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テーマ 論点 今日の気づき カテ 重要度 備考・間違いノート
1 8/13 事例講義②

(事例Ⅱ)
・知識を事例に適用する、とは2つの難しさ
①知識がないと解答できない(構成要素を作れない)
②知識をそのまま書いても点がこない。
つまり与件で暗示の知識を頭の中の引き出しから出してきて、解答を構
成・編集しろ、という要求。
・知識が要求されるのは事例Ⅰ～Ⅳで共通。ただし直接知識を書く要求
は出ても1問であり、多くは構成要素を作るのに必要という意味。

難し
さ

2 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・今後の対策・戦略提示をさせるのは事例Ⅱ(マーケ)ならでは。ただしこ
れは当たらない。事例Ⅰ・Ⅲでは今後の戦略は所与でそこに助言・指摘
をさせる要求パタ。

難し
さ

3 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・事例Ⅱ解答要求の最大の特徴は｢少字数・複数列挙｣
・四件中のキラ星多数の根拠を｢列挙＋グルーピング｣で表現するコンテ
スト。確実に得点可能な問。など作戦。

難し
さ

4 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・事例Ⅱの典型経営課題パターンは
①小売→品揃え
②サービス業→新規事業展開
・事例ⅡB社は必ず何か差別化(付加価値化)できる小売･サービス業。
単なる仕入・販売ではアドバイスしようがなく、問題にならない。
・最も改善しがいがあるのは製造小売。SPAねらい目？
・サービス業は事例Ⅱで近年頻出だが、4特性(無形・非均一・不可分・
消滅・需要変動性)でほぼ特徴を拾い終える。あとこれに＋インターナル
マーケティング、でばっちり。

構成

5 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・出題パターンまとめ表。過去問解き終えてから戻って使えば、自分の
オリジナルツールになる。パターン持ちネタP.101?
・アドバイスパターンは答えださないと×になるリスク。社長と一緒に悩
むだけならコンサルにならない。
・データ分析は事例Ⅱ・Ⅲでの出題パタ。ⅡはPOSデータ、Ⅲは何かの
生産データ。

構成

6 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・テキストP.148 切り口まとめは使える。但し切り口は作問者が与件文に
埋めたものが優先。勝手に切り口使うとパッと見栄えは良いが、×食らう
リスクあり。あくまで非常用として。自分勝手な押し付けコンサルは不

構成

7 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・SWOT分析は昔必要、今イラナイ。事例企業にとり＋↑、－↓の2分割
判断レベルでOK。
・新規事業・品揃え共に①強みを機会にぶつける。かつ②(経営資源の
制約上)不要な商品群は縮小

テク

8 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・解答要求の主人公入替わり注意。H20事例Ⅱ設問5。H温泉組合によ
る怪我人多数。ここではB社を混ぜた複数解釈は避けなければいけな

テク

9 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・80分のマネジメントその2、解答検討→記述。
・時間配分上一度書き上げた答案を消して書き直す余裕はない。解答
検討までに十分な時間をかけ、正しい解答方針を作ってから記述を始め

テク

10 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・マーケ戦略は｢売るための仕組みづくり｣であるから市場の機会Oが与
件で示された場合は必ず使う(捉える)。その業界の知識がなまじあると
つい見過ごしがちなので注意。この｢当然｣感が危ない。

テク

11 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・事例Ⅱマーケ戦略の方向感チェック
①顧客ニーズに基づいているか
②(大手との)差別化・標準化

テク

12 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・マーケの問題は、①要求解釈→②知識で根拠予想→③根拠探し→④
知識で解答方向性選択肢、の知識活用ステップを使って処理。
・プロモーションと言われたら、広告・パブリシティ・販促・人的販売、と
スッと出す。
・プロモーションと言われたら、マーケティングコミュニケーション→双方
向、と一気につなぐ。

テク

13 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・少字数複数列挙問題
→いかに多くの根拠をグルーピングワードを使って手広くまとめるかの
腕を競うコンテスト。
①30字・複数列挙要求でスイッチON
 (強みの場合比較表スイッチ同時ON)
②与件根拠ピックアップ
③グルーピングワードで解答編集
・SWOT同様下手な業界知識(思い込み)で②を広いモレしないよう注意
・思い切って短くするトレ。
｢駅前で○○、近くに××がある｣→コンパクト化｢立地の良さ｣
・解答個数指定が制約されたら｢など作戦｣。
→｢アップセル・クロスセルなどの関係性強化｣。これが見かけ上一つ。

テク
★と
んち

14 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・H17｢掲示板｣｢電子メール｣の出題意図を解き明かす。情報収集(掲示
板)と情報発信(メール)を組み合わせることで、双方向コミュニケーション
による関係性強化が可能、という遠大なストーリー。

持ち
ネタ

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。
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15 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・事例Ⅱは必ず関係性構築。身近な具体例をイメージしてトレ繰り返し。
・関係性の層別と個別。B社には既に固定客がいるので、今更層別では
足りず、個別対応がポイント。
・関係性は顧客生涯価値(LTV)向上を目的。
①頻度(期間)↑ ②平均購買単価↑。経営資源制約上、①が頻出。
・関係性ときたらインターネットコンボ(P.116)。いかにも出そう、要チェック
・ISMは内容的に関係性マーケと同じ。グループ化してセットで知識に。

持ち
ネタ

16 8/13 事例講義②
(事例Ⅱ)

・品揃えが大手と似たり寄ったりなら価格競争に陥ってオワリ。自社の強
み(接客力)を活かした高付加価値型の品揃え重視がセオリー。
・2次試験で問われるブランド知識は、主にブランド化するための条件。

持ち
ネタ

17 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・FCの問題→FCを既に行っているケース。成功させる留意点の知識は
問われる可能性あり。

持ち
ネタ

18 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・使えるキーワードストック
→学習関係・双方向・スイッチングコスト。グルーピングワードにも使える

持ち
ネタ

19 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・マーケの未出題論点は都度意識的にカバー。
・情報化→インターネットマーケ→インターネット販売→4つのメリット。
①参入容易 ②コスト↓ ③接客を嫌がる客 ④商圏拡大

持ち
ネタ

20 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

・5 forces model。現状分析の切り口で問われる可能性あり。買い手・売
り手・新規参入・新規商品・既存業者間。新規参入注意。

持ち
ネタ

21 8/15 事例講義②
(事例Ⅱ)

【今日の予実】
・事例Ⅰ難しさ       →テキストにトラップ11。まとめたのでチャートにする
・事例Ⅱ新規事業戦略 →マーケも独特の作り。もう少し何か掴んでから
・10w学習方法    →独占質問タイム。過去問20自力＋TAC講義で埋ま
る

合宿1日目は学習方法の思案。数度の
質問繰り返し、これから自分がすべきこ
とイメージ固まる。これはスゴイ効果
↑。

22

23 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

・俺には問題要求がわかる、と思って解いたら負け戦。
・自分の考え＜作問者が求めていること、が優先。
・事例Ⅱはごくまれに時系列の読み取りミスが致命傷に。
・上級生のミスは知っていることの素通り。頭の中にチェックリスト作って対応。

難し
さ

24 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

・上級生はこの時期、記述の練習を意識。模範解答よりもっと良い文章は可
能か。コピーライターの話。自由自在に伸び縮み。
・少ない字数に少しでも多く書き込む力が点差をつける。
・9月下旬に最後のオプションゼミ×4。ここが手順の最終確認、固めとなる。

学習
法

25 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

・2次はオリジナル答案でなく、上位20％が書く凡庸な内容が合格答案。試
験中は1対1で事例に立ち向かうのでなく、｢上位20%が何を書くか｣を意識す
ると見えてくることがある。
・その時｢お団子1個｣の意識が役に立つ。全てのセンテンスに目配り・気配り
は難しいが、作問者・採点者側の読みやすさを考えて文章を作り、最後にもう
一つ味付けして、さぁどうぞ召し上がれ。
 △魅力が低下して、売上低下を招いた
 ◎魅力が低下して、コンビニや競合他社に顧客を奪われた。
・味付けのために、気づきノートのレシピ有効。授業で教わったテク・知識を
10/25本試験で100%活用可能な状態に持っていく。
・気づきメモ、間違いメモは作る。本試験休み時間に読み込んでミスなくす

学習
法

26 8/18 事例演習②
(事例Ⅱ)

・総得点で評価して油断しないこと。振り返りでチェックするのは、するべき処
理で点取れたかどうか。
・根拠レス問題の得点は除いて評価。

学習
法

27 8/18 事例演習②
(事例Ⅱ)

・120字要求なら、現状効果or期待効果のいずれかに配点。意識的にそこを
取りにいく。
・悪さを抽出し、それを改善すれば期待効果。つまり明示と一緒。
・解答編集時のマス目は文末(結論＝期待効果)から埋めるトレ。点数とりや
すい期待効果は必ず得点。
・今回の問2(1)は120字でダラダラ記述だが、本試験では｢～を3つ｣と聞いてく
るので、見映え上3つになるよう注意して解答編集。

テク
☆
今日
イチ

28 8/18 事例演習②
(事例Ⅱ)

・XXメソッドは解答構成要素を3つに固定。スキル関係なく得点安定。
・解釈はあたりにくい、ではなく、初めからアテにしない。
・根拠拾って入れた演習②で67点？55点ならAランクなので、合格イメージ沸
いてくる。特に事例Ⅱ・Ⅲは得点期待値高い。

テク

29 8/18 事例演習②
(事例Ⅱ)

・字数・配点基準を見て、得点可能性が判定できれば講師級。
・黄色マーカー箇所を減らす工夫。動詞(動的表現)→名詞(重要キーワード)
の順にマーク。
・事例Ⅰ～Ⅲの特徴をある程度つかみ、処理速度を上げる。
→事例Ⅱなら根拠ならべるだけの問題もある。
・気持ち悪い根拠の使い残しは猛反省。

テク

30 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

・オーガニック ←根拠拾いモレ・使いモレ。下書きをもう少し丁寧に。 テク

31 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

・アドバイスタイプはテンプレ活用だが、過信は危険。捻られても対応できる余
裕を持つ。

テク

32 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

・食品廃棄損の問題。品揃えを意識し意図的に廃棄損を出すスタイルもあ
り。この場合廃棄損＝宣伝広告費。

持ち
ネタ

33 8/18 事例演習②
(事例Ⅱ)

・｢商品の入替｣→中小だから、何か増やしたら何か減らす。｢絞込み｣の派生
パターン。

持ち
ネタ
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34 8/17 事例演習②
(事例Ⅱ)

【今日の予実】
①全ての問で△取りに行くⅡ
→簡単だったのである程度○。量が多くてやや思考停止、なげやり△。
②少字数・多数列挙対応、グルーピングワード・など作戦
→比較表少しだけ。出るのは次回か、で肩透かし
③知識を事例にⅡ。知識で選択肢作って選ぶ
→△選択肢作るには問題数・字数超過。処理で精一杯
④処理手順、時間管理
→解釈・根拠拾いはOKレベル。3(1)は悩んで時間ロス。
・解説講義はリッチな解釈3倍モード。→ちょっと思考停止。1倍ちょっと。

35 8/23 H18事例Ⅱ ・複数解釈Ⅱ(解答編集前に複数選択肢作って判断)
→新規事業で試す・・予定が時間余裕なし。
・根拠拾いまくる
→明示分は結構拾えるが、暗示分はヒット率低い。
・解答制約個数
→など作戦。暗示のキーワード使いも、それっぽい出来で○。

36 8/25 H17事例Ⅱ ・根拠重視push→解答フレームで得点
→根拠使いまくっても行ズレ失点リスク、の恐ろしさ。上位20％との編集スキ
ルのGAPを早めにつかみたい。
・時間短縮
→根拠多すぎ。根拠→設問への紐付けに時間ロス発生。次回課題。
・お団子一個
→なかなかそこまで余裕出ない。

37 8/25 演習②振り返り
(事例Ⅱ)

・60点近く取れてる。根拠ぶっこみ作戦成功。空想思いつきが点にならないと
改めて手応え感。戦略アドバイス方向性は知識次第で点差。

38 8/28 H16事例Ⅱ ・根拠pushの効果
→根拠要求の問題は対応OK。やばいのは根拠抜きだけで処理できない問。
財務視点などマーケ以外の深読み切り口は題意を外して大幅ロス(>_<)
・時間短縮
→今の手順での短縮効果確認。問題文即フレーム・根拠マーク・解釈スキッ
プ。解釈を今後どうするか。
・新規事業提案～複数解釈Ⅱ
→戦略自体はやはり当たりにくいが、期待効果は点取れる。○。

39 9/1 2008模試事例Ⅱ ・表現・読みやすさ・一貫性 ～同じこと言ってるのに点差の理由は？
→全設問を一通り方向付けてから編集入るので、統一感・根拠カバー○。
→点差がつく最大のポイントは｢根拠をそのまま使うこと｣。あとは＋αのまとめ
方、お団子1個か。ここは強みに思えるので、もうちょっと継続様子見。
・70分でやる。
→事例Ⅱ特有の根拠多数、編集・切り分けに時間要す、にまんまとハマる。
時間オーバー。事例設定次第で余裕時間代わることに注意。

強み：根拠そのまま抜き出しつつ、＋α言
及も入れて字数内にまとめる編集スキル。
まぁ回数やってるし。

40 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

･事例Ⅱの出題は、
①じっくり戦略を考えさせる →解釈じっくりPull重視
②根拠拾いで走り回らせる→根拠push重視タイムマネジメント。解釈時間↓
の2通り。解答用紙マス目見た瞬間に判断する。

難し
さ

41 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

・パターン②根拠抜き出しタイプはいつも通りに処理すると45点前後に落ち着
く。新規でシンクロしないとなかなか60点に届かない(XXメソッド弱点)。根拠使
い方悪いと40点を切る。

難し
さ

42 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

・字数指定20字・30字・40～50字のそれぞれにつき、見た瞬間に解答構成
要素を作る。できれば要求×字数MTXで。
・新規事業提案はXXフレーム使いづらい。要求×字数のパターンごとに配点
構成要素をストックし、大外しを防ぐ。
・新規事業×60字 →B社の経営資源＋○○事業を実行。
・新規事業の内容は当てに行かない。経営資源を抜書きして3点、50%確保
で△。事業がまぐれ当たりすればもう3点プラスで○。
・期待効果に点が来ないケース。
 ○経営資源○○を活かし、△△事業を行う。
 ×△△事業を行い、□□を期待する。        ←確かにこれだと0点。

構成
☆
今日
イチ

→要求×解答字数パターンMTX表を作
る。

43 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

・経営課題の赤マーク｢差別化｣｢地域顧客の指示｣をどう使おうとしたか。
→第4問なのにメモしたのはヒット。処理時間不足で使えてないのは×。
・期待効果の根拠・・なかなか配点こないが、くれば点差ポイントなのでマメに
入れていく。お団子1個と同じ効果を期待。

構成

44 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

･演習⑥の振り返りは、潮干狩り大作戦で｢短時間でどれだけ根拠見つけて
きたか｣。→周囲との出来具合を比較し、手順の精度・効果を確認
・チェックリストで自分の手順ミスを確認。根拠の使い方ヒット率向上が上策。
・2次模試は点数よりも自分の手順、チェックリスト埋まり方重視で。

学習
法

→周囲の答案と比較確認

45 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

･少字数解答個数指定の場合、処理プロセス固まっていないと時間ロス大。
処理プロセスが正しかったをしっかり振り返ってチェック。
・問題文読んだだけで、知識から与件根拠予想できる場合はすぐさまメモ。→
根拠探し時間短縮。

テク

46 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

・新たな投資(ヒト・モノ・カネ)は事業リスク。
・便利ワード｢代替サービス｣｢充実｣

持ち
ネタ

②事例別サブノート.xls 事例Ⅱ 3/7 8/8/2010 8:04 PM



47 9/1 演習⑥
(事例Ⅱ)

【今日の予実】
①引き続き｢根拠をそのまま使う｣＋編集記述スキルBU
→かなり出来た手応え感。採点結果周囲と見比べてNext Stepへ
②解答方向性、もう一つ選択肢を増やす
→要求パターンA⇔Bの違いにより、出番変わる。今回は解釈より時間効率
③70分早回しモード
→｢黄マーク重視＋切り口根拠のみ転記｣で時間短縮効果。もう一度試す。
全体的にやや解釈に時間かけすぎ。要求タイプでの使い分け意識UP。
[総合]根拠ピック＋方向感磨いて合格得点へ。
→根拠ピックはOK。ただ方向感よりも構成フレームで対応できる｢新規事業｣
もある。あれれ、とんちだ。

とん
ち

48 9/8 模試Web解説
(事例Ⅱ)

・30字、複数指定列挙問題。いろいろ盛り込みたくなるが、必ず1つの解答に
見せかけることを忘れずに。2つに見えると×になる。
・事例Ⅱ｢マーケティング戦略提示｣は、①ターゲット ②商品 ③競争優位性、
の順に発想。
･解答要求｢進め方｣なら、手順・順番が求められていると意識スイッチ。

構成

49 9/8 模試Web解説
(事例Ⅱ)

･忙しい事例Ⅱはパイプのつなぎ方を磨いて対処。
①要求解釈で根拠を予想
②使うかどうかに係らず根拠pick
③根拠⇔設問の対応づけ
④使い残した重要根拠をどこかに使う。

テク

50 9/8 模試Web解説
(事例Ⅱ)

・焼肉レストランは悪い発想ではないが、それを否定できる明確な根拠が与
件にいるはず、のスイッチで進める。作問者に喧嘩売らない。

テク

51 9/8 模試Web解説
(事例Ⅱ)

・マーカー4色使いは、持ち替える時間ロスを産むのでお勧めしない。 テク

52 9/7 勉強会③
(模試検討会)

・新規事業問題に竹田さん答案みて閃き。経営資源＋経営課題＋市場の
機会を使い、少し時間使って考えれば必ず何か見えてくる。だめでも根拠は
当たる。

今日
イチ

53 9/10 集中特訓1②
事例Ⅱ

・事例Ⅱの特徴、抜き＋事業提案系の処理プロセス確認
→抜き系・・基本的にバッチリだが、切り口まとめ方によっては多少失点リスク。
           グルーピングワードの一般化を上手く使う
→事業提案系・・経営資源×経営課題×市場機会を捉えた・・、つもりが
完全逆イメ。性悪女対策の用意が必要。
・タイムマネ、考える時間の増
→抜き系処理にやや時間かかってる。事業提案系は初めの発想に飛びつくク
セが抜けない。複数候補考える処理をどう入れ込むか。課題。

54 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・マーケティング事例は、高いレベルで考えて｢無理をする｣と川の流れに逆らっ
て、根拠行ズレ・事故誘発パターンへ。マーケ得意な人ほど、一歩踏みとど
まって要求レベルに合わせた解答になっているかをチェック。
・事例の解答要求では、専門用語的ハイレベル戦略でなく、具体的・泥臭
い・実務的なレベルで｢戦略｣が使われている。｢戦略｣と書くと本が売れるの
で、使用場面が拡大したため。
・自分の店(マイショップ)のイメージは両刃の剣。ピタリ当たればよいが、外れた
ら単なる先入観。

難し
さ

55 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・最終集中②も難しい問題。あえて間違えさせる工夫を入れてある、根拠＝
ブロック材料の置き方を意識する訓練。
・比較表スイッチ ～3つあげて2つ選ぶには？
①調達力・希少性                 →大手なしを明言
②イベント・集客力・顧客指示   →出題実績あるが｢大手もありうる｣のでNG
③従業員のカウンセリング・ノウハウ →大手なしを明言、よって①と③
↑比較表スイッチを入れ、3つともメモしてあるが、迷わず①･②を選んでた。
・2つ見つかっても3つ目を探しにいく教訓。しかも3つ目は別の設問に使ってあ
るという念の入れ様。
・あくまで練習。本試験はトラップ気にせず、明示された根拠をすかさず使う。
・今日は間違ってOK。ただし周囲ができるレベル＝｢大手対抗｣比較表はしっ
かり作る。
・問題用紙を汚せている(マーク＆設問ナンバー)かどうかをチェック。→マークで
きてる→後は編集スキル磨き

学習
法
☆と
んち

56 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・2次には原則として別解なし。
・演習は点数気にするよりも、自分の力を過信しないことが重要。たまたまHIT
する運は本番までキープ。
・周囲ができるレベルの根拠抜きはしっかり。与件に埋められた根拠をたまたま
解釈してHITさせる必要はないが、本番で神が降りてくることに備え、間違いメ
モにストックしておく。

学習
法

57 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・2択問題は出題可能性大。つらいがきちんと2択する。選択根拠は、
①その戦略の妥当性
②選択しなかった戦略との比較、優位性
を考慮して、要求マス目にそった解答構成要素(衣)を品揃え。

構成

58 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・品揃え戦略のレベル感～戦略レベル・戦術レベル・政策レベル使い分け？
→解釈が分かれるので固定的に考えず、問題要求に沿って処理。
・品揃えの隙間、カテゴリーの穴はPBで補完。
・調達力の強み2パタ
①他にない仕入れ
②セレクトショップ～顧客が好む商品の選択眼

持ち
ネタ

Product
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59 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・チャネル・立地戦略。路面店・旗艦店による｢認知度向上｣は頻出ネタ。裏
原宿の地価がバカ高くても、採算度外視で出店。
・新規多店舗展開戦略の根拠
 カウンセリングによる新規販売 ＞ ネット販売による低コスト・関係性維持
・作問者は多数が間違えてあっと言わせる問題を作りたい？←突き抜け答案
じゃないのかな・・。安全運転優先だったよな。

持ち
ネタ

Place・チャネル

60 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

・顧客カルテはサービス業にとり重要。RFM分析、ISM。
・カウンセリング販売→購入率UP期待大。
・ポイント制度の小売側のメリット。
→店頭値崩れを防ぎつつ、消費者に値下げ提示可能。

持ち
ネタ

販促

61 9/21 最終集中②
事例Ⅱ

【今日の予実】
①タイムマネジメント
～j解答編集を40分後からスタート。設問ナンバーMにより5分浮かせる。
→余裕と思ってたら100字マス目編集で時間不足。見直しで根拠使いモレに
気づいたが後の祭りで△5点。 →見直し時間5分キープする
②抜きタイプ編集切り口チェック(作問者意図)
→30字はOKだが、2つ出して3つ目が正解トラップで50%。
→100字タイプ・・解釈時間不足で△5～10点のミス。根拠で点くれる所なの
で、時間を十分確保し、与件根拠カキコでしっか点を作る。
③新規事業～構成テンプレ
～経営資源×市場機会(×課題(期待効果))
→意識OK。ただしあえて8割間違えさせる問題だったので、効果測定できず。

62 9/22 渋谷勉強会
H18事例Ⅱ

・H18事例Ⅱは根拠を与件にぶちまけて、徹底的に短マス目に徹底・抜きをさ
せた問題。ただこの出題形式は大きな差がつかないので、戦略提示・新規事
業系の80～100字出題に逆戻り。
・大手との差別化は｢比較表スイッチ｣で対応OK。
・需要変動の吸収も1次知識で根拠予想→抜きで対応OK。
・有形資源⇔無形資源は行ズレ発生しやすいが、一般知識よりも与件根拠
抜きの姿勢Keep。本質的・付随的はそのWordで点取るのではなく、与件複
数根拠を1つにみせかけるグルーピングワード。次回も使える。
→○・×などの本質的サービス。
・事例Ⅱの多数根拠→2つ解答はなにやらテクがありそう。考えてストック。
(テク案？)
①要求要素分解ネタ 売上向上→単価向上×来店頻度向上
②ターゲット＋4P。誰に・何をの｢誰に｣は必ず明示。4Pはそれなりに対応。

×事例Ⅱの時間不足解消がカギ。2次オ
プションまでに解決する。

63 9/24 最終集中⑥
事例Ⅱ

①根拠push →マーク、設問ナンバーメソッド
・設問から考えず、根拠使う姿勢でHIT率・速度上昇効果の手応え
②新規事業提示
・経営課題赤マークから外れなければ、方向性は当たる。
③タイムマネジメント
→そんなに忙しくなかった。

64 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・事例ⅡSWOT小字数編集テク ～相性を考えてグループ化
①駅前の立地
②ベテランスタッフ
③大規模なホール
④顧客情報の共有化のしくみ
→①と③、②と④を組み合わせると、
①③大規模ホールや駅前立地などのハードの優位性  ←これがGW
②④ベテランを中心とした顧客情報共有の仕組み
・比較表を使う。
・顧客の評価・支持は必ず使う。

テク ※高久メソッドとつなげる

65 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・事例Ⅱマーケはいろんな知識を問える。試験中に考えこまないよう、予め
キャッシュに入れておく。

66 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・4つの根拠で2つ解答要求なら、
①2+2にグルーピング
②確かな1つ(混ぜるな危険)＋残り3つGW
のいずれかで処理。処理パタ2つ持っておくと強い。

67 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・SW抜きの問題
①盛り込んでGWで1つに見せる(←Ⅱっぽい)
②与件からそのまま抜いて｢○○な△△力｣でまとめる(←Ⅲっぽい)
→解答要求から判断し、的確に使い分ける。

68 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・販売(プロモーション)戦略の2つ要求タイプは後ろから切り口けたぐり作戦で。
難しさ→根拠が一杯いて、どう切り分けて編集するかで悩んで時間ロス
・切り口テンプレ
①価格↑ ⇔ 単価↑
②新規顧客 ⇔ 既存顧客

69 9/27 最終集中②
事例Ⅱフィードバッ
ク

・今回の問1は制約甘く解答しづらいうえ、配点10点なので後回し。
･根拠行ズレ回避が難しい問題。解答順や根拠行ズレに注意する。解答要
求範囲が狭い方を優先。あいまいで難しいものを後回しにするのがベター。

難し
さ

9/30 MMC3②
事例Ⅱ

①80分に納める
→75分でOK。段落対応付けスピードUP効果 (次は余裕時間を解釈に使う)
②2つ切り口(その他、設問形式への対応度)
→第3問HIT。自社の2つの強みから切り分けできるパターン。

②事例別サブノート.xls 事例Ⅱ 5/7 8/8/2010 8:04 PM



71 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

・事例Ⅱは時間足りなくなる。マス目白紙と埋めるのどちらが良いか。
①白紙→0点
②(アイデア解答で)何か埋める→1～2点？ただし時間ロスした意味で△効果
・アイデア解答で心が折れた経験を次に活かす。
(思いついたこれだー、はえてしてハズレ)
・つまり、解答要求×知識フレーム×与件根拠がHITして初めて点がくる。

難し
さ

ネタストック作戦開始。

72 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

・サービスマーケは事前知識勝負。LTV・インターナルマーケetc.
・なんとなくわかっているではNG。発生問題→ひっくり返した改善案、まで知識
からすばやく引き出す
・どうも、事例Ⅱは解答ネタが不足している。
・設問の制約の中で、与件根拠を使っていろいろ膨らませるトライが有効！
→これはネタストック作戦だー！残り3週間の最大強化ポイント。

難し
さ
☆今
日イ
チ

73 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

★事例Ⅱの攻略ポイント ～得点期待値に応じ解答順アレンジ
 ◎得点期待値に従い、優先的に時間割当て
 ○時間割当てできずとも、解答順は意識
 ×問1から解く ～大事な問題で時間不足→サヨナラ

☆今
日イ
チ

解答順・時間割当てスキル発動開始
(事例Ⅱ専用)

74 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

<根拠多数・少字数問題の処理手順>
①解答要求制約による優先度  (ex.長期的/短期的、社外/社内 から判
定)
② ①で絞れない場合に、など作戦・GW。
・②の場合、低リスクで差がつかなくなるが、①の手順を入れた上級者とは点
差がつくので、事例Ⅱ少字数だからといって、不要なものまで取り込まないこ
と。マス目不足・舌足らずで減点。
・本質的・付随的サービスはあくまでGWなので、そこには点こない。
・モレなくダブリあり作戦⇔作問者意図とのGAPを認識。作問者は1根拠⇔1
設問で気持ちよく作ってくるので、根拠を2問に使うことはごく稀。
・従って、GW・多数根拠の問題は一番最後に解答編集するのがGood。

構成

75 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

･新規事業、ここは点取れる。
・根拠のないアイデア解答はNG。根拠見つからなければ、得点も期待しな
い。たまたま事業当たって浮かれないこと。
・LTVの考えの延長上の発想→HITならOK。
・25点なら、配点を5要素に分解して予想。①経営課題×2 ②事業名 ③
留意点×2、など。

構成

76 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

・4C分析：3C分析＋Cooperator(協業者) 初めて聞いた・・。
・中小企業の値上げ・値下げアドバイスは難しい。値下げすると客質落ちる。
ホットペーパーで寄ってくる客は大体1回きてハイ終わり。

持ち
ネタ

77 10/3 2次オプション②
事例Ⅱ

【今日の予実】
①記述編集タイムロス短縮 (フレーム＋抜き・つなぎテク活用)
→与件文後ろ読み込みで時短OK。これをクリアしてフレームネタ不足発見！
②新規事業メソッド
→与件根拠抜きでHIT。初体験の気持ちよさ。さらに改善可能性探る。
③2フレーム問題 対応度UP
→少字数タイプなら大きな問題にならない。大字数タイプでリトライ

時短できて初めてフレーム持ちネタ不足に
気づいた！
→今日は2step 一気に上昇！

78 10/7 勉強会⑤
(事例Ⅱ解釈)

・超大枠メソッド＋与件逆から読みの時間短縮効果確認。他人よりかなり早
い。ただし粗い。
・設問ナンバー対応付けは事例ⅠⅢ=段落ごとに対し、事例Ⅱは細かくセンテ
ンス単位。しかもばら撒き・ぶっちゃけ・子供のおもちゃ箱。意識してリトライ。
・怪しい根拠は１度使って安心せず、2度使う。
・｢最重要｣要求であれば、いくつか列挙してからまとめるか・絞るかジャッジ。
・戦略提示・アドバイスタイプは雲の切れ間をいかにつかむかの点差。閃かなけ
れば根拠でかせぐ、結論ぼかす。
→事例Ⅱは解釈力・閃き度で点差あり。センスを磨く、ネタ貯める。

79 10/14 08直前演習⑥
事例Ⅱ

①上級タイムマネ：35～40分にて頭捻る
→3周目パイプつなぎ時、センテンス設問ナンバー時点でかなり頭捻ることが可
能。最終第4・第5問は時間なくてもとにかく現状根拠書き出せば、何か浮か
んでくる可能性はある。タイムマネ重要。30字抜きは大枠固めてあれば記述
は残り10分でOK⇒処理順序確定
②表現センスと閃きセンス
→短なる抜きでなく、＋α、構成要素時点で経営課題フレーバーを意識する
(例：ブランド価値向上)ことで加点される感じ。ラストチャンスでもう一度試す。
記述時の構成で悩んで時間ロスしないよう、最終チェック。

80 10/17 セルフ模試Ⅱ
08TAC2次option②

①提示系に＋α。経営課題→期待効果から固める
→概ねOK。文末固まるので答えブレない効果ここでも実感。本番採用。ただ
し根拠ズレ・モレが生じると精度高い分だけ間違い一直線になる。リスク注意
②抜き＞GW。設問ナンバーメソッドで複数根拠拾って優先度。
→抜きで点取れる実感○。設問ナンバーは小問で作らず広めに取る。ピンポ
イントで狭く作らず、常に広め→チョイスで進める。
③切り口フレーム、特に2つ問題
→期待効果から固めるのに有効。2勝1敗。しかしその1敗が命取りになること
があるので、奢らずに1問1問真剣に与件と向き合うべし。

他の問題で上手くいったからと言って油断
しない。落とし穴は思いがけない所にある
から面白い。あいたた・・。
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81 10/20 最終調整
H19事例Ⅱ

①解答要求タイプの確認
→抜けるタイプ、解釈・類推が要るタイプの嗅ぎ分けOK。抜きタイプを確実・
忠実に取りに行く判断○。なお過去問TAC解答は力入れすぎ。本試験でこ
の解答は無理なので直前演習タイプの根拠忠実使い作成で行く。
②経営課題・強み・競争・新規のパターン化
→予想通り現状淡々説明で経営課題は明示なし。強み根拠多数、競争
根拠そこそこ。これはパターン。今回は新規提示なし＝抜きが多い。ただし大
問間の根拠が多く、切り分けると失点パターン。二度漬け対応。
③根拠埋め、解答ロジック確認
→根拠埋めは前述の通り。1：1でなく、１：多で対応している可能性あり。解
答ロジック要確認。

演習に比べ本試験は雲の掴みどころなさ
＝変な方向に進む危険性、が特徴。フ
レーム(解答要求＝経営課題、の尻尾、
現状根拠)を正しくとらえ、外さない答案を
差し出す力が試される。
わざと複数に解答方向が割れるよう、緩く
して揺さぶってきている！
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