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お世話になつてます。
今年の自身の中でのニュースと言えば、

部内におけるマーケティング担当としての

役害」をいただいたこと。そして、MCEIの

研究会に参力Bさ せて頂いて大変な勉強に

なっていること。

MCEIでは、様々な企業の方が豊富な経

験、知識、苦労話を惜しげもなく教えてく

れる。マーケティングという言葉の意味を

一から勉強している私にとっては大変な経

験と貝オ産だ。

そんな中、ご挨拶をさせて頂く度に仰つ

てもらえる言葉がある。

『ロック・フィール ドのおそうざいにい

つもお世話になってます』だ。こちらこそ、

大変お世話になっているのにも関わらず。

ロック・フィールドの理念は「SOZAIヘ

近所にカフェがオープンしたのですが、

田舎の住宅地の中に入つた所で表通りから

は全く見えず商売向きとはおよそ言えない

立地。商売の成否が危ぶまれたのですが

3ヵ 月もたつころからすっかり固定客が増

えて、駐車場ブ)｀ らは車があふれ満席の時間

も少なくないなどの繁盛ぶ りに驚きまし

た。まずコーヒーやケーキや料理の素材と

手作 りにこだわり味が優れていること。そ

してログハウスの店内の雰囲気やテラスか

ら見える景色が格別なこと。そのためにリ

ピーターになる人が多く、ツイッターをは

じめとする SNSなどでロコミが広がつて

お客がお客を解ぷ状態になつているようで

す。そしてナビを使つて車で移動する人々

には駅から離れた住宅地の中とはいえ初め

ネットで変わる店舗立地

の情熱と自ら変革する行動力をもって、豊

かなライフスタイルの創造に貢献する」こ

と。

ありがたい言葉を頂戴した皆様やお客様

のライフスタイルに、自分達の仕事が果た

して貢献出来ているのん` ?と 自身に問う。

MCEIで の勉強を “自らを変革する行動

力"と し、豊かな SOZAIの未来を描くチャ

レンジをしていきたい。・占様にお世話にな

りながら。

あいざわ  ただし

相澤 匡

(株)ロック・フィールド

東日本販売本部 商品部

MD戦略グループ 戦略推進チーム

チームリーダー

ての場所に行く立地のハンディはないのか

もしれません。また近くのホームセンター

で商品在庫がなく取り寄せを頼もうとした

ら、ネットで買つた方が安く早く商品が手

に入るという経験もしました。

ネッ ト社会の中で、人の集まる好立地

に目立つお店を出店するといつた既存の

チェーン店舗の店作りの価値観が揺らいで

いるようにも感じます。

あ tヽ の  こういち

藍野 弘―

(株)パスコ

システム事業部 アドバイザー
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ドローン革命
2015年 は良くも悪くも、ドローンが〉1主 目

を浴びた年でした。首相官邸や神社の境内

など、様々なところにドローンが出没し、批

判が高まつたことから規制が検討されるよう

にもなりました。

一方、ドローンが低価格化/高品質化し

たことにより、特定の人や事業者のみがド

□―ンを使うのではなく、一般の人が手軽

に活用できるようになったことが大きな進化

です。そしてさらに、ドローンに通信サービ

スを組み合わせることで、ドローンの用途が

大幅に拡がりました。例えば、高いところか

らの景色を楽しむ、人が行けないところを観

察する、面白tヽ動画を撮影するなど、新しい

活用方法が次々と生み出されてきます。

2016年はマーケティングや企業汚動でも

人□減、少子高齢化を背景に、大手流通の再編

が進んでいる。より地域に密着し、生沼者のニーズ

を掘り起こし、需要開拓することが急務との事だが、

地域に求心力を持たないGMSの洵汰は否応なく進

むだろう。

その中で、個人事業者のお店の渚躍が目立つ商

圏も一部に現れ始めている。これら個性ある個店は、

地域で生活を営む人 の々目に見えない価値を共有し

て、様 な々場所や渚動テーマで結びつき、絆を深め

て、“価値共有型マーケッド を築き始めている。

いずれも地元出身の、30代 40代の若い人違が

店主で、日」の総菜屋さん、産直八百屋さん、居酒屋

さん、ケーキ屋さん、パリスタさんなどなど…。時

には、高齢者の介護施設で開催されるお祭りで結び

つき、地元のタウン誌で結びつき、震炎ボランティ

アで絡びつき、ロスフード対策のNPO活動で結び

増殖する価値共有型マーケット

ドローンの新しい価値が見い出されてくるで

しょう。マーケターとしては、規制を踏まえ

つつも、ドローンによる魅力的な使い方を時
'

代に先駆けて提案していきたいですね。

tヽ けざわ  さ と し

池澤 聖司

ビックロープ (株 )

経営企画本部

エグゼクティブエキスパート

つくなど、活動の展開は多様で縦横無尽である。

こうした価値観の共有がもたらす地域ネットワー

クの中に、大手チェーン店はどのように参入するの

だろうか?製品そのものの価値を声高に連呼して

も、価格訴求しても、プロモーションをかけてもモ

ノは売れない。

世の中は、“商品競売マーケット"から確実に“価

値共有マーケット"にシフトし始めているのである。

地域貢献を前面に打ち出さないと生き残れない時代

が近づいている。

いしかわ  つともヽ

石川 勉

(株)ジェイアール東日本企画

執行役員 企画制作本部 副本部長

プロモーション局長
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新聞・テレビを見ない人たち
「テレビで言つていたわよね」というと、「テ

レビは最近見ないのよ」と返つてくることが

多い。理由は “タレント"の無責任発言ばか

りだア)｀ ら、と。

新間に関しては、「新間は取つてないのよ。

でも別に不自由してないわよ」と。その理由

は、読もヽのが面倒だブ)｀ら…と言う。

ではどこん`ら情報を得ているのかと訊く

と、ロコミに近いのだが、確たる情報源では

なく、耳に入つた情報の中で同意できると感

じたものと気に入つたものをチョイスしてい

るもよう。そして一番身近な自治体の広報

誌はほとんど見ないというではないか。それ

なのに孤独・孤立の不安、行政の不親切を

嘆いている。なのに、不安の角犀決のための

情報検索はする気はないらしい。

政治課題や社会的事件が起こるたびに、

老れに反応する団体行動が報じられている

が、それらの現象は本物なのだろうか。そ 
‐

のような行動に参力0している人たちが「説

明が足りない」と言つているが、どのような

方法で広報をすれば届くのだろうか。相対

する側からの情報は間き入れず、お仲間か

らの耳触りの良い情報しか取得していない

のに、これで大丈夫なのだろうか。

スマホや PCによる Facebookや LINE等

SNSで、生汚から政治まで世の中全般が動

くようになるのではないかと危惧を感じてい

る昨今である。

石川 由紀

生渚アドバイザー

正しく強い、そして先を見る

広岡浅子の生涯が題材にな つている

NHK朝 の連続テレビ小説『あさが来た』

が高視聴率を獲得している。この原作は古

川智映子の小説『土佐堀川』からですが、

実は 19年も冬眠状態だつた小説だそうで

す。

今クローズアップされたのは、幕末、明

治と男尊女卑の真只中の時代に女子とし

て、九転十起でどんな苦難も乗り越え事を

成し遂げていく豪快さが受けているのだと

思う。

これは、当時の女子の画―的生き方をし

ていれば、九転十起を繰り波さずになにご

とも起きなかつたと思いがちだが、浅子は

なにより時代の流れと変化をいち早く捉

え、見えない大陸が見えたことがこの人生

3 百人百語 2016

を送つたと思われる。

世の中の変化は、意外にも数字で表れて

いることが多い。総務省の単身世帯家計収

入のデータで、2009年に女性が男性の可

処分所得を抜いてしまつていることに驚い

た。頑張る、力強い女性が認められている

時代に近づいていることは喜ばしいと感じ

た。オジサンモノカルチャーを破壊して、

正しく強い先を見る女性たちを応援してい

きたい。

石辺 秀規

カルピー (株 )

西日本事業本部 本部長



マーケターの育て方
私自身もたいしたマーケターではないこ

とは自覚してtヽ るが、職責上、新商品導入

企画やら販売促進策やらの企画書を見て、

○×△を判定する場面が毎週のようにあ

る。これまでに見た、累計何百と言う企画

書はまさに玉石混合である。石の方の企画

書は残念ながら下記のようなことが多い。

①ストーリー性がない。「何が言いたいの?

何を意思決定して欲しいの ?」

②新奇性がない。「あんまり面白くない、

興味がわかない。」

③資料が果駄に長く美しくない。「tヽ つま

で説明してるの ?もういいよ。」等々

それでは、どうしたら良い企画書が書け

るのか?どうしたら良いマーケターになれ

るのか?と ても数行では語れないが、いく

5年前、使い捨ての紙食器WASARA(ワ
サラ)を発売した。パーティの席を、もつと

楽しく華やア)｀にとの思いの開発だつた。大使

館のレセプションやホテルでの交歓会など、

様々なハレの席に多くの引き合いがあった。

評判が高まる中、私は、これこそ食器を超え

て人が集う時のコミュニケーションツールに

なると誇らし気に思つてtヽ た。その後、外国

へのチャネルの拡大に合わせ、メディアの取

材も増えていく。WASARAのある風景の広

がりと共に、人が集まる席には、WASARA
しかない。私は、すつかりその気になつていた。

深夜のテレビドラマ「孤独のクルメ」が話

題を集めてtヽる。ある時、私も見る機会があ

りその面白さに唖然とする。以来すつかり虜

になった。おのれの臭覚と価値観で、人が集

いちかわ  え tヽ じ

市川 英次

(株)ヤクルト本社 化粧品部長

TA独に1向 しんで1可が悪いのか

つか要素を挙げる。

①知識、経験、人脈を広げることによつて

自分の引き出しを増やす。

②成功事例、失敗事例を数多く見たり間い

たりして、それをアレンジする。

③各プロセスにおける現場の状況を理角軍

し、共感を得られることを心がける。

と、ここまで書いて、ふと気がついた。

まさしくこれは MCEIそ のものではない

か。少々強引なことは否めないが、これを

今年の結論としたい。

う店だろうが、洒落てない店だろうが、独り

で店の雰囲気を楽しみ、豪快な食べつぷりを

見せる主人公。嬉々とした表情が心を打つ。

まさに食の楽しみは、集うことが条件でない

と教えてくれる。

10月 末、ハロウインの賑わいがニュース

になつた。類は友…の典型か、仮装して渋谷

に集まらないと楽しめないらしい。これも絆

なのア)｀は、わからないが、私はあえて云いた

い。「甑独に愉しんで何が悪い」派に組した

いと。独りで静かで豊かに、誰にも邪魔され

ない自由が素晴らしい。

い と う  けいいちろう

伊藤 景一郎

伊藤景パック産業 (株 )

代表取締役
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エンゲージメントの強化を
今日、企業が淮力すべきは「エンゲージ

メント」である。

エンゲージメントとは、一言で言えば、

企業の「存在」や「成長」を応援してくれ

る行動を顧客が取つてくれることである。

こうした顧客が多ければ多いほど、企業

にとっては安定的・持続的な利益をもたら

してくれる。

エンゲージメント強化において大事なこ

とは、従業員満足の高みを目指すことで、

顧客対応・サービスは大きく向上し、顧客

エンゲージメントが強化される。

多くの欧米企業がエンゲージメントの向

上を最優先課題として掲げている。

従来の考え方と一線を画しているのは、

「満足度」でなく「愛着心」に湛目してい

る点である。

自発的に行動し、仕事に熱中する社員、

仲間を信頼し合い、組織の成功の為に一丸

となるチーム、そして高い業績。

このような職場の尺度となるのが「エン

ゲージメント」レベルであり、組織開発の

分堅予で最も湛目されている考え方である。

う え の  の ぷ き

上野 延城

上野ジュエリー研究所 所長

強引マイウエイ
今年の「安全保障法案」は今までの政府見

解を変更するための様々な方の様々な意見が

あつた。説得力ある説明がなく継続審議か廃

案が当然だつたにも拘らず、与党は圧倒的多

数で反対を押し切つて強引に通した。辺野古間

題もしア〕`り。反対は許さず計画を強]|に実行

する政権だ。

古賀誠元白民幹事長が指摘したように「独

義宅政治は政治の貪困を招く」のであるが、これ

は政治には限らない。企業も独裁経営が企業

文化を貪困にし、やがて企業破産を招く。女

性の活躍を促したいと唱える人・企業が多いが、

男女問わず異なる意見を取り入れdWershyを

重視するのは重要である。幅広い意見を認め、

8歯み合う議論が出来ない企業は進化しない。

トップが独裁的であれば、その下は自己都

合主義に陥る。「もんじゅ」の点検ミスや旭化

成建材のデータ捏造が日常茶飯事になる。数

年前の食品偽造表示等から何も学んでいない。

自己責任より自己便宜に重点を置き、広義の製

品信頼は音を立てて崩れている。

中国人の爆買に潤つている商店が多いが、

その爆買や輸出の好調さの要因の一つは日本

製品の高品質定評である。その定評が神話に

なり、神話が崩壊すれば日本経済に計り知れな

い打撃を与える。

今一度独裁経営、個人の好き勝手な捏造等

を改める事が2016年の優先課題ではないか

と思う。

ウレマン フレッド

LLPジャパン・リサーチ
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「人」はなぜ旅をするのか?
旅行会社で働く私が申し上げるのも変な

話ですが、人はなぜ旅をするのでしょう

か?言い方を変えれば、何を求めて定住し

ている家を離れるでしょう?

私の答えは「知的好奇心を満たすため」

です。他の「生き物」との違い、「人」だ

けが旅をする理由ではないでしょうか。訪

れたことの無い場所に行き、その場所の歴

史や文化を宍[る ことで知的好奇心を満たす

のだと思います。

弊社は「アクティブシエア」と言われる

50代 から 70代のお客様を中心に旅行を

提供する会社です。ですので、人生の中で

何度も旅行を経験された方々が求める「旅」

を提案する必要があります。例えば、その

「時期」にその「場所」でしか経験できな

いとか、同じ地域でも更に深い「文化的体

験」ができるなど、考えてみればたくさん

あります。

ビジネス的に言えば、価格競争の激しい

旅行業界で他社に勝つためには「価格」で

はない「価値」をつける。

皆さんは「旅」に何を求めて旅行に行か

れるでしょうア)｀ ?次回のご旅行を検討され

る際の参考になれば幸いです。

お お しヽ  すみひと

大居 純人

クラブツーリズム (株 )

営業本部 販売促進課 課長

○○しない主義
作家百田尚樹氏の論者を集めた「大方言」

という本を読んだ。「他人の悪□は言わな

い主義だ」「他人におもねるようなことは

しない主義だ」等々、よく耳にする「○○

しない主義」つて何だ?と論じる章では思

わず笑つた。

ただ自分がしないだけなのに、主義にす

るなんてなんとも大袈裟だ。氏は、わざわ

ざ「○○しない主義だ」と他人に宣言する

のは、本当はそれがしたくてたまらなく

て、実はうつかりするとそれをしかねない

自分に気付いているからだと分析。私もか

つてヘビースモーカーだった頃、「禁煙し

ないの ?」 と間かれて、「禁煙しない主義」

と答えていた。実は、何度か禁煙に失敗し

ていて、本当はやめたいのだが、できない

自分を正当化する気持ちがあつたのだと思

う。皆さんも大したことでないのに、「○

○しなしヽ主義」と言われたり、自分で言う

ことがありませんか。やせ我慢しているだ

けかもしれませんよ。

そんなことを考えていて、ふと思つたこ

とがある。「○○しない主義」と言つてし

まう人の気持ちが、隠れた願望の裏返しだ

とするなら、そこには、新しい商品やサー

ビスに対する潜在ニーズもまた隠れている

のではないだろうか。

お お き

大木 裁信
(株)ヒロモリ

開発営業部 リーダー
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個店経営は、チェーンス トアの進化形 !

本格的チ正一ンストア・システムは、先

ずビッグストアを構築し、その上で、マス・

マーチャンダイジングシステムを展開して

「ご利益」を生み出すことだと教えられた。

しかし、最近はチェーンストアからの脱

却を訴え、従来の理論を否定する動きが活

発化している。GMS(総合スーパー)の

業績の悪さからか、個店経営に舵を切る企

業が増え、チェーンストア経営の在り方が

議論されている。

GMSは商品開発に取り組み、配送セン

ターや情報システムを構築して規模拡大を

図つたが、規模を価値に転嫁するビジネス

モデルを創造しきれなかつた。本格的な

チェーンス トア・システムづくりの担い

手は、今やコンピニや SPA(製造小売業)

もう 30年以上になるだろうか。毎年、

11月 ヒ頁ア)｀ ら 12月 25日 にかけて、ぐん

とヒットチャートを駆け上っていく曲があ

る。そう、山下達郎の「クリスマス・イブ」

だ。ふと耳にして、その年も終わりに近づ

いたことを実慰する人も多いことだろう。

この曲には、誰もが一度は味わつたこと

のある人生の一場面をそれぞれに思い起こ

させ、そしてそれぞれの心にしみ込んでい

く、いわば「普遍性の魔力」がある。

それだけではない。他方で、等しく―個

人にのみ属しているそれらの一場面たち

を、様々なトーンで彩りながら、B寺 間や空

間を超えてそれぞれの心のスクリーンに甘

く、せつなく投影させる「固有性 (特別)

の魔力」も持つているのだ。

「クリスマス・イブ」の魔カ

に移りつつある。ここでは、顧客の経験価

値を商品開発につなげ、店舗イメージを形

成し、ストアロイヤルティを醸成できたか

らだ。

人□減少時代に最後に残された月巴沃な

マーケットを狙うには、物理的にも精神的

にも顧客に近づくことしかない。近づくこ

とで得られる経験価値を渚かせる組織運営

形態は、狭商圏に対応できる個店経営が最

適と思える。

大塚 明

コーネル大学 RMPジャパン

プログラム・ディレクター

同じ場面を何度も投影しながら年を重ね

る人、転機を経てある年ア)｀ らは新たな場面

を投影する人もいよう。

日増しに空気がひんやりとしていく中、

街の雑踏にどこからともなく「クリスマス・

イブ」が降り湛いでくる。今年も 1年が

終わろうとしている。

脱方ヽ
お
川
留

ひろふみ

博文

養命洒製造 (株 )

マーケティング本部

営業部長 兼 東京支店長
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「ワーゲンに乗リマンションに住む不安」

読売新聞紙面の時事川柳にあった。小平市

の渡辺富士夫さんの投稿匂である。現在進

行中の二大不祥事をよく表現している。実

は、マンション住いではないが、ワーゲン

(VW)に乗つている。

F人 はモノを買うのではない。モノがも

たらす効果、効用、滴足度を買うのだ』と

は、永年詠唱してきたことだ。満足度の中

に、企業の社会的責任、貢献度、正シカル

度も含もヽ。VWを選んだわけもここにある。

独ウォルフスブルクにある本社に取材に

行つたことがある。工場見学もし、凍結し

た路面の試乗も体験した。あの VW社は

一体どうなつてしまつたのか。報道によれ

ば 07年頃から不正ソフトヘの警告やエン

ワーゲンよ、お前もか

ヒット商品

ジン開発者からの告発がすでにあつたとい

い、今や不正はディーゼル車ばかりかガソ

リン車にも及ぶという。

この件につき、代理店の担当者とVW
日本の代表取締役から信頼に反したことヘ

の挨拶状が届いた。とはいえ、この企業

が生産したわがVWtt。 走りの性能のよさ

と、反エシカル的な態度への怒りとが交錯

する。

VW社に末来はあるのか。見届けたい。

岡橋マーケティング研究所 所長

募零恥橋
拗
岡

ここ数年、これが今年のヒット商品です

と言われ、なるほどとうなずくものが少な

くなってきている感じがする。また、ヒッ

トしているものが商品ではなくなり、エリ

アだつたり、イベントだったりする。

もちろんモノ (商品)を売るのではなく、

お客様の生活の中での価値を提供すること

が重要だということは認識している。ただ、

その価値を形あるものとして提供する工夫

が足りないのではないかとも思う。

ヒツト商品は、提供されて初めて「そう

そう、こういうものが欲しかったんだ」と

感じることが多い…それにどうやって気づ

くア)｀。

方法はとことんお客様のことを考え、感

じることだと思つている。商品担当者は自

分のことを、会社で一番お客様のことを

知つていて、会社で一番お客様のことを考

え続けている人であつてほしい…これは商

品担当に限らないことかもしれない。

「自分が一番お客様のことを考え続けて

いる」そのように思つている担当者の多い

会社が、「強くて良い会社」と言えるだろう。

おくざわ

奥澤
熾
勇

花王 (株 )

MKリサーチセンター センター長
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魅力ある日本文化の発信

「インバウンド」は「マーケティング」を強くする

国外に誇る日本文化とは?歴史遺産、自

然、食文化…日本への評価はいまだ高く、「日

本好き」は世界中に存在する。そして近年

の F日本ブームJや『爆買いJ。 日本の商品や

サービスが高く評価されることは日本人とし

てやはり嬉しく、また国内経済の潤いも喜ば

しい状況だ。この状況をブームに終わらせず、

「SUSH日 や「FUJIYAMA」 のように愛され

続けるにはどうすれば良いだろうブ〕`?

多くの人の興味を引き続けるモノ・コトの

条件を考えてみた。

1.使い方を知らないものは、自分で手に入れ

ようと思わない。

2.使い途が限定的なものは、フアン層が広が

らない。

3。 そのシーンがクリエイティプでないものは、

「インバウンド」、急速に拡大し続けてい

て、将来に向けても大きなポテンシャルを

秘めています。不安定要素を多々抱えつつ

も久しぶりの骨太なテーマです。

この対応において、従来のスキルに加え

て二つのポイントがあると考えます。

個企業の取り組みではなく、業界・エリ

ア・オール日本といつた「面対応」するこ

とと、関与している様々な業種・業態、州(

売り・メーカー・多種サービス業・メディ

ア・行政 …。などの「横グシ」を刺すこと

です。多彩なネットワークカと高度なプロ

デュースカが求められます。

このことは現在のマーケテイングの価値

向上において、大きな課題でもあります。

その実践における絶好のテーマだと思いま

好奇心が束J激されない。

日本文化には「コンテキスト=背景情報」

が多いといわれる。分ブ)｀ りにくい難点もある

が、追求すればするほど面白味が高まるとも

いえる。

世界に永遠に愛され続ける日本文化のため

に、日本人はもつと自国のモノやコトの根本

にある価値観や美意識をD巳暇し、それを発信・

実践する力をつける必要がある。そして我々

コミュニケーションに関わる者は、それを底

支えするさらに強い力を持ちたいと思うのだ。

お ち   ゆ

越智 由
か こ

香子

大日本印刷 (株 )

C&I事業部 CC・ SD本部

第 2CC企画開発室 室長

す。量的ポテンシャルと質的ポテンシャル

の両取りへの挑戦なのです。マーケターが

勇気を持ちます。ビジネスが繁栄します。

日本が元気になります。世界が平和になり

ます。

我々 MCEIが目指している「マーケテイ

ングの “協創"実務家集団」の実現におい

てもまことに相性の良い機会なのです。

お の   としひろ

小野 敏博

9 百人百語 2016
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異業種討議は凄いことが起きる
柄にもなく社会貢献を意識しだす年齢に

なつてきました。そして2年ほど前から仕

事の合間をみて某大学で経営マーケティン

グのコースを受け持つています。

クラスのメンバーは超一流企業の社員が

ほとんど。年齢も性別も職種も会社もバラ

バラな人達が同じテーマを討議していく。

すると経験の違いがそのまま思考回路の違

いとして現れてきます。議論はあつち行つ

たりこっち行つたり。噛み合わないことも

よくあります。しかし、国を重ねるごとに

大きな変化が現れます。会社では気付けな

かった自分の思者の悪い癖を自ら発見して

いくのです。議論がD歯み合わなかったのは

経験の違いではなく、自分の思考がしつか

りしていなかつたことを反省するのです。

この「百人百語」に毎年寄稿されていた

慶應義塾大学名誉教授・村田昭治先生が亡

くなられた (2015年 4月 、82歳 )。 先生

は日本のマーケティング導入時から今日ま

で半世紀を越える長きにわたって、その発

展と定着のために精根を尽くしてこられ

た。そのなかで学ばれたものについて、次

のように述懐されている。

「人間の愛をベースにおいて、技術・経

営の手法にもメイクニュー (イ ノベーショ

ン)を引き起こし、企業の個性を前面に出

して差別化し、選好を強く得ながら、□一

コスト経営を遂行させることではないか。
中●その根底には人間同士の信頼、質の高

い人間関係の形成があるだろう」と。

そこには狭く深く掘り進める研究を超え

マーケティングのこころの旅路

アバウ トでなんとなく発言しても、あうん

の岬吸でわかつてくれる職場の上司や部下

はここにはいない。

異業種討議の価値はこれなんだ !た だし

本気の討議でないと効果は少ないので取り

扱い注意なんですが…。

鹿毛 康司

エステー (株 )

執行役

エグゼクティブクリエイティブディレクター

て、人間の幸福の実現を希求し、愛ととき

めきをもったマーケティングを説き続ける

先生の姿があつた。いま、もはや先生なら

ではの哲学に立つ名調子の講話を聴き、達

文に学ばせていただく機会が失われたこと

は何といつても寂しい限りである。

かわしま  たもつ

川嶋 保

出版コーディネーター

百人百語 2016 10



消費者志向経営は消費者の為ならず
「 )肖 費者志向 (Consumer ottented)」

は文字通り発想の起点を消費者に置くこと

であるが、マーケテイングにおける基本的

な理念 (Consumer ottented markeung)

として、商品・サービスの開発・改良に

渚ん`されてきた。企業は消費者・顧客の

信頼なくして持続的発展は有り得ず、経

営 (マ ネジメント)においても消費者志向

(Consumer oriented management) は

当然であると考える。ただ、企業にとつて

従業員 (ア ルバイ ト等事業に関わつている

人全て)は重要なステークホルダーであり、

消費者であることをつい忘れていないだろ

うア)｀。最もロイヤリティの高いユーザーで

あり、且つ、リスクに敏感で最も厳しい存

在ア)｀ もしれない。消費者志向経営は、「社

外の消費者・顧客」の声を聴くだけでは不

十分。社外 。社内を問わず、企業にとつて

耳の痛い言葉には莫摯に耳を傾けるべきで

あり、その為の体制構築とそれに向き合う

トップマネジメントの覚悟が必要である。

消費者・顧客からの信頼基盤は、商品・

サービスのみならず、 トップマネジメント

の言動、企業理念の実践等、企業洒動全て

に係るもの。単なるスローガンではなく、

「本気の消費者志向経営」は自らを助ける。

かわ の  よ う じ

川野 洋治

前 ACAP研究所長

グローバル
今年も海外出張が多かつた。 1月 から力

イロ、アンマン、エルサレム、その後バン

コク、ジャカルタ、北京、11月 のインド

出張が今年最後の海外出張になる。その他

アメリカ、イタリアヘも回つた。弊社の事

業がますます地球規模の市場対応に広がつ

てきていると身をもって感じている。

筆者が関連している冷凍空調分野で

4年 に 1度 行われ る世界的学術会議、

「iCR2015(国際冷凍会議)」 が 8月 に横

浜で行われた。1,200名を越える大きな

会議で日本恨Jの主催者にとつては大ごとで

あった。しかしながら、心配した気温も

31度程度で会期中は推移し、海外からの

メンバーも日本を楽しんでくれたと思う。

ディナーも 800名 を超える大パーテイと

なった。三味線でジヤズを演奏するグルー

プによるトークも英語で大うけだつた。こ

ちらでも国際化を実感した。

かわむら  くにあき

川村 邦明

11 百人百語 2016
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ドキドキわくわく心動かす 出会いの進化
MCEIの セミナーに時間の許す限り、自

ら取捨選択せず参加し学ばせていただい

た。マーケテイングの世界では当たり前の

ことであるのかも知れないが、改めて人に

出会いどれだけの人の心を動かせたのか?

突き詰めている方が多いことに気づア)｀され

た。

ビッグデータを駆使して、個から集めた

情報を活用する代わりに個が必要とする

情報やツールを提供する。日本ならでは

のサービスで来訪者へのおもてなしを考え

る。社会的弱者に目を向けともに活動し発

信し続ける。女性のライフスタイルを考え

その力を社会へ向ける。

いずれも、人類のコミュニケーション方

法の進化に基づき、さらに進化を加えなが

当社では、経済産業省の「次世代物流シ

ステム構築事業費補助金」に採択された「需

要予沢Jの精度向上・共有化による省エネ物

流プロジェクト」に昨年度より取り組んで

います。

食品の物流においては、製・配・販の各

社が独自に需要ラ測を行つていますが、十

分共有されていないため各段階にてミス

マッチが発生、廃棄や返品などの無駄が生

じています。そこで、高度な解析に基づい

た需要ラ測で製・配・販をつなぎ、その削

減を目指すというものです。

昨年度は「冷やし中華つゆ」を例に試算

したところ、2割弱の在庫圧縮を確認でき

ました。平成 27年度は対象地域や対象商

品を拡大、さらには人工知能技術を用いた

天気予報で物流を変える…その先にあるもの

ら新しい人と人との心の関わりを作つてい

ると感じた。

マーケティングという視点だけでなく、

世の中の動きとして幅広く学び、多くの方

との出会いの機会を得ることができたこと

にこの場で感謝したい。

き た こヽ ら  よ しみ

喜多村 佳美

(株)ヒロモリ

制作部 第一制作部

チームリーダー

顧客行動分析等も取り入れ、需要予洟Jの さ

らなる高度化を目指します。

さて、このような取り組みは社会的に大

変意義がある反面、企業間の競争環境にお

いてうまく扱えるのア)｀、という課題もあり

ます。そういう意味では、共通基盤を利活

用しつつも、独自の手法を盛り込んだ情報

の価値創造を行い、さらにはそれを裏側で

汚用するだけでなく、人々の行動喚起とし

て広告・販促と連動させる、とtヽ つた形ヘ

繋げることが必要ではないかと考えます。

く ら た  ひでゆき

蔵田 英之

一般財団法人日本気象協会

事業本部 メディア・コンシューマ事業部

部長

百人百語 2016 12



フェイスプック・LINE・ ツイッター等

を適用した SNSが全盛である。人と人を

つなぐコミュニケーション手段が革命的に

進歩しているように見える。ところが、現

在顧問を引き受けている欲食企業の懇親会

等の席で「世代を超えた」会話が弾まない

ことが多い。

パソコンで文書作成し続けていると手書

きで文字が正確に書けなくなるように、電

波情報発信が便利すぎて思考が深化しなく

なつてはいないだろうか。グループで電車

に乗り長時間同席しながら、全く会話せず

ひたすらモバイルと対話している姿に違和

感を覚えるのは、時代おくれの高歯令者故な

のかも知れない。

今年 82歳 になるが」R四国グループ讃

～心通う絆作り～

体力づくりが大切 !

岐うどんの「めりけんや」、食育の伝道師

育成の「食生活アドバイザー」、更にアメ

リカ生まれのスーツ企業の出店開発とお役

目に恵まれているのも長年の人と人の絆で

ある。

それを支えてくれているのは「ことば」

でなく「心の絆」なのだろうと感謝してい

る昨今である。

く り た  よ しお

栗田 芳夫

(株)めりけんや 顧間

F.L.A.ネットワーク協会 副会長

『マグマヨガ』に通い始めました。

昔から自ノ刀`のことを『低血圧』『低血糖』

『低体温』の 3低だとネタにしていました

が、最近になって、びっくりするほど筋肉

がなtヽ ことが半」明。『低筋肉』が加わつて

しまいました。

この4低では基礎代謝が悪く体力も免疫

力も低くなり、結果として疲れやすかった

り病気に掛ア)｀ りやすい体質になつているの

を自分でも薄々 (ま あまあ強く)感 じてい

ました。その体質を改善すべく、最近流行

のマグマヨガと言うワケです。

マグマヨガは遠赤外線効果で身体の中か

ら温まり、サラサラした汗がびつくりする

くらい出ますが、ストレス解消になり体幹

が鍛えられて適度に筋肉もついて何だか体

に良いことをしている感が気持ち良いで

す。

会社も同じア)｀も。熱い情熱をもつて筋肉

を付けておかないと、会社自体の体力が低

くなり内側から病気に掛ア)｀ つてしまうかも

知れません。個々がいつも明るい気持ちで

誠実に前向きに直向きに仕事に取り組むこ

とが大切だなと感じています。

そして自分自身も。きっと来年の今頃は

今までで一番健康体になつていると信じて

今日もマグマに通います !

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

13 百人百語 2016



徒然なるままに
数年前までは、パ リバ リと仕事をしてい

ました。が、ここ数年で、ずいぶんと身体

が変わつた気がします。顕著なのは、日。

いやあ、本当にすつア)｀ リピン トが合わなく

なりました 。中。

これまで、シエア女性誌を編集する会社

に身を置きながらも、実感するものは少な

かったのですが。歳を重ねることは素敵な

事と言いますが、思つたよりも大変なこと

かも ?と最近思つたりします (目 くらいで、

大げさかもしれませんが)。

元気なうちに、元気じゃなくなった時の

準備をする。これまでは、遠い世界の話で

聞いていましたが、そろそろそんな時期な

のかなあと思うこの頃です。自分の身体を

見極めて適切な生き方をする、そろそろそ

かつて原宿をガングロの女写高生がカッ

ポしていた。時うつり、電車の中でお化粧

をする女子達が登場し、アベノミクスの登

場と同時にパタリと女子達はお化粧をやめ

てしまった。そして女子連は総て「スマホ」

「アイフォーン」に夢中になつた。お化粧

は家で早めにすませ、電車の中では IT機

器にとりくもヽ…これもすばらしい転換とい

える。広告メディアの変遷も著しく広告売

上高に占めるモバイル向けの比率は拡大す

るものと思われる。

2014年 の日本の広告費は 6兆 1,522

億円、その内 IT関連は 1)ヒ 519億円であ

る。対前年比 412%。 やがて日本の広告費

の 50%が IT・ ネット関連メディアがしめ

る時代が到来するかと思うのだが、商品や

ガングロからスマホ、アイフォーンヘ

んな事を考えていきたいと思います。

ご と う  あき

後藤 B召
ひ と

人

いきいき (株 )

メディア・アライアンス課 課長

サーヴィスを顧客へ届ける 〔しくみとしか

け〕というマーケティングの基本は変わら

ないはずで、常に新しい価値創造のマーケ

ティングを目指してゆかねばならない。

こんどう  さとし

近藤 聡

(株)センシュウ・アド・クリエーターズ

代表取締役会長
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習慣性と気まぐれのはざまで
消費者行動のトラッキング分析をするた

びに痛感するものが、人々の行動の習慣性

と気まぐれの二極化の実態である。

習慣性に着目する。人々の行動はこんな

に定型的なのかと思うほど、実はパターン

化されている。結構な人が実は限られた

狭い生渚行動圏内でしか行動していない。

ルーティン化された日々は実は楽なのだと

いうことの表れであろう。一度顧客は徹底

的に囲いこんでしまえば、ある程度安泰で

あるということでもある。

逆にいうと、このような習慣′性をこちら

の意図に従つて変えさせることの難しさが

ある。行動に思い入れがあるのア)｀、ないの

か。解明するために、いろいろな刺激を与

え、行動変化を観察する。すると、ときど

「儲」という字がある。信者と分解でき

る。経営者やブランドなどにお客様が信者

となつて頂くことで結果として利益が上が

る。つまり「儲かる」。

「失われた 20年」を乗り切るためだっ

たのか、最近の企業不祥事には驚かされる。

東芝の粉飾決算、フォルクスワーゲンの排

ガスデータ偽装、三井住友建設や旭化成建

材のマンシ当ン杭打ちデータ偽装など、ど

れもが世間的には信頼している会社やプラ

ンドであり、その不正の規模は直接不祥事

を働いた社員の責任に帰すには余りにも大

きすぎる。

企業を取り巻く規制や会計基準、経営の

透8月性と成長性を求める IRの圧力など、

この期間に様々な変化が起きている。勿論、

儲かるためには信用が基本だと思うが…

き、気まぐれとしかいいようがない行動が

ある。全く思いもよらぬところで、刺激を

与えられて行動変化をしている。実はこれ

がおもしろい。

いたちごっこではあるが、この気まぐれ

がいつ何によって起きるのア)｀。これを探つ

ている。なんとも永遠なテーマである。

こんどう  たかし

近藤 敬

キーズ・コンサルティング (株 )

代表取締役社長

経営の倫理性を高めるためのガバナンスの

強化も大半の企業は真面目に取り組み、社

員に定着させてきた。しかし前述のような

事例が明るみに出ると、まだまだ多くの企

業で問題を抱えている気がする。ほとんど

の事例で発覚は内部告発による。マーケ

ティングに携わる人は「儲ける」事の前に

お客様の信用を失わないように襟を正し、

企業活動が結果として「儲かる」と言う基

本を自らに再徹底する必要が有るのではな

いか。

こんどう ただし

近藤 直

15 百人百語 2016
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若者の国と年長者の国

た拿籍ぢ疋/59昇集蛮男幕畠積奄漏百「 争
ジタル化の波の速さ。パンフレットのような
紙媒体はどこに行つてもなかなかもらえず、
替わりに「アプリ」が渚躍している。日々、
SPツールのプリント制作に追われている自
分はここでは化石のようだ。平均年齢の若い
東南アジアの国々は日本よりもずっとスピー
ドを持つて一気にデジタル化されていってい
るのだ。
一方で、日本に旅行する魅力を間くと、食

やショッピングもあるが、文化にも興味があ
ると評価してくれている。来日したタイやベ

トナムの方に言われたことだが、経済的に発
展しながらも歴史的文化や田」並み、日本らし
さを失わずにいるところが神秘的に映るよう
だ。どうして変わらないでいられたの?と P百月
かれて思つたのは、これは高齢化社会のおか
げもあるのかもしれないということだ。そん
なに早く変化したらついていけない。と思う
人は多いし、またそういう年代の人たちの発
言力が日本では強いのではないだろうか?

「失われた 10年・20年」と言われていたけ
れど、もしあのままずつと凄い勢いですべて
が進化していたら、今、外国人客に面白いと
思われているレトロな部分は残つていなかつ
たかもしれない。
そして MCEIの大会出席で訪れた久しぶ

りの台北。すつかり洗練されていたけれど、
懐かしい部分や台北らしさもきちんと残つて
いて安心した。間けば台湾も日本と同じく高
齢化が進んでいて、未婚率や少子化が進み社
会問題となつているそうだ。COGOROの電
気バイク、オープンしたてのショッピングセ
ンター「微風」、そしてブテイツクホテル「ハ
ンブルハウス」のカッコ良さに感心しながら
も、昔なじみのレストランで食事をして落ち
着く私。シニアの部に近づいているからでは
ないと思いたい。

斎藤 潤子

(株)京王プラザホテル 企画広報

会社を辞めるという選択
6月 に 27年勤務した会社を退職し起業

しました。少し無理をしましたが株式会社

にしました。「会社を辞めないという選択」

という書籍が流行りましたし、私自身も長

く悩みましたが、ビジネスの規模の大きさ

を求めていなア)｀ つたことと、自分自身の力

を試したいという気持ちが強く、定年まで

あと9年でしたが、思い切つて辞める選択

をしました。

会社の傘の下を離れるといろいろなこと

があります。例えば「御社のように規模が

小さく新しい会社にはお任せできません。」

と断られることもありますが、元 4々ヽ さな

ビジネスを積み重ねてゆこうと考えており

ますので、そこはあまリショックではあり

ませんでした。

会社は大きくなると得てして「期」の範

囲の中でしア)｀物事を考えなくなりますが、

自分の会社であればロングスパンで考える

ことができます。

苦しいこともたくさんありますが、4ヽ さ

なお仕事の中で真価を発揮し、中期スパン

で仕事を見極める。そんなことを続けて行

きたいと考えております。

さいとう  ひ て お

斎藤 秀雄

MCEI大阪支部 事務局長

((株)ISSO 代表取締役)
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市場創造の枠組みで、企業内に変革を

フアッション雑誌No.1のマーケティングカでライセンス事業を開始

私はこの 10年ほど、様々な企業での「働

き方変革」をサポートしていますが、最近は

残業削減やダイバーシティ推進など、「企業

内個人・組織の意識・行動の変革」を求め

る企業が急増しているように感じます。

これはまさに新市場づくり (潜在課題を

掘り起し、ターゲットに気付かせ、課題解決

行動を促し、計画的に普及・浸透させる)の
プロセスに近く、4Pや AIDMAのような枠

組みはもちろん、デザイン思考的な視点の

転換、ユーザー巻き込み型試行錯誤が重要

であり、マーケティング論が大きく役立ちま

す。とくに、「社内だから」と油断して、プ

ロダクト (施策)の作りこみを怠ったり、プ

ロモーションに力を淮がないでいると、大き

な成果は上げられないと痛感しています。

宝島社は、この秋、「kippisl_D(キ ッピス)」

という自社開発のブランドを立ち上げ、本

格的に「ライセンス事業」をスター トいた

しました。「kippisC)」 は、】し欧発のライ

フスタイルプランドで、フィンランド在住

のデザイナーを複数人起用し、毎シーズン

動物や植物などの新しいテキスタイルを発

表しています。北欧の新たなコンテンツを

提供することで、メーカーさんや流通さん

と一緒に市場を活性化できればと考えてい

ます。

弊社は『sweet(ス ウィー ト)』 『6LOW
(グロー)』 など大人女子向けの女性誌を多

数発行しており、この4年 P日]、 おかげさま

でフアッション雑誌業界でのシェア No.1

となっています。自社の強みである「編集

17 百人百語 2016

今後ますます市場変イとのスピードが増し、

人□減少 (労働力も含め)や働く意識の変

化が進む中で、企業は「市場」だけでなく「社

内」に対するマーケティングのスキルを高め

ねばならないかもしれません。

坂本 崇博

コクヨ (株 )

ソリューショングループ

グループリーダー

力」と「女性マーケティングカ」を渚かし

て、これまでにも雑誌の付録戦略をはじめ、

佐賀県のプランディングのお仕事や、女子

向けの花人大会など様々な事業に取り組ん

でまいりました。

2016年 は今までのノウハウを沼かし、

9誌の媒体力で、「kippisl_R」 ライセンシー

さんの商品を盛り上げて行ければと思つて

おります。

さくらだ   け tヽ こ

桜田 圭子

(株)宝島社

マーケティング課 課長



大切にしたい、感じることを。
子供の頃想つていたよりも大人の日々は

過ぎ去るのを早く感じる。幼い頃は毎日が

刺激だらけでワクワクが溢れていた。

いつからか忙しく毎日を過ごすことが充

実していると勘違いし、ゆっくりゆつたり

と日々の生活から感じることを忘れていた

気がする。しっかりと身の周りを見わたし

てみると世界は変化であふれ、おなじ毎日

なんかない。

毎日の何気ない道もゆつくりと歩いてみ

ると道端に名前のないような刈ヽさな花が咲

tヽ ているのを発見する。雨に濡れる日でも

小さな花は喜んでいるように感じる。ある

外国の有名な歌手が次のような言葉をのこ

している。

弊社の主な事業は、映像制作・広告代理

ですが、約 10年前からフランチャイズで

コンピニ経営も行い、テス トマーケティン

クの拠点として活用してきました。ある駅

近の店舗では、 1日 3千人以上のお客様が

商品をお買い上げするため、人の行動観察

ができる場として、おもしろいです !

ある日、こんなことがありました。ある

小学生の男子が、238円 のチ ココレー ト

を買おうとすると、お健さんが、節約 !節

約 1と いつて 173円のチョコレー トを買

いました。しア)｀ し翌日、このお母さん、一

人でコンピニに来たとき、なんとなく周り

を見波 し 238円のチョコレー トを買 つて

いました。

そんな人の行動パターンを見ることで私

しおたに  たけし

塩谷 健

養命酒製造 (株 )

マーケテイング部

コンビニ経営はおもしろい !

Some people feeithe rain.

Others,ust get wet.

雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れ

るだけの奴らもいる。

雨が降つた日、水たまりでp`ね回り泥ん

こで遊んだ日々を忘れずに、子供らと裸足

になりそんなことができるような大人でい

たい。

の妻からは、最近、私の気持ちがわかるよ

うになったねと褒められます。

昨年から、このような行動観察だけでな

く、脳波沢J定器を活用 した売上アップ施策

もチャレンジしています。将来、こんな取

組みが当たり前の時代になるのではないで

しょうか ?

その時私は、どんな自分になつているの

か、今から楽しみです !

し ま じ  たかひろ

嶋司 貴裕

(株)TVC 取締役
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オムニチャネルの時代
携帯端末の普及に加え、ツイツターや

フェイスブックなどの SNS(ソーシャル・

ネットワーキンク・サービス)の利用拡大

が企業と生活者との「接点 (タ ッチポイン

ト)」 の持ち方をも大きく変化させている。

小売の側に立てばリアル店舗、通販サイ

ト、ネットなどのあらゆる販路を継ぎ目な

くシームレスにつないで顧客の求める商品

を提供し、全体売り上げを最大化させるイ

ノベーションが求められる。

そうしたなダ〕`、 リアルな店舗を中心とす

る小売業はeコ マース (EC、 電子商取引)

ビジネスヘの進出を図り、インフラ構築を

急いでいる 。一方、アマゾンや楽天など

モール型 EC運営企業は扱い商品や扱い量

を急拡大し、既存小売業の牙城を切り崩し

社員一人一人が経営者感覚をもってほしい

一多くの会社の経営者はそう思つている。では、

経営者感覚とはどういうことか。それは「オー

ナーシップ」をもつということだろう。

「オーナーシップ」とは「自分のため」では

なく「会社のため」という意識で仕事ができる

かどうか、ということである。オーナーシップ

を持つている人間は、会社に愛着と強い責任感

を持つているため、厳しい局面でも容易にあき

らめない。

例えば、営業マンが顧客からのクレームに

対して「製品が悪い」「研究所や工場が悪い」

と他部門に責任を転嫁するだけだつたら何も変

わらない。顧客のところに技術者を連れていつ

て生の声を聴かせたら、技術陣も意識が変わ

り改良に力を入れるようになるだろう。

刊
鳥防

白
か す お

和生

(株)日本経済新間社

オーナーシップが人を成長させる

て成長を遂げている。

小売業は「どこでf口]を売るか」という考

え方から「誰にどうやつて買つてもらう

か」という考え方にシフトせざるをえない。

これまでリアルな店舗と ECが並列に存在

し、リアルな店舗を持つ小売業にとつては

自社競合が恐れられた。だが、今後はリア

ルとネットの融合による相乗効果を追求す

る時代。ここでも顧客との接点をよりよい

ものにし、カスタマー・エクスペリエンス

(顧客経験価値)の向上が求められる。

問題があつても他人に原因を求めず、自分

が他へ働きかけながら亀軍決する、つまり「会社

のために何ができるか」「どうすれば会社にとっ

てベストなのか」ということを念頭に、自分の

仕事の職責を超えて仕事に取り組むことで会

社全体がよくなる。

たとえ能力があつても、自介のことしか考え

ていない人F日弓は大成しない。tヽ かなる時も、会

社や組織を我が事として考え、それをバネに

創意工夫して課題を解決し、自分の糧にしてい

けるか。それが経営者感覚の第一歩だろう。

しんかわ  まさゆき

新川 雅之

19 百人百諸 2016

スタック電子 (株)取 締役



私が所属する業界では、最近ビジネスア

イデアコンテストという行事が愁続的に開催

されています。ここで重要な事は、どのよう

にアイデアを生み出すかということで、この

部分がなかなか難しいようです。

写どもの頃は日常的に「不思議だな?」「な

んでかな?」 と思う心が有つたのですが、年

を追うごとにそのような素朴さが無くなつて

きているのは、多くの大人に共通する点では

ないでしょうか。

素朴さ純真さを欠いた私達がアイデア整

理の時に一番に考えてしまうことは、整つた

アイデアの仕上がりのようです。つまり、他

人に公開する上で「恥ずかしくないように」

「笑われないように」等、アイデア発掘の妨

げになることから考えてしようようです。

アイデアの発掘

マーケティングの未来

日常生活の中で経験する不自由さに気が

付いたら、どんなにつまらない事でもメモを

とる、笑われてもいいという気持ちで書き出

していく習慣が、アイデア発掘のポイントだ

ということです。純粋な写どもの目線で物事

を考える時間を作り、柔軟な思考を磨く事は、

今とても大切な時期のように思います。

す が の

菅野 報潔
(株)興栄社

代表取締役社長

「ポスト・ヒユーマン誕生」のレイ。カー

ツワイルの著書は衝撃的である。富の配分

のピケティ理論より遥かにナ雄大であり、大

きなインパクトを持つている。2045年に

人類が特異点 (シ ングラリティ)に到違

するとの移言は鳥肌が立ちそうであつた。

19世紀初頭、機械により職が取つて代わ

られてしまうという理由で機械破壊運動が

起きた。21世紀、同じようにコンピュー

ター破壊運動が起きるのだろうか、あるい

は起こすべきなのだろうか。1970年代初

頭、日本はまだ週休 1日 制度であつた。そ

の後の経済成長にともない欧米の週休 2日

制度が導入された。20世紀末にアメリカ

で勤務してtヽ た時には既に金曜日の午後は

休暇になつていた。コンピューターの発展

により仕事が無くなり、一般の人は失業 し

惨めな状況に追いやられるのか、それとも

週休 4日制度や 5日制度が普及するのだろ

うか。生来楽天的な筆者は後者に組みする。

分配論の問題があるにせよ、経済学の根本

理論が AS=ADで あることを忘れるべき

ではない。

すぎやま  しんさく

杉山 慎策

就実大学 孝文授
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世代を越えて
先日、実家を訪れたときのことです。私

は今更ながら、水□先生の「マーケティン

グ戦略の実際」を採読しておりました。ふ

とその本に気付いた父が「ん?水□健次…?

なんだかF耳月いたことある名前だなぁ…」とポ

ソリとつぶやき、私に声をかけてきたのです。

父はすでに定年退職し今はのんびりとし

た生活をおくつておりますが、かつては電気

メーカーで設計の仕事をしておりました。あ

まり□数の多くない父は滅多に仕事につい

て家族に話すことはなく、父が仕事でどん

な事をしているのかほとんど知りませんでし

た。

懐かしそうに古びたノートを引つ張り出し

て来た父はそれを私に見せると、そこには

「講師 :水□健次氏」という文字がはつきり

と書かれていました。まだ 30代の若い頃の

父が、かつて研修でお世話になった講師と

いうのが水□先生だったのです。初めて父

の仕事での一面を垣間見ることが出来たこ

と、さらには世代を越えてつなげてくれた架

け橋が水□先生であつたことに、私はとても

嬉しくあたたア)｀い気持ちになりました。

時代の流れが本当に早く、色んな物事が

日の前を過ぎ去つていく毎日ですが、世代

を越えても受け継がれる尊いものを見極め、

大切にしていく気持ちを忘れないように生

きたいと思います。

須藤 実幸

カルビー (株 )

営業本部 営業企画部 営業企画支援課

緩い話で、思返しができれば。
弊社がMC日 東京支部の会員に加えて頂いて、も

う10年になろうか。2006年の台北大会に参加させ

て頂いたのだから、その位になると思う。創設理事長

の故水□健茨先生の「モノを売るのではなく、コトを

売る」という言葉に感98を受け、それ以来できるだけ

ではあるが、機会を作つて研究会に参加させて頂いた。

そもそも付加価値を付けてこその商売あるはずの鉄

道模型を生業にしながら、こんな基本的な事も解つて

いなん`ったとは。以来、多くのスピーカーの皆さんか

らマーケティングの事例を勉強させて頂き、初心者市

場開拓のマーケティング汚動に随分助けられてきた。

模型業界内での定番製品シェア拡大など、従来はこ

の業界内に無かつたマーケットも開拓し、シェアを伸

ばせたと思う。

さて10年もお世話になつてきて、最近は社内の若

い世代が研究会やビジネススクールに参加させて頂

くようになつたが、少し気がかりなのはその思返しが

できていない事だ。以前に研究会でスピーカーにお

誘い頂いた事もあったが、何分余りに嗜好による変動

性が高い特殊な商売ゆえ、皆さんの参考にならない

と思い辞退させて頂いた。ただ昨今、毎日あれほど大

勢の鉄道利用者がいながら、趣味的な関心を持つて

頂ける人が少ない事が私の課題である。鉄道は実に

沢山のルールと精密な仕組みによって、高度な輸送を

日々 実現している。もう少し仕組みが解ると、きっと

多くの人に興味を持つて頂けると確信する。

そんな緩い、楽しい話が研究会で許されるのなら、

是非とも機会を頂ければと思う。

せき  まさひろ

関 昌弘

21 百人百語 2016

(株)カ トー 営業部 部長



人生、社会人生活が長くなってくると社内外の研

修講師を承る機会をいただくことがあります。聴講者

の方のこれからのご活躍と自身へのナ完めも込めて、最

後にお伝えしていることがありますので紹介させてい

ただきます。細かい説明や想いはここでは割愛させて

いただきますがお役に立てれば。

■どんな仕事にも意味がある。

■手間をかける、手を抜かない。

■プロとしての自覚と責任。プロとは何かを考える。

■専門は、一般敦養があつてのこと。日々 、一般的な

事象や事実、文化、芸術にも興味関心を持つて。

ロビッグデータもデータサイエンティストも基礎学

力、ど文養、情報と感性と想像力がないと無味乾燥

なものになる。決して調査、データ、分析パカに

ならないこと。

■継続は力なり。本、新間は我慢してでも読み続ける

いま大事に思うこと

NIPPONブランド

べき。

■ひとりの生活者としての感性を大切に。

■コミュニケーションは双方向+スパイラル。自分を

知り、他者を受け入れる。

■生まれてきたこと、産んでもらつたことへの感謝、

生かされていることへの感謝。

■人はその個体だけでは成り立たない、人生、仕事も

同じ。

今まで脈々と培われた経験を糧に、これからの体

験を吸収して成長してください。関わつてきた人、こ

れから関わる人との縁を大切に。

たかうち  おさむ

高内 修

花王 (株)

メディア企画部門 IBC戦略センター

マネジャー

「爆買い」は今年テレビや新間でよく目

にした言葉です。中国人の貪欲な購買意欲

を見るにつけ、誰もがインバウンド消費に

あやかりたいと考えるのは当然でしょう。

ドラッグストアのインバウンド消費を実感

するエリアとして、新宿靖国通り付近は最

適です。数店舗を効率よく見て回れます。

そこで驚いたのが売場でスマホ片手に

SNSな どを見て、評半」の「お生産」を物

色している中国人の姿です。アリババの独

身の日セールでの売上が約 1.8兆 円だと

か。これも中国の EC化率の高さを裏付け

る数字です。インバウンド消費だけでなく

越境 ECのマーケット拡大のチャンスとも

見て取れます。

10年前まではラ想もしなかつたマー

ケットが生まれています。これからはどん

な変化があり、その時流に上手く乗るか。

ポジティブに楽しみながらチャレンジし続

けます !

た か つ  しょうこ

高滓 尚子

日本製紙クレシア (株 )

マーケティング本部 本部長代理
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ファンづくり
動かずにしかられた猫を見ている (どうやら

この猫がお母さんらしい)。

そこにいる人達はみな「猫」が惹きつけ

ているのだ。私達が食事を終えて店を出る

B寺も、まだその人達は店内にいた。帰る様

子も見受けられない。

ここに「ファンづくり」のヒントを見た。

行けば大好きな人やものに会える。静かな

店内で気ままに過ごせる。同じ気持ちを共有

してtヽる人と話が出来る…また来たい、来た

ら長い時間過ごしたい。そんな思いが見え

る空間だつた。MC日 も、会員の皆様にとっ

てこんな空P日]になれたらいいなと思う。

たかはし  あ さ こ

高橋 麻子

MCEI東京支部 事務局

何故なんだ日本人 !#WHY JAPANESE PEOPLE

先日、猫好きの友人に誘われて「猫カフェ」

に行つた。店内の猫がいる所はガラス張りに

なつており、猫アレルギーの私でも安心な室

内だつた。

店内は人がいるのに比較的静か。お客さ

んは思い思いに過ごしているが、ふらりと立

ち寄つた様子ではなく、完全なる顧客。―

人で本を読んでいた女性が店員に「あの猫

クッション、席に持つてきてもいいですか ?」

と聞き、嬉しそうに大きなクッションを抱き

ア〕`ア)｀ えて席に戻る。4人組の女性グループ

が賑やかに話をしていると、そこに店員も力0

わつて「今日はこの子お母さんにしア)｀られて

…」と、ガラス越しにじつと動かない一匹の

れを指す。ふと奥を見るともう一匹、毛並み

のふさふさした大きな猫が、こちらもじつと

「厚切リジェイソン」をご存知だろうか。漢字

をネタにした「キレキャラ」で一躍有名となった、

米国出身のお笑い芸人だ。そんな彼のTwitterの

投稿がいま、日本人から絶大な支持を集めている。

彼の投稿では、ジェイソン自身が慰じた日本の

「違禾[l慰」に対し、海外目線で的確な指摘をおこ

なう。

「日本の会社によくある F―絡に考える」会議

はイラつとする」「仕事の書類はPCで作るのに、

なぜ履歴善は手書き?」 など、彼の言葉には毎固

脱帽するわけだが、その中でも特に話題となつた

のが、4万 RT(リ ツイート)を獲得したこの投稿。

「幼稚園→周りに合わせろ 小学校→周りに合

わせろ …・会社→周りに合わせろ パターンパ

ターン1見えてきたよ!Fやりたいことが分から

ない」とよく相談を受ける理由。自分で考える機

会が今までなかつたから」

日本人が周りを過度に気にするのは、個性の強

い子がいじめの対象になったり、自分の意見を持

つ人が「自分勝手」と解ばれてしまう独自の文化

が背景にあるからだろう。しかし、ジェイソンが

指摘するように、いまの日本人に必要なのは、周

囲がどう思うかに神経を使うことではなく、自分

がどうありたいか、何をしたいのかを見直し、本

音で人生を謳歌することではないだろうか。最初

のステップとして、まずは彼のTwhterア カウン

トをフォローしてみることからオススメしたい。

たかばやし りょう

高林 凌

早稲田大学 商学部

守□剛ゼミナール 10期
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ほめられたい主婦のはなし
「主婦の方はですね…旦那さんに褒めら

れるのを、待つているんです 1」 このひと

ことをセミナーでいうと、8害」の男性が苦

笑いしています (笑 )

家計簿アプリ「レシーピ !」 を担当して

2年が経ちます。女性をターゲットとして

色々な機能を実装しましたが、面白いな

と感じたのは Twhterへの拡散機能です。

私、今月も家計簿つけたよ。来月も頑張る

で…そんなタイムラインを眺めているうち

に、「家計持をつける」という行為は、非

常に%力がダ〕`かるのにすぐに成果が出づら

く、なかなか気づいてもらえないけど周り

に声高に自慢するようなことでもない…

ちょつぴり孤独な作業なのかもと感じま

す。さりげなく、頑張つてるよと報告する

と、いろんな人がコメントやお気に入りを

くれる。こんなとし細なことでも、ユーザー

さんのやる気を引き起こせちゃうみたいで

す。

だから男性の皆さん、奥さんをたまには

褒めてくださいね…なんて偉老うなことを

言いつつ、私のほうこそ「いつもありがと

う」なんてtヽ うタイミングは、年末の今し

かなtヽ ような気がして、きっとこの原稿が

出るころには、腱鞘炎をおこしながらお世

話になった人たちに日頃の感謝を綴つてい

ることでしょう。

た が は ら  え リ

田ヶ原 絵里

大日本印刷 (株 )

C&|メディア本部 MC事業開発室

個人の社外価値
MCEIブ レークスルー委員会「末来マー

ケティング・セッション」にて、強烈に印

象に残 つている言葉「個人の社外価値」。

今後、国際的な大競争時代に入ると、IT

などの技術革新に加え、グローパル人材の

登場により、これからは人が溢れ、「必要

な人材が高い報酬で登用される時代」にな

るということです。個人は社内だけでなく、

社外に出ても価値ある能力を身につけなけ

れば、生き残りが難 しくなりそうです。

日本は人□が減少 しますが、世界人□は

増加しています。日本人比率が下がるなか

で、日本の企業・日本経清はどのように変

わつていくのでしょうか。

TPPなど国際ルールの整備も加速 して

いきます。日本人が活躍できる場は国内に

冨まらないでしょう。「自分は何ができる

のか。」を追求し、「どこに行つてもやって

いける」柔軟性が必要になると思います。

たき  じゅんいち

滝 純一

社内販売ネット (株 )

代表取締役
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100年後
私事ですが、今年初めての子供を授かり

ました。芽生えた父親としての自覚について

や、日に入れても痛くない親ばかな話は今

回割愛いたしまして、ふと我が子が 22世紀

まで生きられることに気づき、今まで考えも

しなア)｀ つた 100年後を想像してみました。

22世紀…2401年より先はどんな世界に

なつているのでしょうか。①ロポットとの共

存、人は働かなくなる ②出生率低下止ま

らず日本の人□は半分以下に ③医療革新

による超高齢化 (平均年齢 150歳)①人星

への移住 (宇宙人との遭遇 !?)⑤ 地球

温暖化で平均気温6度上昇 ⑤世界の通貨

統一 〇天候が操作できるようになる

①スマホは古い !テ レパシーで情報伝達

①全世界で同性婚認められる

年を追つて様々な事故・事件が頻発し増

加しプランド崩壊を招いている。

遡ると、スピードの出し過ぎで脱線の列

車事故、食品偽装・異物混入、航空機のト

ラブル、 トンネル天丼落下、乗用車のエア

バック問題、マンションの柄打ちなどなど

枚挙にいとまがないし、今後も増え続ける

様子だ。

30年 ほど前から当社が実施の「不満足

度調査」によると、顧客の『不』の指摘が

増え続けているが、コトが起る前に手を打

つための調査だア〕`ら実施企業は成長する。

加えて改良・革新を図るからヒット商品・

サービスを生む。『不Jの要素は顧客二―

ズそのものだから業績は良くなる一方。「業

績 =顧客の支持率」達成を生む。ともあれ、

25 百人百語2016

トラブル・事故・事件多発の背景

因みにドラえもんは 2112年に誕生だそう

です。来年の予沢Jと あわせて 100年後の予

測はいメ)｀がでしよう?私は急Jのために只々

世界が平和であることを祈ります。

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

トラブル要素の殆どは節操のない低レベル

のコストダウン、単月単位の成果主義、経

営者・管理者の御身大切主義。

トラブルにより発生のロスコストは気絶

しそうな負の金額だが、これが生じない上

に売り上げ向上だア)｀ ら成長が続く。

た け だ  て つ お

武田 哲男

(株)武田マネジメントシステムス

代表取締役



児童養護施設
今年、縁があり、60年以上の歴史ある

児童養護施設の理事に就任しました。この

施設の生い立ちは戦後の戦公孤児が社会ヘ

巣立つまで生活、学業を国の庇護のもと支

援してきました。

近年は時代背景が変わり、家庭内虐待、

育児放棄等によって、行政の判断で親から

保護して、この施設で生汚している子供た

ちが 70%程になりますЬ子育てをする意

思が無い両親によつて、生を受け、この施

設で生活する早供たちが多いことに、改め

て社会の一端を知ることになり、微力なが

らお手伝tヽ できればとの思tヽ でサポートさ

せて頂いています。また、高校までは施設

での生活が確保されていますが、卒業後は

68万円の支度金で退所しなくてはなりま

ほぼ毎週日曜日の夜は、近所の中学校の

ナイター設備があるグランドで、気の合う

メンバーとボールを蹴る。寒い冬の夜も、

酷暑の夏の夜も、心地よい春や秋の夜も…。

かれこれ 20年以上も前になるが、子供

達を指導するコーチ達を中心に、保護者の

お父さん達とチームを創つた。立ち上げる

際に、大人の市内リーグヘの参加は、決し

てしなtヽ ようにと先輩指導者ア)｀ ら助言が

あつた。なぜならば、自分達が夢中になつ

て、子供達の指導に支障をきたすようにな

るからとのこと。その言いつけを守つて、

子供達の指導を中心にして親父チーム活動

を今も続けている。入部順につけるユニ

ホームの背番号も、延べ 89番 までになっ

た。

スポーツを通じた地域のつながり

せん。この金額で衣食住を賄うには至」底考

えられません。

卒業生に少額でも支度金を増額したく、

チャリティバザー等で資金を募つていま

す。篤志家の方々のご協力をお待ちしてい

ます。

田島 慎―

元 (株)ソニープラザ

2016年には、はじめて自分がサッカー

のコーチとして 1年から6年 まで6年間

担当した早供達が 30歳に、次に担当した

子供達は 25歳に、次に担当した子供達は

18歳に。今担当している子供達は 10歳に、

それぞれなる。自分は春 61歳。今年も自

分が教えていた子供達(も う立派な大人だ)

と親父達と一緒にポールを追いかける。自

分の住んでいる地域の中で色々な人々と関

われるのはとても幸せなことである。

田村 直

(株)シャイン・プラス

代表取締役

百人百語2046 26



日本とカルタゴ

「ある通商国家の興亡 森本哲郎著 PHP文

庫」を読み返しています。「カルタゴ」は、2200

年も前に□―マに滅ぼされましたが、その経緯が

現代の日本とうり二つなのです。

カルタゴは商業国家でした。見るべき資源もな

く、貿易で富を築いたのですが、それが悲劇の始

まりでした。最初、□―マはカルタゴの繁栄を羨

望します。それが嫉妬に変わり、不安と恐れが芽

生え、やがて怒りが湧き、憎悪に転換し、国その

ものを地上から破壊 '抹殺してしまうのです。

□―マをアメリカに、カルタゴを日本に当ては

めますと、その共通点が多いことは驚くほどです。

嫌がるのを熙理に開国させたら、瞬くうちに刃向

うだけの軍備を備え、戦争で徹庁氏して破壊しても

たちどころに復興し、日本が生み出すハイテク部

品が無ければ、自分たちだけでは何もできないこ

高校時代は部活で、その後も 30歳くら

いまで草ラグビーなどでやつてきた者とし

て、今回の W杯での日本代表の活躍は感

慨深いものであつた。

30年以上も日本代表の試合を見てきた

が、いくらフィジカルが発達したとは t｀

え、特に南半球の 3ケ 国 (NZ,豪州、南

ア)には 100年経つても勝てるとは思わ

なかつたのが正直なところである。その後

のサモア戦も相手を圧倒し、最終のアメリ

カ戦の勝利も確信できた。我々の頃は松尾

雄治氏の新日鉄釜石 7連覇で盛り上がつて

いたが、日本代表がウエールズと善戦した

だけでも興奮したことを思い出す。

帰国してア)｀ らの日本代表の選手も斜に構

えることなく、誠にさわやア)｀で説得力のあ

27 百人百語2016

ラグビー W杯で感じたこと

とにアメリカは気付きました。

日米は良好な関係と言いますが、アメリカ人の

心の奥底には日本に対する抜き難い警戒心が港

んでいます。TPPは、2200年前のローマ対カル

タゴの関係そのものだからです。

今回、アメリカ基岸の様 な々ルールを押し付け

られましたが、日本はいつの間にかスルリと東縛

を抜けてしまうはずです。TPPはアメリカの黒船、

原爆に続く第二の矢です。さて、第四の矢には、

どんな毒が塗られているのでしょうか。

ち ば  とういち

千葉 東一

(株)センコーポレーシヨン

代表取締役

る話をしてくれている。南アの勝利も偶然

ではなく、質も量も世界一の厳しい練習が

あったからこそ「必然である」と五郎丸選

手は答えている。何事も勝手に限界を設け

て諦めてはいけないということ、理詰めで

あれば事は為すということを改めて教えて

くれた。次国の W杯は日本には荷が重い

と思つていたが、今回の躍進で期待できる

ステイタスになつた。

辻 順

キリンピールマーケテイング (株)

営業部企画担当 主幹

耐



T

IT技術進歩と人間の感性の変化
昨今の IT技術の進歩はめざましく、ス

マホなどの州＼さな端末さえあれば世界中の

多くの情報をいつでも誰でも得ることがで

き、かつては大企業でしか得られなかった

ような多くの トレンド、マーケティングな

どの情報まで無料で瞬時に得ることができ

るような時代になつてきている。

しア)｀ し、そういつた情報のやりとりに多

くの時間を消費するようになつているのも

事実であり、私でさえ、昔なら読書してい

た時間も趣味の模型を作 つていた時間も、

人的交流の新しいツールでもあるラインや

フェイスブック等に、その多くの時間を奪

われている日常を反省している。

最初から抵抗なくこうした環境で育つて

いく若者たちの感性が、少しづつ変化 して

東京から福岡に来て2年が経ちました。営業部門か
ら企画部門に替わり、会社の中の見えていた景色も随
分違つて見えることに気付きました。
お客さまの満足を追求し、販売会社として実績を上

砦rttr寵能な幾靴毬籠?ち舘i

販売会社の社員 (営業・企画・美容)と研究開発部門
の右手研究者が協同で商品開発に取り組んだお話をし
てみようと思います。
きっかけ

らでした。

フィッ

かな?

「温故知新」で新たな商品づくり

きているような気がしてならない。人に対

しても物に対してもロボットのような対応

をしてみたり、物事の半」断がすべてマニュ

アル化されて自ら考え行動して得たもので

ないため、言動に個性が感じられない人が

多くなってきてはいないだろうダ〕`。こうし

た技術が、人間が本来持つている豊かな感

性を蝕んでいく方向に働かないことを祈る

ばかりである。

つじ  よ しお

辻 義雄

舞鶴かまぽこ協同組合

専務理事

上で社員が集まり、夢の商品づくりに向け「温故知新の
会」と称して、CM視聴会,何が良かつたのか面白いのか、
また、ターゲティングや商品コンセプトづくりに議論を
重ねていき訣した。その成果として、いくつかアイデア
出しした商品は、リサーチセンター内で研究者たちが研
究成果を商品化につなげる「アイデア製品コンテスト」
に出品すべく準備を進めてい患す。この冊子が刷り上が
るころには結果も出ていることでしょう。今回の経験か
らの学びは、すべてのコストはお客さまが負担している
という水□先生の教えを、商品づくりという視点からお
客さま満足を追求するアプローチは新鮮で、販売会社
の社員が営業販売から商品開発担当の一端を経験でき
たことは大いに意義があったと思い患す。
最後に、どのような商品をコンテストに出品したか興

味もあるかと思いますが、同業他社の方も数多くいらっ
しゃるので内緒にさせてください。

つ ば い  よしのリ

坪井 淑典

資生堂ジャパン (株)

九州支社 企画続括部長
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不要枝を見極め、自然な樹形を伸ばす
お世話になつてきた植木屋さんの引退以来、

山の雑木が多い庭が伸び放題になつていた。

今年初めてお願いした若い造園管理士さんは

緑地計画なども手掛ける方で、「樹形を活かし

た自然な剪定」をしてくださった。樹形を一国

り小さくする通常の剪定と異なるのは、全ての

枝に手を入れるのではなく、現状を維持する枝と

剪定する枝とを峻別し、枝ぶりが程良く透けた

自然樹形の美しさを保つことだという。

この機にと、「剪定の基本書」で不要な枝の

見極め方をd電べてみたら、これが存外に面白い。

枯れ枝・下がり枝に始まり、「返り枝 (内向枝 )

=伸びるべき方向と逆に幹に向かつて内Ittlに

伸びる」「絡み枝 (交差枝 )=枝同士が交差し

絡んで見える」「重なり枝(平行枝)=近い位置

で複数の枝が平行して生え、小枝が交差する」

今の会社に入り、かれこれ 8年近くが

経つ。その間に CEOは 3回、商品本部長

も3回、店舗運営本部長は2回変わつた。

新しく誰ア)｀ が着任する度に、その人の信

念や志向に合わせて何かが変わる。例えば

お店のサインパターンや色、什器の種類が

変わるのは、得てしてそんな時。つまり広

義のプランドシンポルは、小売りでは気軽

に変わるのだ。これらの変化により店舗の

ルック&フ ィールは大分違つたものにな

る。ので顧客経験も変化する訳だが、これ

らと小売としてのブランドマネジメントと

の折り合いをどうつけるのかは、奥が深い

テーマである。

消費財で】買なにブランド価値規定を順守

するように、変化への力学をマネッジする
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変わるもの、守るもの。

「徒長枝=勢いが強く太く長く伸びて樹冠から

飛び出す。小枝の発生が少なくP。弓延びして樹形

を乱す」「立ち枝 (直上枝)=外に向かわず幹か

ら真上に向かつて伸びる・放置すると徒長枝

になる」

実にさまざまな不要枝が、本来の自然な成

長を妨げている。はて、これは樹のお話?

もしかして仕事の進め方、組織論???と、思わ

ずにんまりしてしまうのだつた。

坪田 佐保子

PRプランナー

方法もあるだろう。しかしそれは商品部や

店舗からカンバスをとりあげるようなこと

で、刈(売 りでは明らかに望ましくない。

では、どうするか?これは小売りのプラ

ンドをどう定義するか、という深淵な問題。

そして、それを希求する日々は続く。

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

執行役員 シエアバイスプレジデント



採集生活を楽しむ
最寄品と買回り品の違いを、マーケティン

クの授業で勉強したのは前世紀のバブルの前

ことでした。そのころのアイスクリームは最

寄品と説明されたと思います。

その後、バブルが始まるころ、家族で別の

容器に移して楽しむ買うところも違う、高級

なアイスクリームが現れました。アイスの買

回り品の登場でした。

それから30年以上が経過した今年の春か

ら秋にかけ、「コンピニアイスマニアサイト」

の情報に反応して、コンピニのアイス売場を

巡るオヤジがいました。それは、私です。

発売日が告知され売場にドカンと積まれる

コンピニチェーンの PBア イスは、容易に発

見できるものの、しばらくすると発見困難に

なり、メーカーと小売リチェーン共同開発商

来年のリオ五輸出場をかけて、各競技団

体の予選が始まつている。女子バスケツト

の 3大会ぶりの出場、男子競歩、女子マ

ラソンなどうれしい報告があった一方、女

子ハンドポールの韓国戦敗退は残念果念。

しかし、やる側の気持ちはさておき、見る

側としてはこれからの時期、実に楽しみだ。

それにしても、「スポーツ科学」の発展

には目を見張る。特に行動科学領域での

ビッグデータを渚用した取り組みには学ぶ

ところが多い。しかし、誰もが同じツール

を保有できるはずだが、使い方によつて結

果は異なってくる。「敵を知り己を知れば

百戦危うからず」という金言があるが、そ

れを実行すること、つまり「知るためのツー

ル」をいかに十分使つていけるかが、今後

オリンピックとマーケティング

品は、店舗の裁量か、店舗ごと品揃えがまち

まちで、新種発見を楽しむ昆虫採集感覚に陥

る私がいました。そして、NBよりはるかに高

いPBを平気で買つ (採集)ています。

さて、SNSに導メ〕`れるヘンテコな買い物行

動は、買う場所はまさに「最寄品(Conve前 ence

Coods)」 ですが、行動は買回りで、気がつく

と何軒も店を覗いて歩いています。SNSに魅

かれる買い物行動は、大量生産 。大量消費時

代の製品分類では説明できないのか、それと

も私が変なオヤジなだけなのでしようか。

なかじま  よし0こ

中島 良彦

大日本印刷 (株 )

コミュニケーションプラザ ドットDNP
館長

の勝敗の分メ)｀ れ日になるということだろ

う。マーケティングに関わる者として、ア

スリー トの放つ光彩、汗と涙、支える人た

ちの労苦に感動するだけでなく、「勝利ヘ

の行動科学」にも目を向けて楽しめるよう

心がけたい。が ?

な が せ  まこと

長瀬 誠

味の素 (株 )

営業企画部 営業基盤グループ長
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私、このたび島根県の「遣島使 (ふるさ

と親善大使)」 になりました。島根県は大

きな慶事が続き、マスコミでも大きく取り

上げられました。2007年石見銀山がユネ

スコの世界遺産に、2013年 には 60年ぶ

りに出雲大社の大遷宮、2014年 には高円

宮典ど子女王が宮司の千家国麿氏とご結婚。

2015年 に松江城が国宝に。話題を事欠か

ない。また、足立美術館はアメリカの専門

誌で 12年連続「日本の庭園 トップ」にラ

ンクされ、このほか国立公園の隠岐、夕日

で有名な宍道湖、刈ヽ京都津和野と名の通っ

た名所・観光資源が山ほど。

そうでありながら島根県のイメージはも

う一つ。どうも県のイメージに結びつかな

い。出雲、松江があつても県名は島根。絞

県のイメージ

「つき」について

り込んだコンセプトが神話の国、縁結びな

ど局地的。ゆるきゃらも「しまねっこ」で

はひこにゃん、ふなつし一、くまモンとは

大違い。県のマーケティング的悩みもここ

にありそうです。島根民の統一的コンセプ

トをどう作つていくかが課題です。

な か だ  し ん や

中田 信哉

神奈川大学 名誉孝文授

麻雀・競馬などのギャンブルをすると自

分が今日 。今ついているのア)｀、いないのか

が端的にわかる。日常ではギャンブルの時

ほど「つき」を意識することはないが、ギャ

ンブルを生業にしている勝負師にとっては

月」である。「マージャン放浪記」で著名な

ギャンプラーの阿佐田哲也(朝 だ、徹夜)が

文章の中で「つき」について語つてtヽ たの

は、自分の「つき」の状態をつねに意識し

て把握している。そして大勝負に向けて「つ

き」のピークを持つていけるように意識を

している。そのために州＼さな負けをわざと

ではなく消化して、「つき」の流れを変え

るというものであった。

ギャンブルの必勝パターンはついてる人

にのれ、ついていない人を見つけその逆ば

りをするという方法である。「つき」の量

がイ固人にとって定量であるならば、ギャン

ブルでの刈＼さな勝利ではなく人生の大きな

勝利に使いたいものだと思う。

2016年がみなさんにとつて「つき」の

ある年になりますように I

中田 秀幸

(株)マーチャンダイジング ,オン

ファウンダー
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△
フ 、

今、NHKプロフェッショナル仕事の流

儀を視てtヽ ます。プロフェッショナルとは

どんな要件で規定されるのだろうか。様々

な人物の映像や発言をメモとして記してい

くと、自分自身のプロフェッショナル観が

見えてきます。私の場合は、どうやら「準

備を怠らない」「油断することがない」「利

他の心」あたりが、その要件のようです。

「可視化」「成果」「俊敏性」等等という

時代キーワー ドが先頭を走る今、私たち

マーケティング実務者は、どのようなプロ

フェッショナルの要件を持つのが良いので

しょうメ)｀。

プロフェッショナル領域の中にいる私た

ち自身の要件を、見つめなおして、実務に

邁進しようと思う今日この頃です。2016

今夏、医者から「胃がんです」と言われた。

幸い早期がんということで、術前検査を経て

入院から手術・退院まで約2週間の院内生活

だった。

院内では若造だった。人生の先輩方は実に

リアルな歎訓を伝えてくれた。「定年退職後の

悠々自適生活なんて面白くない」と力なく語

る元銀行マン。「今が一番楽しい」とイキイキ

語る定年後起業人。やはり健康を大切にしな

がら、生湮現役を目指そう 1と心に決めた。

そして、退院後の自宅療養。体力回復のリ

ハビリに近所の散歩に出掛ける。買い物カー

トを押して歩くおばあさんに抜かれる。がん

と言われた時と同じくらいにショックだった。

人間、あっという間に体力が渚ちることを知つ

た。数日後、犬の散歩に出掛ける (というか、

プロフェッショナルを考える。

胃がんになつて知つたこと。

年も引き続き。

中根 哲夫

(株)大広

第一 BU第四営業局第一部

部長

犬につきあってもらう)。 見ず知らずのご婦人

に声を掛けられる。無論、声を掛けられたの

は犬だ。いかに自分は地域社会に生きていな

いかを改めて実感した。

身体が動くようになると、今度は療養生渚

が退屈になってくる。じっとしていられない

自分に気づく。還暦を前に実に多くのことを

知った1カ月だった。シエアマーケットに取組

むアラ☆ダン研究所①の活動に汚かしていき

たい。

にいむら  し げ お

新村 茂夫

(株)アサツーディ・ケイ

統合ソリューシ室ンセンター

シエアプロデューサー

アラ☆ダン研究所 Θ所長
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2元流通の時代の到来と、もうひとつのオムニチャネル戦田各
2000年頃ア)｀ らサプライ・チェーン・マ

ネジメント (SCM)が、世界的な課題と

なつている。SCMは、製・配・販を一連

の流通連鎖ととらえ、最終ゴールとも言え

る、唯―の顧客接点である小売の現場に向

けて、最適化を追求する事業活動である。

近年インターネット、とりわけスマート

フォンの発達によつて、ネット通販が成長

し、数年で小売市場の 10%のシェアを占

めると言われている。

これを流通としてとらえると、従来型の

製・配・販の整然としたサプライ・チエー

ンの鎖が解かれ、消費者を中心に網目の

ように継ぎ目がなく拡がる「サプライ・

Web」 が成長し、消費者が川中や川上の

プレイヤーを自由に選択したり、プレイ

郷里の村々が害獣被害に悲鳴を上げてい

る。農作物を倉い荒らすだけでなく、農地、

農道、浦を掘り返し、その都度村人は時間

と労力を費やし対応に追われている。昼間

の国道を猪の親写連れが堂々と闊歩し、熊

が柿を食べる姿も目撃されている。私も帰

省時乗車の特急が、90分間の乗車中に2

度も行き違い列車の動物衝突事故で遅延。

害獣の人間居住区への進出を実感した。

国家戦略として、里山再生と害獣駆除に

取り組まなければ、TPP云々以前に日本

の農業が崩壊してしまう危機に瀕してい

る。食糧自給率 40%も絵に描いた餌だ。

害獣は学習能力があり、電気柵を設けても

鹿は柵を飛び越えるようになる。郷里では

人間と害獣の笑えない知恵比べが続いてい

害獣駆除で日本農業を護れ

ヤーとして直接参加できるオムニチャネ

ルの環境が広がつてきたとすることがで

きる。サプライ・チエーンとサプライ・

Webの 2元流通の新しい時代の至」来であ

る。

新しいオムニチャネルの環境では、気ま

まに選択する消費者の価値観に選ばれる価

値を創造することが、企業にとつて、より

重要なもうひとつのオムニチャネル戦略で

はないだろうか。

にしだ  くにお

西田 邦生

(株)ジヤパン・インフォレックス

代表取締役社長

多摩大学大学院 客員教授

る。「われわれ人間が囲いの中で生港しな

ければ」と自嘲の声も間こえてくる始末で

ある。

思い出すのは、MCEIラ イフメンバー尾

田信隆氏 (元花王)の父君が昭和 26年戦

後の食糧難の時代に、農作物を鳥獣被害か

ら護ろうと倉」業された日本で初めての鳥獣

客対策会社「タイガー株式会社」である。

このような先駆企業に学び、官民一体と

なつてこの問題に取り組まなければならな

い。

の な か  の ぶ お

野中 信夫
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今年9月、4年振りにバリ島を訪れました

が、驚きの連続でした。経済発展著しいイン

ドネシアにおいて、バリも同様に大きな変貌

を遂げていました。APECが開催された事も

あり、新空港に何と!海上高速道路まで建設

されていました。驚くべきスピード感です !

その一方では流行つていたはずのホテルや

シヨップが廃墟になつていたりも。

その様な中、何気に夕方、バーでビールを

飲みながら、通りを行き交う車やバイクを銚

めていました。そのほとんどが日本メーカー

のモノでした。しかしながら、5年、10年後

これらはどうなつているのだろうか?と。

20数 年前には街中に「SONY」 をはじ

めとした日本の電機メーカーの看板が溢

れていました。それらが少しずつ韓国系

アジアの片隅にて想う

身の周りの整理収納

(SAMSUNG、 LG)に変わり、今回は中国系

が確実に多くなっていました。インドネシア

の輸出に占める中国市場の割合が膨大になつ

ており、圧力が掛れば、国家として「中国製」

を選択せざるを得なくなる事でしょう。

まさにそのタイミングで例の新幹線うっ

ちゃり事件もあり、特殊な事案ではあつた

かとは思いますが、「価格」や「ポリュエム」

で攻めて来る相手に対し、改めて我々が生き

残つていく上で、いア〕`に付加価値提案をして

いかねばならなtヽかと考えさせられました。

野間 厳

西川コミュニケーションズ (株)

本社営業本部 課長

今年tよ本格的な “断捨離"元年になりま

した。

自宅もオフィスでの自分の机の回りも、

片付けが苦手で物が捨てられない、そんな

自分を改善したかつたのですが、ず一っと

忙しさのせいにしてきました。

そんな私が心機―転、お片付けのプロに

力を借り、半年掛けて少しづつ物を見直し、

必要なものと不必要な物を見極めていき、

たくさんの不要な物とお別れし、必要な物

の定位置を決めることによって、家の中は

スッキリ、探し物も減り日々の生活がとて

も楽になりました。不思議なのは見た目の

物の量や部屋がきれいになったという外観

よりも、精神的な変化が大きいことです。

家の中の空気の流れがとても良くなり、今

まで以上に居心地がよくなりました。物の

購入も慎重になり、本当に必要な物だけを

選ぶ余裕ができ、試供品や頂き物などもな

るべく自宅に持ち帰らないようになりまし

た。

まだまだ発展途上ではあ りますが、

2016年は更なるステップアップの年にし

たいと思います。

野村 洋子

インブルーム (株 )

代表取締役社長
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今年一年MC日 大阪の定例会で考えたことを

整理したいと思います。

「情報化・記号化の問題」行き過ぎた情報化・

記号化が人間の文化に危機を与える!IT技術、

世界的情報共有化、経済の一元化などわれわれ

を全く無視し、相談もしてくれないレベルとス

ピードで進行していく流れにどう対峙するのか。

「人間中心主義の終わり」有限なる大きさへの

認識、自業自得の世界、逃げ場のない空間、限ら

れた資源をめぐっての紛争、文明・倫理・宗教の

衝突にどう向き合うのか。

「魔の無い世界」マックス・ウエーバーの<プ

□論>にある近代社会を形成してきたキーワード

<魔術からの解放> Entzauberungエ ントツァ

ベル 魔的なものを斥けて離れてゆくという感じ

の言葉。近代社会の延長にある現在も<魔のない

時への思い、 2

今こそ楽観主義 !

世界>を どうとらえるのか !

マーケティングは人間学、人と人とのP日]にある。

人間と人間との関係としてある。「意識」とか「精

神」とかの実質は言語である。この言語とは、関

係の中でしか成立しないものである。自己とは他

者である、関係としての人間学である。

「消費されつくされない空間をつくる」この世

界が物質界から完全に独立して、それ自体として

の輪郭を持つていることを認めることは重要なの

では1継続してMC日 大阪は<越境する矢[>とし

てのマーケティングを追及していきたいと考えて

います。来年も価値在るメンバーとともに。

はしづめ  ひとし

橋詰 仁

MCEI大阪支部 理事長

先日、知的創造の権威、野中郁次郎さん

のお話を聞く機会に恵まれた。数々の示唆

に富もヽ話の根底には、「分析、分析、では

ペシミスティックになる。未来を見据える

には楽観的に果敢に夢を見なければ始まら

ない。」というメッセージがあった。

この大きな時代の変革を目前にすると、

データを並べてあれこれ分析して「これか

ら世界はどのようになつていくのか ?」 と

途方に暮れてしよう。 またその不安定な

今を、やもすると守ろうとしてしよう。で

もそんな不透明な時代の中で進んでいくに

は、強いビジョン、使命感を持つて進んで

いくしかないのではないか、そんな気持ち

を奮い起こす契機となった。

私がいるメディアの世界では、「TV離れ」
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が大きな課題になつているが、ディバイス

論ではなく、やはり何を伝えるブ)｀、人間が

根源的に求める真善美を伝えることこそメ

ディアの使命ではないか、そんな果てしな

い夢を追い続けたいとあらためて感じてい

る。

はしもと はじめ

橋本 元

(株)WOWOW 専務取締役



生活の変化が視点を変える

匠

昨年も「生活の変化が視点を変える」というテーマ

で F百人百語甘を書かせていただきました。2015年に新

居を購入しました。それまでも日常生活をしているので、

家が変わつたからとそうそう買うものはないかと思いきや、

新たに購入するものは絡構あるものです。

マンションから一戸建てに変わりましたが、思いもしな

いものが必要になつてくるものです。地主が売つた一部の

土地に建っているので、都内にも関わらず周りに緑が多く

一見よいのですが、落ち葉に悩まされています。初めは毎

週末ほうきで掃いていましたが、結構な労働なので、何か

ないかとホームセンターに行きました。すると、「ブロワバ

キューム」なるパズーカのような形をした落ち葉を吹き飛

ばしたり、吸い込んだりすることができる便利な商品を店

の人に紹介してもらいました。そういえば、以前公園を清

掃している人が使つているのを見たことがあるなと思いま

したが、私の生活の中で「ブロワバキューム」を買うなん

て思つてもいませんでした。商品と出会う場として店の価

値はまだまだあるなと思いました。ネットで調べれば出て

くるでしょうが、知つた瞬間に現物を見たり触つたり間い

たりできる、ある種の感動はリアルな場でしか味わえない

ものだと思います。ブロワバキュームも複数のメーカーか

ら出ていて、自分に合う商品を選ぶには店の人に間けると

いうのは何よりも助かります。散々 話を間いて親切にされ

たら、さあ買うのはネットでという気分にはなりません。

私は店頭を基点にしたプロモーション企画立案をして

いますが、店の価値を自分が慰じるために、2016年はもっ

と店で買い物をしようと思います。

はしもと  りょうた

橋本 良太

(株)千修

プロモーション本部 プロモーシヨンチーム

ディレクター

私のストレス発散方法
まず、私はあまリストレスを溜め込まな

い性格である事を前提にさせて頂きます。

とはいえ仕事をしている以上、少なからず

感じるものがございます。私なりの発散方

法ですがご参考になれば幸いです。

①酒を飲もヽ…みなさんご存知の方法です。

一人でも、仲間とでも。即効性がある一

方、過度の摂取は別の問題も引き起こし

ますよね。

②剣道(スポーツ)をする…あまリメジャー

なスポーツではありませんが運動をする

と読み替えて頂ければ、なんでも良いの

ではなtヽ かと思います。しかし、これも

年齢を重ねてくると自分の体力と相談し

ながらでないと怪我に繋がります。

①釣りをする…今、夢中になつているのが

「タナゴ」釣りです。食べる魚では無い

ですが、非常に美しtヽ 魚です。しア)｀ し、

これも夢中になりすぎて家族を置き去り

にして夫婦危機になる事も。食べない魚

ということも一因かも知れませんが。

その他、たまにゴルフ、たまに野球、た

まにフットサルなど。

共通していることは、どの趣味もその時

間は集中してほかの事を考えられない点で

しょうか。家族の協力あつてのストレス発

散だと感謝しつつ。

は せ がわ  としひこ

長谷川 敏彦

日本製紙クレシア (株 )

量販統括部 ナショナルチェーングループ

課長
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企業OBの専門知識を中Jヽ企業支援にいかす…「新現役交流会」を全国に広げよう|

「新現役」とは、企業 OBのことで官製造語。

彼らの専門知識を生かして、中小企業の経営

指導を進めようとする施策です。今や、地方

創生は日本にとって重要課題ですが、当施策

はその有力手法の一つとして、昨今日却光を浴

びています。一般的に「ビジネスマッチング」

の成功率は2～ 3%と 言われます。しかし、

当施策の成功率は、伺と60%以上という驚異

的成果を残しています。その要因は、単なる

名束J交換会ではなく、デジタル(IT情報の駆使)

とアナログ (面談)の融合による、緻密な 7

つのステップを経由して、新現役と経営者を

引き合わせるア)｀ら、と考えられています (参照 :

関東経済産業局 HP、 マネジメントメンター)。

しかし、国の支援がスタートして2年、PR

不足のため末だその開催は関東根Jに偏つてお

り、なア)｀なブ〕`地方へ拡がりません。しかし、今

や日本は紛れもなく世界の中で「高齢社会先

進国」です。単に中刈ヽ企業の経営スタッフを

補うという発想ではなく、「社会におけるシ三

ア世代の存在感の再定義と生きがい」を育て

る、という意味からも意義のある施策と考え

ます。したがって今後急速に進む、世界中の

高齢社会の先駆けとして、日本でよき先例を

作りたいと思いますので、当該施策の全国展

開へのご支援をお願いいたします。

ば ば

馬場
さとし

聰

関東経済産業局補助事業

中小企業 ,小規模事業者人材確保支援事業

アドバイザー

(MCEIライフメンバー)

温故知新
2013年 12月「和食」がユネスコ無形

文化遺産に登録され、観光客は日本食を楽

しみに来日しております。今年はミラノ博

覧会で日本館が9時 Fo]待 ちと、日本食が本

格的に世界的ブームになつてきました。先

進国での食の健康意識の高まりが、この

ブームに人を付けていると確認しておりま

す。

一方、日本人の食生活は朝食を食べない

若者が増え、欠食市場が 1り監円となつてい

る報告もあり、日本国内での食の健康意識

がなおざりにされてはいないでしょうか?

現在の日本食 (和食)が庶民に定着した

のが江戸B寺代であり、生活圏の「藩」を中

心に食習慣が定着し、各地の「味噌」「醤油」

が工業化され、一般庶民の手が届くように
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なりました。和食、特に発酵食品は、体に

良く、子供の頃親から言われた「おみそ汁」

を欲んでからご飯を食べると国内にアミ

ラーゼが出て、米のブドウ糖を分解し、体

に良い食事が出来るのにも関わらず、最近

の食卓は一汁三菜どころか乱れたメニュー

となつてしまつています。

昔から言われた和食の作法を見直し、食

育としての普及啓発をすること即ち先人の

行つていた作法「温故矢El新」をもう一度見

直すことが、私達が和食を本当に世界に誇

れることにつながると思い患す。

ぼ は  みちかず

馬場 通和

宮坂醸造 (株 )

マーケティング本部 副本部長



「デキる男」は料理がうまい。
男性料理教室を主催し、講演や食関連プ

ロデュースなどで幅広い活動をしている女性

がいます。この秋、上梓したことで久し振り

にいろいろ話す機会がありました。

この本の中でも触れられていますが、料理

=マーケテインクのトレーニングが彼女の以

前ア)｀らの持論です。

まず誰に食べて貰うか「目標の設定」、次

にどんな食材で何を作るか「企画の立案」、

例えば途中で調味料が足りなくなつた時のす

ぐの代替え策「危機対応」、失敗した料理を

美味しくアレンジしてしよう「ポジティブ発

想」等々、料理している間知らず知らず培わ

れていきます。最近では社内研修に取り入れ

る一般企業も増えており、料理を完成させる

過程を観察していると、個々のマーケテイン

クセンスの差が一目瞭然で分かつてしまうと

の事です。

1品作るのに仕込みを入れて目安は 20分

程度。センスのない人は段取りが悪く、複

数の料理を同時進行できず5品つくるだけで

100分かん`る計算になります。ベストなタイ

ミングで揃えて食卓に出すには常に思考をフ

ル稼働しながらフレキシブルに取り組もヽ …・

確かに日常業務と一緒ですね。

「女性活躍の推進」が言われる中、逆に男

性の合所進出はまだまだの様です。我々も同

房でマーケティングスキルを磨きましょう。

羽山 紀彦

NPO法人 フューチャー :フォーラム

代表理事

可愛らしい消費
近年、「 ク ノシー」や「SmartNews」

「MERY」 さらに MCEIの講演でも取り上

げられた「Antenna」 等のキュレーショ

ンアプリが多く展開されている。私が今湛

目しているのは、女性に特化してファッ

ション、美容、メイク、恋愛、ヘアスタイ

ル等の情報が掲載されているものである。

女の了が理想とする「美しい」に近づける

ように、コラムニストが様々な視点からコ

ラムを掲載し、ユーザーはそれを無料で閲

覧できる。中には、コラムの途中で内容に

合った商品が表示されて、ポチッと押すだ

けでネットショッピングできてしまうもの

もある。明らかに怪しいような古月散臭ささ

えなければ、すぐに購買しなくとも、その

商品に対して少なからず良い印象を抱くよ

うに感じる。

現在、私は就職活動を控えているが、こ

のような「美しくなりたい」「さらに美し

いと思つてもらいたい」といつた女性の「可

愛らしい消費」を純粋に増長するものを展

開できる仕事がしたいと感じている。今後

も女性の感情に淮目したサービスや商品に

アンテナを張つていきたい。

ひ さ の   り さ

久野 理紗

早稲田大学 商学部
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「協創実務家集団」としての MC日
MCEI活動、本当に多くの方々に支えら

れていると改めて実慰 した一年でありまし

た。本当にありがとうございます。

MCEIは 、お客様の「うれしい」「あり

がとう」の実現に向け実務の協創により新

価値創造を行う、実務家による、実務家の

ための「協創実務家集団」を目指していま

す。

活動を通じ私たちは、お客様の変化を着

実に捉え、理解し、新しい価値提供や需要

創造につながる学びをさらに深めて行きた

いと思います。

今後の湛カテーマのキーワードとして、

「高姉化社会と健康」「顧客接点と新しい営

業」「地方創生」「中刈ヽの力」「グローバル」

の切リロア)｀ ら、実務家ならではのベストプ

ラクティスを発信し、各社における新価値

創活動をサポートして行きます。

そして、具現化させるには「強い想い」

が不可欠です。

皆さまの参力B、 来年もよろしくお願い致

します。

ひろうら  やすかつ

広浦 康勝

MCEI東京支部 理事長

(ハウス食品グループ本社 (株 )

専務取締役)

「キモチ」のツボ
東南アジアでブランドの定着に取り組ん

でいる。一□にアジアと言つても、文化・経

済状況等はもちろんの事、モノの感じ方や

嗜好が国ごとに異なり、カントリーバイカン

トリーの視点は欠かせない。

今年、タイであるブランドの広告を制作し

た。日泰混成でスタッフをチーム化し、途中

何度もディスカッションをしながら、計画通

りに進行。クリエイティプの段階に入り、ほ

ぼ意図通りのコンテが仕上がった。OKを出

そうというタイミングで、タイの女性マーケ

ター2名が深亥」な表情でやつて来た。話を間

くと、今回の広告は消費者に伝えたい点は

表現されているが、何かが足りない。このま

まだとタイ人のキモチにSIっかかるコミュニ

ケーションにはならない。自分達が思うポイ

ントはここだという点を詳細に訴えてきた。

微妙なニュアンスの違いで、どこが共感を生

屯`のか正直理解出来ないが、結局彼女達の

主張を受け入れ修正。出来上がった広告の

評価を現地で確認すると、2人がこだわつた

部分への感度が高く、情緒的価値の伝達に

効果的な役割を果たしていた。

「キモチ」のツポは、その国の人でないと

わからない。理解しているつもりで、やって

しまいがちなミスを固避することが出来た。

ふ か つ  つよし

深滓 強

(株)ロッテ

グローバル戦略本部 上席執行役員

39 百人百語2016



台北の街角で、CSV(共通価値の創造)を実感 !

台北で開催された MC日 日台ビジネス交流

会に参加した。台北支部の心温まる歓迎と企

業訪問。講演は多岐かつ充実した内容で、創

設理事長 頼東明さんの総括も心にあみた。

印象に残つたのはシェアリング・エコノミ

ー (共有経済 )の進展だ。最新電動スクータ

ー GOGOROの展示センターと、自転車シェア

リングシステム YouBIkeの 講演で学んだ。ど

ちらも目的は市内交通の改善と、二酸化炭素

の削減だが、YouBkeは 自動車とバイクが主

体の都市交通体系の変革まで目指している。

保証金ゼロ、2分間の簡単な登録手続きで

小粋な自転車が 24時間いつでもレンタルで

きるシステムで、196メ〕`所に6400台を配置。

実際、様々な人達が街中で数多く使つていた。

行政の後押しも得て、台北地区の1台 1日 当

当たり前のことだが、社会環境の変化に

より、生汚者の消費行動もかわる。大きな

流れで云えば、世界情勢の不安定化、日本

の人□減少・高齢化、そして、年功制・退

職金制度等、旧来の日本型賃金体系が崩壊

し、正社員比率も下降するなか、<マーケ

ティング>は今一度根幹から考え直してみ

る必要がありそうだ。

<市場 。商品開発・商品価値・競合・商

品情報・情報提供手段 (ツ ール)・ 購入方

法と場所・消費者ん`らのフィードバック…

などなど>

特に、現代社会の生渚者が、消費行動を

起こす “キッカケ"“インセンティブ"は

改めて<マーケティング>

たり使用回数は世界一。更なる拡充を進めて

いる。推進主体は自動車新文化基金会だが、

質問してみると実は世界的な自転車メーカー

のジャイアントと台北市の連携企業で、講演

された劉執行長はなんと著名なジャイアント

・オーナー劉金標会長のご令嬢だつた。

行政を動かし、自社の利益と共に、新しい

ライフスタイル作り&新交通社会の実現に貢

献する。これこそマイケル・ポーターの説く

CSV(共通価値の創造)に他ならない。

今まで、私にとって机上のコトバでしかなか

った CSVを、台北の街角でリアルに目撃した。

福臆 隆司

(株)メイプ 代表取締役

何か?

社会背景 (世界・日本)も含め、広い視

野で再考し、上記マーケティングの各段階

を組み立てていかなくてはならない。

ふ くだ  まさる

福田 優

パス (株)常 勤監査役
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“UNKNOWN"を 楽しむ !

昨 年 10月、大 阪 市 中 央 公 会 堂 で、

「UNKNOWN ASIA」 というアートフェアを

開催した。アジア9カ国、120組を超えるアー

ティストが参加、3日間で 6,500人が来場し、

盛況の内に終了した。絵画だけでなく、デ

ザイン、プロダクツ、ファッションと幅広い

ジャンルで、多くの未知なクリエイターブ〕`ら

発揮される創造力や発想力に、右脳は、大

いに刺激された。

今回のアートイベントでは、作品の展示販

売だけでなく、国内外の企業とのビジネス

マッチングが目的の一つ。国境を超えたコラ

ボプロジェクトがいくつか実現する手定であ

る。

自分がまだ知らないものとの出会いを楽

しめれば、新しい気付きがあつたり、発想が

今年度より東京支部の理事を務めさせて

頂いております。理事と言つてもMC日 の活

動には全く貢献できておらず、いささか反省

の念が強く、申し訳ない気持ちでいつぱいな

のですが、まだまだ右も左もわからない状態

でもありますので、今しばし、勉強させて頂

ければ、と思います。

先日パソコンの整理をしていて、2年前に

個人で受講した「組織人事マネジメント」の

宿題で作成した「個人ビジヨン」が出てきま

した。そこでは、「3年後と 10年後のなりた

い自分」を、3年後および 10年後での「自

分」「家族」「健康」「経済」「現時点での気

になること」を整理して書く、というもので

した。内容については気恥ずかしいのでここ

では触れませんが、「こんなことを考えてい

50歳になつてしまいました。さて…

柔軟になる。既成概念にとらわれないことは、

マーケターにとつて重要な要素のひとつ。

2016年、UNKNOWNな 体験を大いに楽

しもヽ年にしたい。

ふじむら  しげひろ

藤村 滋弘

(株)802メ ディアワークス

代表取締役社長

たのか、あと1年でなれるかな?」 としばし

考え込んでしまいました。日々仕事をしてい

て、「あとtよ若い人に任せて。・・」などと

老け込んだ様な発言も多く、「これでは、い

かんな」と改めて自らを戒めた次第です。

某コミックに「男の50代は、現役最強の

10年」と書いてありました。どこまで出来

るのア)｀わん`りませんが、最高の10年になる

様、改めていろいろとチャレンジしていこう

と思います。

ほ ん だ  たけし

本田 健

カルビー (株 )

営業本部 営業企画部 部長
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待つたなし0女性従業員の活躍推進と、「強くて良くて働き甲斐のある会社」創り

生き残る企業は、「強くて (事業が成長領域

にある。)良くて (社会貢献)、 倒き甲斐のある

会社」である。女性従業員の活躍推進は、異な

る価値観への尊敬と受容であり、この3つの全

てに関係する。しかし、なかなか「初めの一～つ

歩 !」 を踏み出せない企業もある。それは当然

かもしれない。「日本」自体が、政治、経済、教育、

健康の4分野の男女格差「ジェンダーギャップ

指数」で、145ヵ 国中101位。男性が 100手

にしているとすると、女性はまだ67しか手に

していない。また、日本の「EquaI Pay Day(男

女が同じ賃金を得る日・日本BPW連合会)」 で

は、2014年 1月 1日 に男女が「よ―い、ドン !」

で働き始めて、男性が1年で手にした賃金を、

女性は翌年2015年 4月 10日 まで働いて手に

できるという。

では、渦中の女性従業員の意識はどうな

のか?。 仕事を辞める理由は、育児・出産

が理由かと思いきや、実は「仕事への不満」

(201l Center for Work Life Policy)、 「仕事

に希望が持てなかつたから」(RIWC調 査2011

年)等の理由をあげている。さて、自社の従業

員はどうなのか?。 人財の流出を止めるために

も、3月 迄に届出義務となつた (規模により努

力義務)「女性活躍推進法」の「女性従業員の

活躍の行動計画」策定公表に絡め現状調査をお

薦めする。

よつうら

松浦 なつひ

(株)会社業務研究所

(経済産業省認定 経営革新等支援機関)

代表取締役

アナログ万歳 !

CDに対して「アナログ盤」という言わ

れ方もしているレコード。CD普及前から

の音楽好きとしては、出発点はレコードな

ので切つても切れない大事な存在。日本レ

コード協会によると2014年のレコード生

産額は約 6億 8千万円で 02年以来の水準

に回復とのこと。

同様に、万年筆も好調。パイロツトの入

門者向け万年筆「カクノ」は 13年秋の発

売ア)｀ ら塞計 140万本売れたそう。私も愛

用中。

マツダの新型□― ドスターは発売 lヶ

月で月間目標数の 10倍にあたる 5,042台

を受淮。内、マニユアルトランスミッショ

ン車が 74%。 うん、運転はマニュアル車

が楽しい。

もちろん、デジタルは便利で良いです。

ネットもなくちゃ本当に困る。でも、アナ

ログは別次元で好きです。なので、2016

年も色々なアナログ復渚を期待していま

す。アナログ万歳 !

よつうら  ま さ み

松浦 昌美

(株)ヒロモリ

営業部 部長
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「ジャパン・ウェイ」:PLAY(戦い)からPRAY(祈り)ヘ

2015年はラグビーファンの私にとって忘

れられない年になった。何しろワールドカッ

プで24年前に1勝だけという最低勝率の日本

が最高勝率を誇る強豪の南アに、試合終了の

ラスト・ワンプレイという土壇場で、引き分

けのチャンスを捨てて勝負を挑み、見事勝利

したのだ。世界のマスコミが「ワールドカッ

プ史上最大の事件」と評したのも頷ける。さ

らに4戦 3勝の戦果でその実力を証明した。

ここに至る4年間のチーム強化のプロセス

に見る、監督エディージョーンズの采配は実

に学ぶものが多い。強豪国に対して体格的に

劣る日本人の強みと弱みをフォーカスする中、

「ジャパン・ウェイ」という勝つための方程式

を提示し、そのために必要な常軌を逸した強

化プランや、大会に向けての様々な環境作り

を実施した。まさにPDCAサイクルそのも

のであり、超一流の指揮官のナレッジとスキ

ルを基礎とするPDCAの成果は更に一層高

まることを私に痛感させてくれた。

今までになく人気の高まるラグビーだが、

多くのメディアが注目したのはあの五郎丸選

手のプレイ (祈 り)に も似たキック直前の独

特のポーズ。これがなければTV番組も何度

も取材を重ねることはなかつただろう。まさ

に注目最大化への「奇P亦のトリガー」となつた。

2019年の日本開催に向けてラクピー人気が

一日高まり定着することを祈るばかりだ。

よ つ の  じょうじ

松野 譲治

Ottice NexUS 代表

革新 !

「企業の寿命 30年の法貝U」 こんな説を

よく耳にする。調べてみると今から30年
ほど前に日経ビジネスから発表されたよう

だ。最近では、企業研究家が精査した結

果企業の寿命 40年が通説のようだ。いず

れにせよデータによると起業後 30年続く

企業は 17.6%、 40年となりますと 10.6%

だそうです。厳しく変化の激しい環境下で

生き残る厳しさを物語つている。企業研究

家の結びに「革新 (変身)を忘れた進化な

き企業は生き残る事は己来ない !」 とある。

さて、 トヨタ自動車の純利益 2兆円の記

事を目にした。日本の企業で革新を続けて

いる最たる例だ。彼らは一人の天才の執念

に依存するのでは無く、執念を持つた集団

こそが革新を生むと蒙語する。

我が社も生き残りをかけ革新力を生もヽ集

団を育てたい !

よるやま  まさあき

丸山 雅章

(株)ニチレイフーズ

首都圏支社

執行役員 首都圏支社長
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わが子を育てるように、後進を育てたい

親は子供に対して、どんなに嫌われても

鞘えるべきことを教えたい、考えを正した

いと思う。教え、気づかせ、支援をする。

時には親子の確執になることもあるが、愛

情を持つてど子供を考える所以である。

さて、親の世代として、後進に対しては

どうだろうか。無難な方向、安易な選択を

許して、嫌われることを恐れていまいか。

不幸になりそうな者を自業自得、自己責任

として、見過ごしていないだろうア)｀。

今、日本は考えない子供達、安易に時を

すごしている子供達が増えている。気づか

せなければ、グローバル化の中で遅れるば

かりだ。インバウンド消費を喜んでいるが、

やがて労働市場にも津波のように押し寄せ

てくることが目に見えている。そのことを

日本には「長幼の序」というのがあり、

先輩には敬意を表し一日おくのが普通だつ

た。一日おかれる側も、例外は別にしてそ

れに応えるだけの器を備えて、毅然たるお

手本を示していたものだ。

しかし長寿で高齢者が増え、物理的にそ

れが多数派になると怪しい先輩が増えてく

る。電車の中でのマナーには目をそむける

ものもあり、子どものお手本にはならぬし、

仕事の現場ではせつメ〕`くのイノベーション

の芽を摘むし、潔い引退もなく、黙つてい

れば花なのに時代おくれで、ピントのずれ

た意見や指示を、肩書きや役職だけで迷惑

な□出しをする。

それに続く若年寄りも結構多くリスクを

恐れて冒険しない。勉強しないで、嫌な仕

平成国際大学 法学部 孝女授

お手本を示せない先輩たち

孝文えること、気づかせること、システムや

制度を作ることが先人としての後進に対す

る愛情である。過去の教訓を教えることも

大切だが、今の流れから未来の危機感を抱

ア)｀せることも大切だ。

み で ろ ぎ  けんいち

溝呂木 健一

事は敬遠する若手を諭すエネルギーがない

から、可能性の卵が腐る。ベテランといわ

れる年輩社員はこの時代の感性にな じめ

ず、環境にな じんだ新 しい風土をつくる

ための改善や改革にもしばしば否定的で、

せっかくのタイミングを失うようなことも

多い。

新しい脳の成長を促すため、勉強は若手

がするのではなく、先輩やベテランこそ大

事になつている。アナログの出番がきてい

るとしたら、この人たちが腰をあげる時で

もある。

かす0こ

和彦一釧三田村和彦企画事務所
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地方寺院の住職への期待
寺院の消瀬が始まつているが、とりわけ

地方寺院をめぐる環境は厳しく、その存続

は至難である。地方寺院が生き残つていく

うえで、住職に求められるものは伺であろ

うメ)｀ ?

その第一は、骨や墓の資産力を過大評価

しないことである。納骨堂や墓があるから

檀下は寺から離れないと考えるのは危険で

ある。散骨や自然葬を望む人が増えるなど、

檀下の跡継ぎが「親の寺」に戻るとは限ら

ないからである。

第二は、壇下との幅頼度を高めることで

ある。住職は各壇下と接触する場を積極的

に作り出し、各壇下の話し相手となり、そ

の悩みや要望に応える努力を重ねなければ

ならない。こうした地道な活動が、「死ぬ

ときに、この住職に見届けて欲しい」とい

う信頼に結実するのではなア)｀ろうか。

第三は、寺院運営に専従することであ

る。住職が教員や地方公務員などに就くこ

とは、片手間に寺院を運営していると壇下

に受け止められよう。生渚のすべてを懸け

て寺院運営に専念する住職でなければ、寺

院を守ることはできないであろう。

むかしヽ すすむ

向 摯

向戦略経営研究所 代表

民泊は賛否両論
突然、降つて沸いたような「民泊論議」。

この背景には、国内における少子高齢化や

経年劣化したビルの空き室率の高さを埋め

るための経済政策の一面と、一方ではイン

バウンドの急仲によるホテル不足という両

面からの視座が不可欠となる。

現在、宿泊関係の法律は「旅館業法」に

よつて規制されており、これは旅館もホテ

ルも例外ではない。ところが、今回の民泊

でtよ、この旅館業法を適用せず、超法規的

な処置で一般の住宅やマンションを宿泊施

設として汚用しようというもの。本来であ

れば、ホテルや旅館は、ゲストの安心と安

全を担保することが最優先になるわけだ

が、民漕にはそうした施設面での縛りもな

い。海外では、住宅事情などの面で、ゲス
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卜を日常的に宿泊対応出来る環境があり、

ホームスティなども積極的に行なっている

が、日本では浴室などの利用スタイルが異

なるため、様々な問題が発生している。

この問題、2020年開催予定の東京オリ

ンピックを契機に持ち上がったわけだが、

さて、どういう風に最終決着するのか興味

津々である。

むらア)｀ み  みのる

村上 実

(株)オータパブリケイションズ

経営調査室

専務取締役 経営調査室長



私は現在、京都プレミアム事業というビジネスをスター

トアップさせました。京都という世界―に選ばれたブラン

ドコンテンツを商業的に売り出すという事ですが、この裏

には文化財の修復費用の捻出という重要なミッションが

ございます。超有名き社はまだラ算を持つてますが、全

体の8割以上のお宮や御堂の修復もままならない状況で

す。これまで補助や寄付でなんとかしてきましたが、信奉

者の減少や右い方のお手伝いも減り、益々 厳しくなるで

しょう。そこで寺社のスペースをプロモーションコンテン

ツとして商業ブランドやメーカーに活用して頂く企画を取

り扱います。

スペース賞し出しのようなレンタル事業ではなく、世界

遺産の和食職人様 '華道,香道,舞踊の家元様、深くつ

ながりのある方々 にお願いをして、その寺壮スペースで普

通では出来ない体験をして頂く。また職人様達とのコラ

ボレーション企画も扱います。正直なところ京都はみなさ

近年マーケティングの笹界では、消費

者の五感に訴えることを主眼とする、感

覚マーケティング (sensory marketing)

の有効性に関する認識が高まっている。こ

の領域で数多くの研究を行つているミシガ

ン大学のクリシュナは、感覚マーケティン

グを「消費者の感覚に訴えることによって、

彼らの知覚、判断、そして行動に影響を与

えるマーケティンク」とtヽ うように定義し

ている。

もちろん、これまでもマーケティングの

世界で感覚訴球の重要性が軽視されていた

というわけではないが、近年になって、視

覚と味覚など異なる感覚間の相互作用や、

触覚の影響などに関する新たな知見が蓄積

されてきており、そのことが感覚マーケ

京都での文化事業つて訳ではないのですが…

んが思つている通り(笑)色 や々やこしい町です。だから

こそ京都に長く住む私だからできる事があると思います。

中学卒業してから京都を離れ、海外の大学に行き、帰国

後も全く帰らず札幌'東京で生きてきた私ですが、今は

これまで帰りたくなかつた京都に対して関わりたいという

気持ちです。

タイトルにある「文化事業」なんて恰好の良い名前で

すが、自分が故郷にできる事を持つているスキルや力を活

用して、世界にPRできるかも!?なんてワクワクし患す。

京都でのPRやプロモーション・商業利用にご興味の

ある方は是非お声がけ下さい。

営業活動してみました (笑 )

むらやま  かすまさ

村山 和正

プロモコム (株)

チーフプランナー

感覚マーケティング
ティングに対する注目を高めている一因と

なっている。

慰覚マーケテイングは、実務と学術の双

方の領域において、今後最もホットなテー

マの一つになると思われる。

もりぐち  たけし

守□ 剛

早稲田大学 商学学術院 事実授
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姉歯、小保方、旭化成を結ぶ線
40年前、わたしは設計管理業務で、杭打ち現

場の立会いをよくした。まだ、まわりにあまり家

のない広大な相模野の原つぱで、ディーゼルハン

マーはポンポンと景気良く隠りをあげていた。杭

が支持層に到達すれば明らかに音が変わり、それ

以上沈まなくなる。大らかな時代であつた、そし

てP日弓違いも起きなかつた。

のどかな農村地帯だつた鶴見川の河岸段丘に

は、今や住宅がビッシリ。杭打ちなど言語道断、

油圧で押し込もヽことになる。杭の止まりが耳では

判定できないから、油圧モーターの電流計とにら

めっことなる。五感を封じられ、データ頼みとな

る。それが悪いというのではない。書類上データ

の整合性さえあれば、誤魔化せるところに落とし

穴があるのだ。

姉歯、小保方、旭化成。事件を結ぶ線はコピ

ぺである。データ頼みの世界にコンピュータとい

う便利な道具が普及した。悪者は誰だ。コピペを

悪用するやつである。コンピュータに罪はない。

一連の事件で、難しい議論が百出するが、わ

たしは「組織が悪い」「雇用システムに問題あり」

「ゲーム文化の所産だ」「コンピュータ社会のゆが

みだ」等という論には組しない。人のせいにする

なといいたい。己が己の任務を全うし、己の出来

る範囲で最書を尽くしていれば、めったなことは

起きないのだ。それが日本人ではなかったのか。

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

兼任教員

先日、社内でマーケティングの研修を行

ないました。マーケティングに携わる仕事

を行なっているものの、日々の業務の中で

顧客定義については意外と曖昧になつてし

まいます。ここを曖昧にすると、4Pに お

ける商品特徴の定義と4Cにおける顧客価

値の定義がぶれ、仕舞いには伝えるべき

メッセージが定義した顧客に刺さらないも

のになつてしまいます。とはいえ、顧客定

義 (主 にセグメンテーションとターゲティ

ング)は、軸の設定とそれに対する共通理

解/認識の刷りあわせが非常に難易度の高

い作業だと再認識させられました。

どんなにすばらしい商品・サービスであ

れ、顧客定義が疎かになると顧客には届か

ない。常に意識し続け、切れ味を磨き続け

顧客定義の重要性
ることが大事ですね。

や と う じ  ひさし

八頭司 尚

いきいき (ホ朱)

メディア・アライアンス。果 主任
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コミュニケーションの変化 ?
最近、コミュニケーシヨンについて考え

させられることがありました。

一つは、ある会社の方ア)｀ ら最近若い人達

から「社員旅行」や「運動会」をやらない

んですか?と 間かれたとのことです。一

昔前は、若い人達から嫌がられていた行

事です。社内の連絡はメールで、友達と

は SNSで連絡。皆でワイガヤで話し合う

機会が減り、欲みニケーションに誘う先輩

も少なく、若い人達はどこかで、本音で話

す場や連帯感を求めているのかも知れませ

ん。

二つ目は、何処の職場もペーパーレス。

PC画面を見ながら議論をしています。人

は PC内の資料は正しいと思いがちで、資

料を見て納得してしまいます。一方「フア

A「昨日、時間なくてね、おにぎらず作つて

みたのよ。具を工夫すれば、結構使えるわ」

B「そうそう、キャラ弁は無理だけど、おに

ぎらずはいいわね」

C「そうなのよね、孫のお弁当もこれで挽回

できたわ」

D「キャラ弁といえば、あのオムライスのコ

マーシャル、あれかわいいわよね」

E「ああ、あれでしょ。かわいいわよね～、

なんだっけあの卵」

C「き○らの卵よ」

D・ E「ああ、そうそう、き○らの卵」

D「とにア)｀ く、かわいい!“お布団かけて"つ

て卵のふとんかけるの」

A「え、それなに?TVあまり見ないから」

C「動画検索でYou Tubeで見れば?」

60代下町おばさん達のリアル会話

シリテーション」と言う手法が見直されて

おり、板書で議論を深めていきます。昔は、

ブレインストーミングや K」 法でアイデア

出しや議論をしたものです。先般、部会で

この手法で議論したところ驚くほど意見が

出ました。

メールや SNSは、情報量とその範囲を

大きく広げましたが、やはり人の繋がり、

信頼の醸成には、Face to Faceが必要だ

と思います。

やまもと  よ しお

山本 義夫

ハウス食品グループ本社 (株 )

広報・IR部 参事役

(働く娘の代わりに孫の弁当を作る :

A～ Eおよび筆者の 6人中2人、

話題 CFに接触予測 :6人中6人)

よしtヽ ら

吉村 」野
(株)ヒロモリ

制作部 クリエイティプディレクター
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筋のいい趣味
「筋 (す じ)」 とはいろんな場面で使われ

る言葉である。①筋肉 ②細長く―続きに

なっているもの (例 :血管や田の畔など)

の関連は分かりやすいが、③―続きの関係

となると概念的で、血統や家系から始まつ

てその筋の人とか囲碁の手筋など使い方が

幅広い。ここで取り上げたいのはその中

の「たち」「素質」といわれる分野 (否定

ではたちが悪いなど)で、筋の良い趣味と

は何か考えてみた。趣味の筋を褒められる

と、うらやましい趣味と言われるより高尚

な感じがする。一続きになるのが語源であ

るから、過去と現在、未来と時がつながる

テーマは間違いなく筋が良い。一人から地

域や各地、各国と場がつながるのも筋が良

いのだろう。科学的なことから文化芸術ま

ラグビーW杯、惜しくも目標とした8強には届かなかつ

たが、日本代表は!予選リーク3勝をあげ、新たな歴史を

切り拓き日本中に感動を与えた。この快進撃は選手の頑

張りはもちろんだが、エディ.ジョーンズHCの手腕に

よるところが大きい。

海外の強豪チームにはパワーや体のサイズでは劣る

が、日本人の俊敏性、フィットネス、スタミナを活かした

日本人らしいスタイル Fジャパン・ウェイJを確立し、W
杯で実践した。日本チームの戦いぶりは日の肥えた英国

のラクピーファンはもとより、世界中のラクピーファン

からも称賛され予選リーグでの敗退を惜しむ声が多かつ

た。

2019年ラクピーW杯は日本開催となる。今回の成果

をベースにベスト8以上を何としても獲得したいところ

であるが、取り組むべき課題が多々 あることをエディHC

が指摘している。とりわけ、少年から学生、社会人に至

変化を恐れるな ! 変われば強くなる !

で領域が広がるのは最上のいい筋の気がす

る。一方で気が置けない仲間と共有する時

間の流れこそ当たり前で筋が良い楽しみで

ある。そこに旅行、温泉、グルメなどのス

パイスが力El味されれば言うことない。健康

第〒である。

わ か え  まさとし

若江 正敏

オフィスマーサ

るまでの日本のラゲピーの指導方法と若手ラガーマンを

育成する仕組み・システムの改革は喫緊の課題である。

今までやつてきたことを変えることには必ず抵抗があ

る。しかしながら、変えなければ新しい発展、末来への

希望が拓けないことを今回のW杯を通じてエデイHCが

立証してくれた。

2019年日本代表を率いるHCは、日本の状況を
~熱

知

したエディ・ジョーンズではない。今、日本中を熱狂さ

せているラグピー熱のさめぬうち、2019年 W杯での輝

かしい目標を達成するために新しい指導者の下、若手ラ

ガーマンの育成、指奪方法などの構造改革にラグビー界

全体で取り組んでいく必要がある。

わかばやし  けんでう

若林 健三

MCEI東京支部

ライフメンノヽ一
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ラグビー W杯に学ぶイノベーションのカ
本年日本中を熱狂させてくれたラグビー

W杯の歴史的勝利。急激に強くなつた裏に

は、エディー・ジョーンズヘッドコーチの

信念こもる指導があつた。

すでに有名になっている話であるが、

ワールドワイドで戦えるチームにしていく

ため、「価値観の転換」を目指した。先ず

手をつけたのがマインドセットだ。その 1

つの手法に「ヘッドスタート」と称する、

朝5時からの練習を行つた。世界中の誰よ

りも早くから練習を行つていることを実感

させ、自信を持たせる手法である。これは、

私も大学の頃剣道の朝稽古を継続し、それ

なりの成果を得たことがあるが、その時の

心理は、対戦している者より自分はしつか

り稽古してきたという変な自信を持つて臨

今、私どもは、表題のスローガンを上げ

て、関係先の企業とご一緒に取り組んでい

る。当然のことだが、強くなくては企業間競

争に負けてしまう。しかし、「強い」企業であつ

ても、それが不当な企業であれば、社会か

ら制裁を受けることは必定である。

そこでもう一つの条件、「良い」企業でな

ければならない。「良い」とは、「社会に貢献」

することである。各社がスローガンとして上

げる「顧客満足」は、その典型の一つである。

「強くて良い企業」は、「人」によってのみ

なされる。企業経営において、「経営目標」「経

営計画」等々が策定され、実施される。そ

の全ては、「人」によってなされる。「人こそ命」

である。その「人」が、「経営者の役割」「管

理者の役割」「専問者の役割」「実践者の役割」

んでいたことを思い出した。

また、日本人の刈ヽさな体のハンディを逆

に捉え、「JAPAN WAY」 と称し、スペー

ス作りと徹底的に速いパス固しをプレイス

タイルとして確立した。前固大会で大敗し

ていた日本が、この感動を岬ぶプレイがで

きるチームに変身できたのである。

正しい指導を買くと人間は変わる、マー

ケティングにも通じるイノベーションの力

を見せてくれた好事例であったと思う。

わ

和田
のぼる

昇

三井倉庫ロジスティクス (株 )

SCM営業本部 副本部長

を果たすことで、諸々の事項が成し遂げられ

る。その「人」が今業内で「十動き甲斐」を感じ、

そして、「その働き甲斐」が、個人としての「家

庭生渚」を行なうにあたっての「生き甲斐」

ともなる。

このように「生き甲斐」を求める「活動」が、

この「強くて、良くて、働き甲斐あり」の「企

業づくり」だと信じ、私どもは職務に当たっ

ている。

わたなべ  えいこう

渡辺 英幸

(株)会社業務研究所

経営コンサルティング 顧問

だ

「強くて、良くて、働き甲斐ある企業」を目指そう
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ふと、8年前の 2007年に発行した「百人百語 2008」 のあとがきを読んでみました。
『相次ぐ閣僚の不祥事や問題発言で大幅に国民からの支持を下吠 1年あまりの短期政権

で終つた安倍内閣』
『食肉怖装、保険金未払い、介護の虚偽申請、誇大広告、談合など、企業の不祥事も

後を絶た或 国民の不信感を募らせた』
『さらに悲しい事件・事故も多数起こり、2007年は私たちの暮らしの「安心」「安全」が

揺らいだ 1年だつた』

2012年 に再選後、安倍内閣は第 2茨～第 3次と継続中ですが、その他は今年の

日本 。および世界の出来事と非常に似ており、いまだ多くの問題の中で私たちは暮らして

いるのだと感じざるを得ません。

2020年東京オリンピック・パラリンピックまであと5年。一つの目安になると思いま

す。それまでにどれだけ問題を解決できるか、新たな光を見いだせるか。私たち実務家も、

人 人が頭をl動 かせ五感を研ぎ澄ませながら、取り組んでいくべき課題でしよう。

MCEIは今年「協創」の理念を掲げています。会員同士、企業同士、議論や互いのプラッ

シュアップを重ねて「協創」を生み出す場として、2016年の歩みを進めたいと思います。

1984年以来毎年発行を続け、今年通算 33号目となる「百人百語」に、今年も多くの

意見、提言をお寄せいただきました。ご協力くださいました'占様に厚く御礼申し上げます。

ひとつひとつの言葉がヽ 皆様の明日へのヒントとなることを願っております。

末筆ながら、2016年 が皆様にとつて明るく)軍 く素敵な 1年 となりますよう、心より

お祈り申し上げます。

2015年 12月 8日

MCEIコ ミュニケーション委員会

発 行 日 :2015年 12月 8日
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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 “MCE]"

陥精ittattons
Exccutivcs
international

TOKYO/OSAKA
MCElis people,MCEIis eduё ation,MCElis information,

MCElis recognltiOn,MCtt is professionalism

MCEIと [よ

MCEl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

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、渡米研修した散 水口健次氏

(元 東京支部創設理事長)が、1969年 東京に支部を設立、以来非営利のマーケティング子テ究組織とし

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、毎月の機関議の発行、毎年会員の提言集「百人百語」の発行、マーケテイング塾

(ビジネススクール)の 開講、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っ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。


