ

るが、最終プレゼンでの効果も大きかつた

と思う。

2020年 の東京五輪は、スポーツの祭典

であると共に、日本流の新たな「おもてな

し」が求められる。新たな交通インフラや

車両 。人の位置情報やセンサー情報を汚用

した、安全管理、渋滞解消等の新技術を使つ

た「おもてなし」を全世界にアピールする

場となる。個人の行動ログデータのマーケ

ティング利用も加速する方向であろう。

最近「里山」が、泡外で高い評価を得て

いるという。特に焼畑農業が未だ盛んな南

米や東南アジア諸国で、注目されていると

いう。「里山」は、森林、農業、家畜と人

が共生し、地域内で資源が循環する日本独

自のモデルである。

多様な人々が集積する巨大都市におい

て、「里山」のように日本独自のモデルが

作れるか否か、マーケティングと空間情報

の役割は大きい。

ふ る た  しろひさ

古田 城久

(株)パスコ

システム事業部 第二営業部 部長

変化することは「目的」ではなく、「手段」であることを常に忘れないように…0

社内や部内で議論を進めていると、白熱

する余リア)｀、何のためにそのチャレンジや

変化が必要なのか?と いう目的から離れて

いき、本来は「手段・方法」であるはずの

変化すること、チャレンジすること自体

が「目的化・ゴール化」してしまいがちで

す。(おひとり以上の賛同を得られること

を願つてやみません…。)

もちろん「何のために変化するのか ?」

という議論ばかりが先行し、肝心のアク

ションが遅れるくらいなら、「とにブ〕`くやっ

てみる」ことが大事だというのはその通り

だと思うので、変化という「手段」が「目的」

化してしまわないように、また、あれこれ

できない理由を並べて、アクションが伴わ

なくなることがないように日々、自戒を込

めております。そう考えると、 トライ&工

ラーを検証していくスピー ドの重要性つ

て、これまた非常に大切なわけで…。今日

も精一杯、仕事します !!

1示 し 1よ

干場
う
一二

附恵

(株)ドゥ・ハウス

ネットワーク部 マネジャ
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企業出産と3つの年
弊所が、中小企業庁の中小企業経営力強化支援

法に基づく「経営革新等支援機関」に認定され、

倉J業支援のご依頼を受けるようになりました。従業

員から経営者になると、「3つの年」を意識する必

要があります。それは、①「暦の年」、②「自分の年」、

そして③「会社の年」です。まず「暦の年」です

が、ひとは、西暦OOO年、平成△△年に生を受け、

人生を歩み始めます。そして、様々な転機があり

起業する方は、自身の年齢が、現在日本では男性が、

1番多い35歳～44歳とそれに続く45歳以上で、

74%超を占めます。女性は、1番多い35歳末滴と

次に多い35歳～44歳で80%超 となります (経

済産業省調査)。 男性としヒ較して、女性の方が「企

業出産年齢」は若く、ご相識が経営課題以外に、

結婚や家庭の悩みも付随することがあります。

こうして生まれた会社は、その後、時代の変化

に対応しながら倉」業OO年、設立OO年と、成長・

発展を末代まで繰り返し生き続けていきます。経営

者は、自身の体力、気力、知力を総動員して、経営

理念のもと、この3つの年「暦の年」「自分の年」「会

社の年」を考慮しながら会社を育てていきますが、

順調に年を越こせない要因が出てきた際には、バト

ンタッチなど対策を講じることになります。

今後も、国の小規模事業所への支援が強化され

ると思われます。企業出産の助産師として、出産後

も「強くて良くて働き甲斐のある会社」となる成

長のご支援をして行きたいと思います。

なつひ

会社業務研究所

取締役研究員 女性の活躍推進

売浦

わ

わ松

く

2014:手の T―Ford
アメリカの会社で初めて 3Dプリンター

を見た時、私は「これはすごい |」 と思つ

たし、その会社もそれを所持していること

をセールスポイントの一つにしていた。そ

れから 10年経つて、3Dプ リンターは普

通の人も使うものになつた。あと 10年も

しないうちに、自分が欲しい物は自分で作

るようになるのかもしれない。大昔は自分

で使うものは自分で作つていたので、消費

生渚は昔にもどつていくのかもしれない。

歴史が繰り返すとしたら、T― Fordのよう

な革新も、またちがう形で起こるのだろう

ダ)｀ ?

2014年 は次世代の量産とは何かを追い

かけていこう !

まつうら  ま さ み

松浦 昌美

(株)ヒロモリ

プロダクトソリューション事業部
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見えないものが見えてきた  そうだ床屋を元気にしよう(Ⅲ )

床屋を元気にするプロジェクト「男前サ

ロン計画」、始動して 3年目。継続は力な

のだと改めて学ばされた。つながりの中

で変化が始まつた昨年、理容師の中ブ)｀ ら、

「BB元気玉」とD平ぶコミュニティが旗揚

げされ、全国的な輪になろうとしてtヽ る。

男前サロンサイトの中で登録店紹介を始め

たら、47都道府具を埋め尽くそうと代理

店のセールスが動きだした。足場が少し固

まった感じがする。今年はブームを仕掛け

ようと「男前眉デザインメニュー」を発表。

床屋から講習会の申し込みが多く、風が起

きる期待をしている。

なにかを始める。でも、結果が見えなtヽ

とダメな理由を無理に分析し改善を図る。

実は、同質化の道を選択しているのだろう。

作り手が先に飽きちゃいけない。変化の見

えないインキュベートの時期は必ずある。

トランスフォームするために、やるべきこ

とは「変える」ことではなく周りを「まき

こむ」こと。スローフードならぬスローマー

ケティングこそが差別化 。ポジショニング

を実現するためには重要なようだ。忘れて

はいけないのは「受け入れられるかどうか

ではなく、表現されているかどうダ)｀。」

ま つ だ  せ い じ

松田 誠司

クラシエホームプロダクツ販売 (株)

プロフェッショナルマーケテイング部

部長

「良いと知つていてやらないこと」をやつてみる。
「やることのリス トを作ることが良い」

とは良く言われていることだ。今日やるこ

とではなくて、中長期的な自分の目標のこ

とだ。一つのリストは、余命半年と仮定し

て、やりたいことのリストである。映画「最

高の人生の見つけ方、原題 The Bucket

日st」 で知つた。もう一つは「自分がやる

べき重要なことを優先順にリストアップし

て、一番目から実行すること」である。講

義でそのことを話そうと思つたが、自分が

やっていないことを話すのは憚られる。そ

こでやつてみた。リストアップをしただけ

で驚くほど大きな気づきを得た。

「良いと知つていてやらないこと」が多

いのは私だけだろうか。多くの人違もまた、

本やセミナーの内容に感心・感激してもや

らないようだ。

「成功する人は素直である」と、これも

色々な人や本が語つている。それだけの事

実があるからだ。素直に先ず一番目から始

めてみよう。

み セ ろ ぎ  けんいち

溝呂木 健一

平成国際大学 法学部 教授
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諭して導く広告
物価を本来の価格に戻すということなら

わかるが、いろいろな理由をあげて生活必

需品の値上げが続く。そのあと4月 から

の値上げ、これが 45年 10月 にさらにアッ

プして消費税 10%の時代がくる。売り手

も買 tヽ 手もつらい思いをする中で、広告

は「プランド」で襟を正すしかない。プラ

ンドの信用を訴えるしブ〕`ない。こういうと

きはしらけた広告などしないで、「まじめ

な商品」をつくり「誠実なビジネス」をす

るのがいちばんよいと思うが、消費者の指

針がなくなることになる。「競争する広告」

ではなく、諭して導く広告が必要になる。

素人には実佐しい広告だ。 み た む ら  かすひこ

三田村 和彦

三田村和彦企画事務所

社外取締役を活用するポイント
社内取締役が大勢を占める取締役会にお

いて、社外取締役の機能を強化することは

容易ではない。ここでは、社外取締役をお

用する為のポイントを 3つあげることに

したい。

老の第 1は、社外取締役を渚用する目

的を明確にすることである。「経営専断性

の排除」「事業再編成の促進」「戦略発想の

多様化」など、社外取締役に期待する役割

はイ可ア)｀ を究明しなければならない。

第 2は、社外取締役としての適任者を

選任することである。社外取締役に、一流

企業のトップや有名大学の教授などを充て

ようとする企業が多く見られることは、一

考を要する。活用目的を実現できる有能な

人材を広く募集してみようとする企業はな

いのであろうか?

第 3は、社外取締役に対して自社の情

報を積極的に提供することである。自社の

現状に関して社内取締役と社外取締役との

間には、情報の非対称性があることを十二

分に再認識する必要がある。

射摯め向

向戦略経営研究所
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東京オリンピックとホテル
1964年の東京オリンピック時は中学の

1年生。東京・目黒に住んでいたので、駒

沢のオリンピック競技場には中学の社会科

特別授業ということで頻繁に見学に。この

オリンピック開催を契機に、東京にはたく

さんのホテルが建設された。これが第一次

ホテルプーム。今回の 2020年の東京開催

決定を受け、早くもホテル業界では新たな

ホテルプームの再来ア〕`との思惑が出始めて

いる。きつと2020年 にはデザインホテル

や新たなコンセプトを提案するホテル新業

態が相次いで開業しているのだろう。ホテ

ルジャーナリストとしては嬉しい限りであ

る。

日本固有のおもてなしをベースにした世

界に誇れるホスピタリティ)益れるホテルの

誕生は、21世紀に誇れる、新たな日本文

化の最も象徴的なテーマであると思う。

むら

村上
みのる

実

(株)オータパプリケイションズ

経営調査室

専務取締役 経営調査室長

か み

プロフェッショナルな企業への強い意思こそ肝要なこと
いま、日本の企業に求められているのは、

グローバルな視点からも、高度専門力のあ

るプロフェッショナルの経営資源 (人・技

術・金・勢い)のあることだ。それには、

厳しい半」断力で自社の姿を分析し、その欠

落の部分を徹底的にゆさぶりながら分析し

てみることだ。

研究開発力は十分か、人心は安定してい

るか、組織間の連繋はいいのか、情報収集

力と解析力は十分か等々、数多くあると思

う。

企業内問題の解決をしっかりとやって、

倉」の「知」でつくりあげて未来への構想力

を具体化してゆくことが求められている一

これがヴィジョンなのだ一今がチャンス

だ。オリンピックのムードをバックに政府

の経済活性化への思恵を背に突進したいも

のだ。そんな社内気圧をさわやかにつくり

上げ、ひとつひとつ丁寧に「仕事」をする

時代だと思う。企業人よ、open mindで

toushな フォームをつくり上げてほしい

ものだ。

む ら た  しょうじ

村田 8召治

慶応義塾大学 名誉教授
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消費増税と価格表示問題
消費増税を控えて、価格表示をどうする

かが課題になつているが、私は総額表示を

基本にすべきだと考える。そう考える最も

大きな理由は、消費者がそれを望んでいる

ということだ。最近実施されたいくつかの

調査結果も、消費者が総額表示あるいは、

総額を中心とした併記を望んでいることを

示している。

総額表示を推すもう一つの理由は、その

方が消費者にとって支払tヽ の心理的痛みが

小さくなるということだ。価格の心理を考

える際によく利用されるプロスペクト理論

ア)｀ らの示唆の一つに、「2種類の損失があ

る場合には、別々に勘定するよりも合算し

て勘定した方が心理的痛みが小さくなる」

というものがある。つまり、本体価格と消

費税を別々に勘定するよりも、両者を合算

して同時に勘定した方が、心理的痛みが

小さくなるということだ。以上の 2点が、

総額表示を基本にすべきだと考える理由

だ。

もりくち  たけし

守□ 剛

早稲田大学 商学学術院 教授

路面電車で人の流れを変えよう
スカイツリー効果に沸く東京イーストサイド。

タウンの来場者は年間5000万人。ディズニー

リゾートの3000万人を凌駕している。お陰で隅

田川より東側の江東下町地区への関心がぐつと

高まつてきてはいるが、近隣商店街はむしろ客を

吸いとられ、深川ブームもかすみ気味だ。課題

は施設外へ集客の流れを誘導することだろう。

ただ一つ、すみだ百景すみまる君号という区内

循環バスは成功している。これの路面電車版を

つくり、区を越えた交流ができると良いなと考え

た。

路面電車のある街、函館 '富山・広島・高知・

長崎などはそれだけでも全国から集客する力が

あるではないか。江東地区には南北に結ぶ鉄道

がない。しかし、一日数本の列車が通う貨物線

はある。ここにLRT(次世代型路面電車)を導

入、このタテ軸を幹線とし、そこから併用軌道の

循環路線を延ばすというプランが良いと思う。リ

ニアの 1/1000の 形算ですもヽ。福井鉄道などは

市内併用軌道と郊外専用車九道を相互乗り入れさ

せて増収に成功している。

2020年東京オリンピック開催までに、金日」か

ら8青海の選手村まで30分で行ける路線が誕生し

ていれば、柴又・高砂・新小岩・亀戸・砂田」と

元気印商店街をむすんで下田」パワーを発揮、外

国人に「お。も ,て ,な 。し」の東髄を味わつて

頂けよう。

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 講師
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どう繋ぐか
60歳を半年後に控え考えることがある。

今の会社には、望めば 65歳 まで雇用延長

される制度がある。老後 (ま だ早いア)｀ ?)

のことを考えると、お願いすべきだと思う

が…。この間に、今まで自分が会社や周り

の社会にお世話になり蓄えてきた技術・技

能・ノウハウを、後輩たちにどう引き継ぐ

かを考えたい。個人的には、55歳位から

そう考えて行動してきたが、不十分な気も

する。

また、会社以外に社会にも還元したいと

も思う。知り合いに中刀(企業の営業向けの

研修を低価で行つている NPOがある。講

師のほとんどがリタイヤ組の方々である。

私も何らかの形で参画し協力したいと思

う。会社での大きな役害」は、後輩に道を譲

ることも含め減って来たかも知れないが、

30数年間養つてきたものを、何とか前向

きに後輩や社会に還元していきたいと思

う。

やよもと  よ しお

山本 義夫

ハウス食品グループ本社 (株 )

広報・IR部

「男性消費」の鍵は “見える化"にあり
2043年 は『MonoMax』 編集部にとって大き

な飛躍の年になりました。「雑誌大賞」を受賞し、

販売部数も3年間伸ばし続け、「モノ雑誌」ジャ

ンルでナンバーワンを4期連続で維持できました。
「男性は消費しない」と言われて久しいですが、

情報量の多さから消費者の貝着買行動が多様化して

いるだけだと考えています。目的があり、商品に

価格以上の価値があれば消費は必ず生まれます。

層MonoMax』 では誌面で「使つて試す」という企

画が人気です。使用者の声や使用シーンを見せる

ことで、売り場ではわからない利点を伝えること

ができるからです。掲薫l商品の企業からも “商品

が売り切れた"と いう反響があり、この「使つて

初めてわかる利点」を具体的に誌面で“見える化"

することで、消費行動が生まれたのではと考える

ようになりました。

2014年は「iWatch」 や「ゲーグルグラス」といつ

た、身に付けるデジタルガジェットが登場すると

言われています。これにより、いままで目に見え

なかった、人の身体情報や感情などが“見える化"

することで、大きく世の中を変えていくかもしれ

ません。情報、テウノロジーの変化とともに、消

費行動も大きく変化していくと思いますが、その

変化を見逃さず、2014年も『MonoMax』 は消

費欲を刺激する雑誌であり続けたいと思います。

ゆ ず き  まさひさ

柚木 昌久

(株)宝島社

編集局 第 2編集部
『MonoMax(モノマックス)』

編集長
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50歳からのパー トナー探し

既に現実的な問題であり、今後さらなる

社会課題となるであろう「一人暮らし高姉

者」について。

65歳以上の一人暮らし高齢者の増力[は

男女ともに顕著であり、平成 22(2010)

年には男性約 139万人、女性約 341万人、

高姉者人□に占める割合は男性 41.1%、

女性 20.3%に上っている。

引きこもりやキレる単身高齢を防ぐ最良

の策は、良きパートナーと巡り合うことで

はないだろうか。離婚、死別など単身者で

いる理由はいろいろあろうが、何歳になつ

ても一人は寂しいもの。遺産分害」の問題や

子供達ア)｀ らの反対もあつて、入籍は望まな

いが友人以上の関係の異4生を求める声は多

い。大手の婚活サービス会社もそんな方向

けのサービス提供をしているが、事業とし

てはまだまだと思える。結婚を望む方々と

はニーズが異なるし、ある種、より純粋と

も言えそうだ。

50代以上の単身者の方を対象に、アー

トな趣味を切リロにしたイベントを企画

中。これは大きな社会貢献活動であり、ビ

ジネスチヤンスとも考えられる。乞うご期

待 !

わ か 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

ラグビー日本代表に見るデータ活用と科学的トレーニング

今、ラグビー日本代表が熱い16月のテスト

マッチでは世界 6位のウェールズに初めて勝

利するなど快進撃が続いている。この快進撃

を支える大きなポイントとして2012年 4月 か

らヘッドコーチに就任したエディー・ジョーン

ズの指導ぶりは見逃せない。個々のプレーヤー

にCPS内蔵の装置を身につけさせ、練習中の

動きやポジシヨニングの膨大なデータを蓄積、

解析する事により、選手個々人の弱点を見い

だし、課題を明確化し、その克服に向けての練

習に新しいトレーニングを取り入れている。ト

レーニングの成果は、その後のデータで一目

瞭然になるので選手の理解、納得も得やすい。

まさに、快進撃のウラにデータ活用あり。

従来の日本代表は、試合中盤までは善戦す

るも試合後半になるとスタミナが切れ、大量失

点するケースが多かつた。日本代表の課題は、

第一に試合終盤まで切れない「スタミナ」をつ

けること、相手を上回る「速さ」に磨きをかけ

ること、「タックルの精度向上」にある。この

課題克服に向け練習では、早いパス回しの繰り

返しや全力自転車こぎ、反復ボールたたきつけ

等を取り入れている。また、速い。低いタック

ルを修得するために外部から格闘家をコーチ

に招くなどユニークな練習も目を引く。

2020年東京オリンピックの開催に先駆け

て、2019年 には日本でラグピーワルドカップ

が開催される。これブ〕`らの日本代表の活躍に

注目したい。
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安・倍・晋三…再挑戦を受け入れる社会
6年前「無責任退陣」をした本人が再登

板し、アベノミクスを掲げ、長年の閉塞し

た日本の社会を、経涛政策を優先し変化さ

せている。

2013年 のキーワー ドを眺めてみると、

円「安」・「倍」返し,「三」本の矢を進 (「晋」)

める・…と、ことごとくこの方の名が含ま

れているのも、ご本人の意図するところか

わからないが、かなり強運なのかもしれな

い。さらに、「じぇ、じぇ、じえ」の「J」 は、

自民党だつたら笑つてしまう。

しかし、マーケティングにはこうした勢

い 。元気が必要である。多くの企業は業績

が厳しくなると、原価低渤を狙い緊縮の方

向に舵を切り、リストラを喧伝する企業や

マスコミ論調が多くなる。それも 1つの

方法論だが、同時に先を見つめる成長戦略

を抽ききることがマーケティングの実務家

に求められているのではないだろうか。

亡き水□先生の「よし、勝負はこれから

だ !」 のお言葉には励まされた。 1度失敗

した人間にう再度チャンスを与える社会に

なつてきたと捉え、歓迎したい。

和田 昇

三井倉庫ロジスティクス (株 )

営業本部 副本部長 兼 SCM事業部門長

「おもてなし」とマーケッティング
「おもてなし」の言葉が話題になつてい

る。「おもてなし」は、マーケッティング

の実践に重要な役割を持つ。欲食業界で、

私が用いている言葉に「前味。中味・後味」

という表現がある。お客様が、①タト食した

いという欲求を起こす ②何を食べようブ)｀

③どこの店に行こうか ①店を選ぶ ⑤

店に入る ⑥雰囲気をうかがう ⑦着席す

る ③メニューを見る ③オーダーをする

⑩周囲をうかがう ①注文した料理がく

る ⑫食べ方を考える ○味合う 〇席を

立つ ○勘定を払う ○店を出る ①食事

の評価をする

大雑把な食事のプロセスだが、この過程

のうち、「前味」は①から⑫。「中味」は○。「後

味」は①からO。 この間について、店側は

①客筋 ②来店動機 ③立地 ①店舗・造作

⑤商品 ⑥価格 ⑦営業時間 ③営業内容

等店のコンセプトと合致しているかを考え

ることになる。そして、その成否を決める

のが、「おもてなし」である。

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 所長
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生活者視点への回帰と生活者ニーズの深耕
企業とは何のために、誰のために存続す

るのか? P・ ドラッカーは「企業の目的

は顧客創造であり利益は企業存続の条件で

あって目的ではない」と言つている。つま

り、企業は社会の一部であり顧客 (生活者)

によつて価値が決められ、利益は、企業の

社会貢献を継続させるための原資であると

いう意味である。

昨今、銀行の不正融資やホテルのメ

ニュー誤表示、隠蔽問題等世間を賑やア)｀ し

ているが、企業を支える消費者 ,生活者を

忘れ企業の体制糸佐持、内部利益確保に奔走

しているように思える。

生渚者の生活スタイルは年齢、所得、家

族構成、健康等で多様に変化し、それぞれ

の欲求も多種に存在する。企業はそれぞれ

の欲求に対応し需要の深耕を図るために従

来の慣習、体制を変え、新たなビジネスモ

デル (商品、流通、制度、販促、組織)を

構築し実践する必要があるだろう。

わたなぺ  かつよし

渡遇 克芳

Ken Create Consulting

(ケン・クリエイト・コンサルティング)
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あ と が き

2013年も残すところ lヶ 月足らずとなりました。ここに、通算 34号目の「百人百語

2014」 をお届けいたします。

おかげさまで今回も百を超えるご寄稿をいただき、発行が実現しました。この場をお

借りして、皆様に深く感謝申し上げます。

今年はアベノミクス効果で景気が上向き、株価や消費も渚発化してきました。さらに

は富士山の世界文化遺産登録や、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定

などの明るい話題が目立つ一方、近隣諸国との関係には緊張感が増し、「日本として」「日

本人として」のあり方を今一度考えさせられる年となりました。

昨年、創刊第 30号を記念した特別企画として「2013年の日本を表す漢字」を皆様

より募集し、ベスト4に「変」「滞」「志」「光」という文字があがりました。繋げて漢

文風に読み解くと「滞りを変え、光を志す」となりましたが、果たして 2043年の実際

は…。皆様ご自身はいかがでしたでしょうか。

ここに召せられた百の提言の中にも、これからを生きる様々な気づきがたくさん詰

まつています。お気に入りの言葉をぜひ心に留め、来る年に向けての励みにしていただ

ければ幸いです。

2014年が皆様にとつて素晴らしい 1年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

MCEIコミュニケーション委員会

百人百語 2014
日

行

行発

発

2013年 12月 10日

特定非営利活動法人 MCEI(エ ムシーイーアイ)

東京支部 〒 102‐0083
東京都千代田区麹町 3‐ 10-6メ リーハウス 2F201
TEL 03-5276‐ 6561//FAX 03-5276‐6627
1A,EB httpツ /www mcelokyo org

大阪支部 〒602-8144
京都市上京区大宮通り丸太町下る西入藁屋町 535(Spark Point内 )

TEL 075-605-3331///FAX 075-605-3316(大 平 F口用」内)

WEB httpツ /www mcei― osk grip

岡田典―/坪田佐保子/矢嶋隆/千葉貴大

MCEIコ ミュニケーション委員会

■担当理事 福崎隆司/田中早苗/仁藤正平/池澤聖司

■委  員 川野ますみ/斎藤潤子/須藤実幸/坪田佐保子/吉田勝

石野浩子/滝純―/野村洋子/増本洋希
・印刷 :(株)文洋社

編 集 担 当

企画・運営

レイア ウ ト



い ま ～ ― 番 知 りた い テ ー マ に つ い て

い ま 、一 番 議 論 した い人 た ち と議 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"

陥精itta.。ns
Exccutives
international

TOKYO/OSAKA
MCElis people,MCElis education,MCElis information,

MCElis recognltiOn,MCtt is professionalism

MCEIとは

MC日 は、マーケティングを学ぶ国内及び海外の人々を支援する事業を行い、広く門戸を開放し、生涯

■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、世界各士也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の源は、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
=1設

理事長)が 、1969年 東京に支部を設立、以来 40年 間非営利のマーケテイング研究組

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設立しました。

毎月の研究会開催、毎月の機関誌の発行、毎年会員の提言集「百人百語」の発行、マーケティング塾

(ビ ジネススクール)の開謂、海外からの留学生対象の愚賞論文募集と表彰、海外研悟ツアーの実施、国

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

東京支部は、設立以来このような活動を続け、世界の各支部からもつともエキサイティングな支部と評

価されています。特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

部と一緒になつて2001年にNPO法 人を設立しました。


