
区分１ 区分２ 事例Ⅱ
テクニック 留意事項 「誰に何をどのように」という切り口で解答構成を考える。
特徴 留意事項 酔いしれて、穴に落ちるな、事例のⅡ
テクニック 留意事項 設問要求に「顧客の拡大」とある場合、新規顧客獲得に結び付く因果

の流れにそって解答を組み立てる。当然、最後は「・・・・新規顧客獲
得に繋げる」など設問要求に沿ったまとめに留意する。上記の流れ
参照。

テクニック マーケティ
ング戦略

戦略を聞かれたら、①誰に（ターゲット）、②何を（内容）、③どのよう
に（手段）、④期待効果
を想起し、文字数や前後の設問との関係に応じて、①～③（８０文
字）か、①～④（１００文字）の解答方向を組み立てる

テクニック マーケティ
ング戦略

設問で戦略と言われたら、製品・市場のマトリックスを頭に浮かべ、Ｂ
社がどこでどのように４ｐ戦ったのか、あるいはこれから戦おうとして
いるのかを考える。

テクニック マーケティ
ング戦略

アンゾフの成長ベクトル
①市場浸透戦略
②新市場開拓戦略
③新商品開発戦略
④多角化戦略

テクニック プロモーショ
ン戦略

＜プロモーション戦略の切り口＞
①宣伝広告（ネット）
②人的販売（人的コミュニケーション）
③販売促進
④口コミ
⑤パブリシティ

特徴 特徴 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略の４Ｐが問われる。
テクニック 店舗 店舗ときたらストアロイヤリティ向上
テクニック 新規事業 「新規事業を助言せよ」と言われたら、以下フレームを想起する。

①誰に、②誰と一緒に、③何を、④何のシーズを使って、⑤どのよう
に、⑥ニーズへの対応、⑦B社の経営課題の解決　↓

テクニック 新規事業 ○○に対して、○○と一緒に○○という事業を行う。○○（協業者）の
○○という強みと、B社の○○という強みを活用し、○○のように実
現し、○○のニーズに応える。結果、B社の○○という目標・課題解
決に繋げる。

事例振返 事例振返 （Ｈ１６）収益悪化への対処としての品揃え戦略を聞かれているのに
Ｎ
　　①収益悪化の原因を明確にしなかった、②戦略なのに、４Ｐの発
想や競合他社への対抗の視点で考えるべきなのに抜けていた、③
品揃えを聞いているのに、オーダメイドの制約条件クリアによる収益
対応という論点のはき違えをやってもうた。
　　収益悪化が、（１）競合台頭、（２）需要分析にもとづく品揃え改善
の無さ、（３）売れ行き不振の犬以外アイテムという原因が特定でき
れば、それぞれに対する戦略を（つまり聞かれている事を答えられた
のに。やはり設問解釈で競合、自社製品がニーズに適していない、
顧客の変化がある、等を最低想起する必要がある

事例振返 事例振返 本文の言葉をつかって、なるべく具体的に（おどおどしていて、言いた
いことが伝わない）顧客ニーズ変化をふまえた商品ラインナップの充
実ではなく、どう顧客ニーズが変化しているのを察知するの（ＰＯＳと
か）、顧客ニーズ変化って具体的に何なの？・・・字数制約もあるが、
具体的でないと×になる恐れ大（抽象化したセンテンッスのメリットも
確かにある）



事例振返 事例振返 （Ｈ１６）自社ブランドが何を指すのかが分からず、書けなかった。仕
事の意識で外注でOEMすることと勘違いした。文の流れから素直に
オーダーメイドの開発と一致すること（逆にいそれ以外ありえない）を
汲み取り（悩むところではない!）、サクサクやらないと。TACの答練で
も同じ（いつもの仕事感覚が入るのでジャマする）。相手は大学教
授。わざと混乱する仕掛けかもしれないが、相手が言ったことに一々
アーダこうだ考えず、話の流れで「ああこのことですね」と心の中で相
槌をうつんだよ。

事例振返 事例振返 （Ｈ１７）Ｂ社の変遷をぼーと眺めない。この市場で何をどのように戦
おうとして、何故その戦略をとってきたのか？現状の経営課題は何
かを強く意識して与件を読む。

テクニック 差別化 差別化戦略と聞かれたら、「①どの顧客に対し、②B社の何の強みを
生かし、③どのような方法（＝手段）で、④どのような競合先と差別化
する」のフレームを強く意識し、設問要求と文字数に従って解答する。

テクニック 差別化 差別化戦略におけるターゲットの絞り込みについて、解答に際しては
「○○を加え、中高年の◆◆」とか、「高齢者を中止としながらも増加
している幅広い○○」など、ターゲットを明確にしなければならない一
方で、いくら中小企業が差別化戦略をとるとはいえ、あまりに狭くター
ゲットを限定する「決めつけ勝負」は危険だし、現実には中小企業は
差別化セグメントだけでなく、マスの部分にも当然販売するので、ﾀｰ
ｹﾞｯﾄは明確にしつつもそこだけに特定的な表現はよほどの事がない
限り避けるよう心掛ける。

テクニック 差別化 「競合他社との差別化」を聞かれたら、相手の具体的な戦略ターゲッ
ト・強みに対し、どのように差別化していくという観点で解答内容を展
開する

テクニック サービス
マーケティ
ング

顧客への新たなサービス提供⇒顧客との関係性強化⇒①B社への
愛顧の向上を図り、②他社との差別化実現⇒(期待効果①～ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙ、事業ﾚﾍﾞﾙ）新規、固定客獲得、需要増取り込み、⇒（期待
効果②～経営レベル～）売上・収益拡大、収益基盤の確保等

キーワード キーワード ロイヤリティ＝愛顧の向上
キーワード キーワード 地域密着力、地域との深い関係性、
キーワード キーワード ネットでの問い合わせ⇒双方向の意思疎通の活性化⇒関係性強化
テクニック 関係性マー

ケティング
新規顧客を獲得するより、既存顧客を維持していく方が効率よい。
➡関係性マーケティングの重要性

テクニック 関係性マー
ケティング

岩崎邦彦が主張する関係性マーケティングとして
①ポイントカード
②顧客と販売員とのコミュニケーション＝人と人との関係性（＝絆、顧
客対応）
③顧客との継続的接触（訪問、ＤＭ，メール）
④売り場の変化（レイアウト、品揃え）

テクニック 関係性マー
ケティング

ポイントカードは顧客維持から顧客データ収集の手段へとシフトすべ
き

テクニック 関係性マー
ケティング

特に、双方向のコミュニケーションが重要（店（販売員）⇔顧客の情報
のキャッチボール）。



テクニック 関係性マー
ケティング

上記を実施する上での人的マネジメントの方向性は
①周到な採用（コミュニケーション能力の見極め）
②販売員の意識改革
③販売員満足度の向上（インターナルマーケティングの必要性）
④販売員の専門性強化・能力開発への投資
⑤販売員への権限委譲
⑥コミュニケーション活動に対する評価（例：顧客ニーズの収集活
動、顧客満足度等の業績評価への反映）

テクニック 関係性マー
ケティング

継続的な顧客維持活動➡顧客満足度の向上➡ストアロイヤリティの
増加

テクニック 会員カード 会員カードときたら、①FSP優良顧客への重点的対応（優待、還元、
DM情報発信）、②顧客属性・購買内容分析により販売促進、品揃え
改善、顧客ニーズの情報収集

テクニック インターネッ
ト活用

インターネットときたら、何で（例）掲示板、ホームページを忘れない。

テクニック インターネッ
ト活用

＜課題＞インターネット販売における売上減少への対策
＜対応具体策＞
①商品の見直し
②ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの強化
＜期待効果＞売上増加

テクニック インターネッ
ト活用

＜課題＞インターネット販売における費用増加、販管費の増加
＜対応具体策＞
①業務効率の向上
②在庫管理の適正化
＜期待効果＞
①販管費の削減
②在庫コストの抑制

テクニック インターネッ
ト活用

＜コミュニケーションツールとしてのインターネットの活用＞
①自社ＨＰ
②メール（メールマガジン）
③掲示板
④ブログ
⑤コミュニティーサイト（ＳＮＳ）
⑥ツイッター（つぶやき）
⑦フェイスブック

テクニック インターネッ
ト活用

ネットの活用の効果ときたら、顧客での注文や商品確認に関する利
便性向上

テクニック インターネッ
ト活用

掲示板、ＳＮＳ、ツイッター・・・双方向のコミュニケーション、口コミ促
進、顧客ニーズ把握、クレームなど顧客の生の意見の収集

テクニック ｲﾝﾀｰﾅﾙﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ

ｲﾝﾀｰﾅﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの意義
①顧客満足は顧客と直接接触する従業員の満足から生まれる。
②従業員が誇りとやりがいを感じる職場環境を整備することが重要
で、それが結果的に顧客満足につながる。
③顧客と従業員との信頼関係が大きいほどリピート率は高まる。
④従業員に対する顧客のロイヤリティがストアロイヤルティの先行要
因である。

テクニック ｲﾝﾀｰﾅﾙﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ

ｲﾝﾀﾅｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実施➡従業員満足度の向上➡サービスレベル向
上＋離職率低下（採用コストの低下）➡顧客満足度向上➡ロイヤル
ティの高い顧客の増加⇒売上向上・利益向上



テクニック ｲﾝﾀｰﾅﾙﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ

ｲﾝﾀｰﾅﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの具体例

①標準化・マニュアル化⇒この論点はあまり使わない可能性ある

②能力開発
社内資格制度
業界認定資格取得制度の取得支援
社内表彰制度

③モラール向上
顧客指名数に応じたｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの付与
意思決定の委任
社長との直接的なコミュニケーション

テクニック ＣＳＲ、地域
貢献

地球環境問題や地域貢献を行う事例企業に対しては（Ｈ２４）、①企
業→顧客への働きかけ、②顧客→地域貢献への働きかけ二つの側
面で見る必要がある
①企業への愛顧向上、関係性強化、口コミ認知度向上、差別化、
②顧客が自らそのような企業の商品を選ぶことが地域貢献につなが
る⇒消費活動での参画意識の高まり。顧客心理（地域に貢献したい）
を満たす

ブランドづく
りの教科書

ブランドの
強さと業績
との相関関
係

①数量プレミアム（差別化による選好）
②価格プレミアム（高付加価値）
③リピート効果（固定客獲得）
④口コミ効果（新規顧客獲得）

により収益性は高いと考えられる。

ブランドづく
りの教科書

社外知の活
用

①ブランドづくりを成功させるには、外部専門家（ブレーン）の協力者
が欠かせない。
②また、社内にブレーンとの連携となるハブとなる人材も欠かせな
い。
③外部専門家とチームを組むことで、企業内部にもノウハウが集積
し、効果的なブランドづくりが可能となる。

ブランドづく
りの教科書

ブランド要
素間との
ハーモニー

ブランドアイデンティティとブランド要素（パッケージ、ラベル、ネーム、
ウェブサイト、リーフレット）、ブランド要素間とのハーモニーが重要。
このハーモニーがあるほど、ブランドイメージに一貫性をもたらす。

ブランドづく
りの教科書

顧客に対す
る強いブラ
ンドの3要素
とは

①消費者には、「買いたくなる商品」
　　※ブランド力、おいしさ、安全性を高める
②流通業者には、「売りたくなる商品」
　　※ブランド力、物語性、安定供給、周年出荷、安全性、安定品質、
日持ちの良さ
③飲食業者には、「使いたくなる商品」
　　※ブランド力、おいしさ、安全性の高さ、安定品質、価格設定、他
との違い、生産者のこだわりの伝達、ネーミング

ブランドづく
りの教科書

口コミ効果 口コミによって獲得した顧客はリピーターになる可能性が高い。



ブランドづく
りの教科書

口コミ発生
促進のため
の条件

①商品名が短く覚えやすい
②顧客満足度が高い
③オリジナリティがある
④顧客とのコミュニケーションを重視
⑤顧客の声を聞いている

ブランドづく
りの教科書

口コミ誘発 日常と違う体験を消費者に提供することで口コミの誘発が期待できる
（苺狩り）

ブランドづく
りの教科書

口コミ発信
力の強化

専門家、業界の人などのインフルエンサーを特定し、その人と生産者
とが産地視察等を通じて直接的な交流フェイストゥフェイスで直接的
なコミュニケーションをすることで、売り手と買い手の心理的距離が縮
まり、口コミの発生が促進される。

ブランドづく
りの教科書

パブリシティ
の活用

広告に比べ信頼性が高く、口コミとならんで重要なコミュニケーション
手段。

ブランドづく
りの教科書

ブランド拡
張のリスク

ブランド拡張には、ブランド力を希釈化しない為、次の2点の検証が
必要
①拡張する商品が、ブランドアイデンティティと整合しているか
②ブランド拡張によって、現在のブランド価値がさらに高まるか

ブランドづく
りの教科書

ブランドの
陳腐化を避
けるために

以下の視点で顧客アンケート調査を実施するなどで定期的な点検が
必要
①知名率
②理解率
③利用意向の顧客層
④利用率（利用意向とのギャップ分析）
⑤満足度
⑥リピート意向
⑦推進意向（口コミしたいか）
⑧ブランドイメージ

ブランドづく
りの教科書

ブランドが
失敗する１
０の理由

①品質管理の不十分さ➡品質はブランドづくりの土台
②戦略の無さ➡ブランドづくりには羅針盤が必要
③共感性の欠如（消費者の信頼感を裏切らない、期待に背かないこ
と）
④コミュニケーションに一貫性が欠ける
⑤無関係なブランド拡張
⑥何でも屋
⑦消費者の声を聞かない
⑧値引競争
⑨感性に訴えない
⑩動き・変化がない（安住している）


