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徐 誠敏
(ソ ソンミン)

商品と流通の経営学

2022年度

「商品と流通の経営学(1)(2)」
これまでのまとめ



徐誠敏のオリジナルキャラクター
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

徐誠敏(ソソンミン)の

オリジナル・キャラクター

「ブランドリ」

商品と流通の経営学

共に成長しよう
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本日の贈る言葉➀

商品と流通の経営学

No Challenge 
No New Findings!

挑戦なくして
新しい発見なし!



皆さんが普段考えている

商品とは何ですか?

そもそも商品とは何ですか?

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
4

商品と流通の経営学
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商品と流通の経営学

一般的な商品の定義

「売ることや買うことを目的に

市場に提供されている物」

http://town-illust.com/attachment/car1


皆さんが考えている

商品とは何ですか?
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商品と流通の経営学

そもそも商品とは何ですか?

一般的にいえば、商品とは

売ることや買うことを目的に

市場に提供されている物です。

さまざまな商品の中で、まったく売れていない

商品がある一方で、長い間売れ続けている

超ロングセラーの商品があります。

その差は何か、そこにはどのような商品戦略、

さらにいえばマーケティング戦略があるのか、

皆さんと一緒に勉強していきます☆彡

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://okashi-ichiba.co.jp/item_ichiran_page/set_eraberu.html&psig=AOvVaw2c8QNNRTO8uVHVqCQGfz_9&ust=1587107290428000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjvivyy7OgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://town-illust.com/attachment/car1


流通チャネルとは
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商品と流通の経営学

出所：https://hodai.globis.co.jp/courses/1239a919(2020年5月5日アクセス)。
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ヒト・モノ・カネ・情報の
重要性

製品と商品とブランドの違い

商品と流通の経営学
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本日のキーワード➀

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

経営者・従業員
パートナーなど

本社ビル・工場
店舗など資本金・経営活動の

運転資金など

業界情報・
市場(顧客)情報など

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIqamMSmiccCFcQkpgodBKIDbQ&url=http://www.d-produce.net/archives/cat_50018659.html&ei=lnm9VYr3E8TJmAWExI7oBg&bvm=bv.99261572,d.dGY&psig=AFQjCNHOaB7Mdj1HhoSF9Fj6oaAa2d6afQ&ust=1438567104874147
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経営者・社長・企業トップ

最高経営責任者

従業員・社員・パートナー

商品と流通の経営学

ヒト

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K0-bXZeOkK22MM&tbnid=qZP5WacrqG9ejM:&ved=0CAYQjRw&url=http://business.artkoni.net/ae5.html&ei=f0YiU8PmJYu7kQX8p4CgDg&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNFW2XnLgAWXdL3dePngiwdDNbpejg&ust=1394841330147355
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7t3KSsiccCFQLlpgodOBcKGA&url=http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E7%B5%84%E7%B9%94&ei=nn-9VZ6mOoLKmwW4rqjAAQ&bvm=bv.99261572,d.dGo&psig=AFQjCNF6r-k_UBGsRyuWqfo_DbIdZjteFg&ust=1438567235381293
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最高経営責任者(経営者・社長・企業トップ)は、

自社を取り巻く外部環境の変化を見極めつつ、

企業内の各部門の社員が顧客・消費者のニーズを

的確に把握し、そのニーズに確実に応えられる

ように、迅速に意思決定を行うと同時に、

強いリーダーシップを発揮しなければならない。

商品と流通の経営学

ヒトの重要性

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iconfinder.com/icons/363311/ascendant12_ascendent_change_market_statistics_icon&psig=AOvVaw0sehut3EXrqC_N3TrHDXjm&ust=1589869252371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6htXivOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iconfinder.com/icons/363311/ascendant12_ascendent_change_market_statistics_icon&psig=AOvVaw0sehut3EXrqC_N3TrHDXjm&ust=1589869252371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6htXivOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://online.seu.edu/articles/essential-types-of-leadership-styles/&psig=AOvVaw2WNMIB2osl4Gb2LwA4WkdP&ust=1589878066581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig3r6DvekCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-ixacx&psig=AOvVaw2WNMIB2osl4Gb2LwA4WkdP&ust=1589878066581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig3r6DvekCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-ixacx&psig=AOvVaw2WNMIB2osl4Gb2LwA4WkdP&ust=1589878066581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig3r6DvekCFQAAAAAdAAAAABAo
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企業内の従業員・社員は、

自社の持続的な成長に欠かせない存在です。

なぜなら、自社の製品・サービスを創り、

顧客に対しそれらの良さをわかりやすく

伝え売り込むのは、あくまでも

彼らだからです❊^-^❊

商品と流通の経営学

ヒトの重要性

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iconfinder.com/icons/363311/ascendant12_ascendent_change_market_statistics_icon&psig=AOvVaw0sehut3EXrqC_N3TrHDXjm&ust=1589869252371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6htXivOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.iconfinder.com/icons/363311/ascendant12_ascendent_change_market_statistics_icon&psig=AOvVaw0sehut3EXrqC_N3TrHDXjm&ust=1589869252371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6htXivOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://online.seu.edu/articles/essential-types-of-leadership-styles/&psig=AOvVaw2WNMIB2osl4Gb2LwA4WkdP&ust=1589878066581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig3r6DvekCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-ixacx&psig=AOvVaw2WNMIB2osl4Gb2LwA4WkdP&ust=1589878066581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig3r6DvekCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-ixacx&psig=AOvVaw2WNMIB2osl4Gb2LwA4WkdP&ust=1589878066581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJig3r6DvekCFQAAAAAdAAAAABAo
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自社の本社ビルと店舗の雰囲気、工場など

の清潔感は、顧客をはじめ、社員、大学生、

ビジネス・パートナー、地域住民などに

ポジティブな影響を与えることができる。

❊^-^❊

商品と流通の経営学

モノの重要性

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://khabarplanet.com/2019/07/01/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-%E3%83%93%E3%83%AB-%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/&psig=AOvVaw138Wybu1jzJzoBdOQ3vyYU&ust=1589878975921000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND16IyHvekCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://khabarplanet.com/2019/07/01/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-%E3%83%93%E3%83%AB-%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/&psig=AOvVaw138Wybu1jzJzoBdOQ3vyYU&ust=1589878975921000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND16IyHvekCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://illustcut.com/?p%3D5133&psig=AOvVaw1Z0o5yzeEPO6E-uHOspT5k&ust=1589879843833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCGgJGKvekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://illustcut.com/?p%3D5133&psig=AOvVaw1Z0o5yzeEPO6E-uHOspT5k&ust=1589879843833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCGgJGKvekCFQAAAAAdAAAAABAI
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自社の豊富な資金力は、顧客・消費者に

良質な製品・サービスを生み出し続ける

ことを可能にする大きな原動力です。

❊^-^❊

商品と流通の経営学

カネの重要性

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.lapis-corp.com/column/2016/12/003132.html&psig=AOvVaw33096-krIPe7DJjm_6zqqi&ust=1589880404206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCf6pmMvekCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.lapis-corp.com/column/2016/12/003132.html&psig=AOvVaw33096-krIPe7DJjm_6zqqi&ust=1589880404206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCf6pmMvekCFQAAAAAdAAAAABAY
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自社を取り巻く外部環境に関する情報

(業界・顧客・市場の情報)は、自社の

持続的な成長を促す大きな原動力です。

❊^-^❊

商品と流通の経営学

情報の重要性

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://africanagribizalliance.com/index.php/services/market-information/&psig=AOvVaw3A1k4XOStPjdbynQcAYDQO&ust=1589881371781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDshfmPvekCFQAAAAAdAAAAABAD
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企業が有する工場の倉庫においてある

モノ、まだ店舗の陳列棚に並べていない

モノを製品であるといえます。

❊^-^❊

商品と流通の経営学

製品とは

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://publicdomainq.net/warehouse-forklift-0036683/&psig=AOvVaw0oX6oTFbb20wshW4O8jAY8&ust=1589882309599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCN2aSTvekCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://publicdomainq.net/warehouse-forklift-0036683/&psig=AOvVaw0oX6oTFbb20wshW4O8jAY8&ust=1589882309599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCN2aSTvekCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://warehouse-images.com/01-working/040-free-illustration.html&psig=AOvVaw0oX6oTFbb20wshW4O8jAY8&ust=1589882309599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCN2aSTvekCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://warehouse-images.com/01-working/040-free-illustration.html&psig=AOvVaw0oX6oTFbb20wshW4O8jAY8&ust=1589882309599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCN2aSTvekCFQAAAAAdAAAAABAh


17
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

売ることや買うことを目的に、市場

(スーパーマーケット・ドラッグストア・

コンビニエンスストア・ネット通販など)

で提供されているモノが商品です。

❊^-^❊

商品と流通の経営学

商品とは

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_48.html&psig=AOvVaw1ws_Xz3wiWHioLAiNW2PX3&ust=1589883147266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjcyLiWvekCFQAAAAAdAAAAABAi
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_48.html&psig=AOvVaw1ws_Xz3wiWHioLAiNW2PX3&ust=1589883147266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjcyLiWvekCFQAAAAAdAAAAABAi
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://japaclip.com/convenience-store/&psig=AOvVaw3_I0Y_qjVRAKdnnbPe6iBd&ust=1589883238722000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDk_uGWvekCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://japaclip.com/convenience-store/&psig=AOvVaw3_I0Y_qjVRAKdnnbPe6iBd&ust=1589883238722000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDk_uGWvekCFQAAAAAdAAAAABAX
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顧客・消費者の頭の中に、〇〇といえば

すぐ思い浮かべる名前で、彼らの心の中に

明確に認識されている企業・商品に関する

情報です。

❊^-^❊

商品と流通の経営学

ブランドとは

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.webdesigndev.com/brand-illustration/&psig=AOvVaw19EijgGtitUFjIZxa0ssnp&ust=1589884115324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi064KavekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.webdesigndev.com/brand-illustration/&psig=AOvVaw19EijgGtitUFjIZxa0ssnp&ust=1589884115324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi064KavekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/think-beyond-how-every-business-can-become-a-brand/articleshow/66343091.cms&psig=AOvVaw19EijgGtitUFjIZxa0ssnp&ust=1589884115324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi064KavekCFQAAAAAdAAAAABBf
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/think-beyond-how-every-business-can-become-a-brand/articleshow/66343091.cms&psig=AOvVaw19EijgGtitUFjIZxa0ssnp&ust=1589884115324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi064KavekCFQAAAAAdAAAAABBf
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顧客・消費者と価値の定義

企業の目的

商品と流通の経営学
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本日の贈る言葉➁

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

「努力は必ず報われる。もし報われない

努力があるのなら、それはまだ努力と

呼べない。」

By 王貞治

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://person-illustration.com/01-free/068-man-image.html&psig=AOvVaw0jkfGn9HMgaHVfrA5mXLQu&ust=1590040023015000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCoheKfwukCFQAAAAAdAAAAABAl
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重要なキーワード➀

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

消費者Consumer

不確定見込み顧客

消費者とは、企業から提供される商品と

サービスを購入し消費する者を指す。
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重要なキーワード➁

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

Customer

顧客とは、企業から見ると、すでに

自社の商品やサービスを1回以上

買ったり利用したりしてくれた人を指す。



顧客は価値を決める!

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
23

企業が提供する商品・サービスに

価値があるかどうかを決める

最終判断を行うのは、

あくまでも顧客(消費者)である。

商品と流通の経営学



ここでいう価値とは

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
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商品と流通の経営学

Value is What you want

Customer & Consumer

価値とは、顧客・消費者が必要とするモノである。



ここでいう価値とは

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
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商品と流通の経営学

iPhone7

10万円

店舗の前、中央通り沿い

の歩道には新型iPhoneを
求めるユーザーが長蛇の列!

売る人も、買う人も喜ぶ^^

喜んでお金を払う

新型iPhoneゲット^^

出所：http://businesmethod.blog.jp/archives/1019592277.html(2020年5月20日確認)。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBocykvJPMAhXCEpQKHaYhAEEQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/provaglio/value-55188209&bvm=bv.119745492,d.dGY&psig=AFQjCNEYsEf_sVFZKpqs0GOGST9SIZFjIg&ust=1460906692364185
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiktvy7JfMAhXhFqYKHaIrAh4QjRwIBw&url=http://itechdunya.blogspot.com/2015/08/iphone-7-concept-images-pics-and.html&psig=AFQjCNEDFDPqJeydVXP5qJoIL9S4WjsX-w&ust=1461057234935260
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNpOne75fMAhUi6KYKHfLkAD8QjRwIBw&url=http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/483/818/html/iphone4sdb-11.jpg.html&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNGIXqk-cpDIz_856JYXy_8Vj_ObFQ&ust=1461058001729733
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20111014/1038305/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA4YCy9ZfMAhUGrKYKHRzOCf0QjRwIBw&url=http://yoneshio.blog16.fc2.com/blog-entry-3178.html&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNGb6dpcx5OkDhv_oUZ_YJA8iZuPQw&ust=1461059342727273
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0p31-5fMAhVDVZQKHcFLCP4QjRwIBw&url=http://appsomm.jp/feature/2013/09/20/74733/&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNGkjfIOfICX0hoYEHth-rUr0-PkMA&ust=1461060781202356
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzqWugZjMAhUGo5QKHe3XCN4QjRwIBw&url=http://businesmethod.blog.jp/archives/1019592277.html&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNFQaNkuc0DmcllaedziJd6dR4T4Jw&ust=1461062142757825
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企業の目的

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

"The purpose of the business is to create customers" 

企業の目的＝顧客の創造

企業(組織)＝機能する機関

マネジメント
その企業(組織)に成果を上げさせるもの

基本的な機能1

マーケティング

基本的な機能2

イノベーション

顧客の要求からスタートする 新しい満足を生み出す

出所：ドラッカー著、現代経営研究会訳(1965)、49-53頁をもとに徐誠敏作成。

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

恋愛とマーケティングに

おける三角関係

商品と流通の経営学
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本日の贈る言葉➂

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

時間は最も乏しい資源であり、

それが管理できなければ、

他の何事も管理することはできない。

By ピーター・ドラッカー

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://gahag.net/004239-wall-clock/&psig=AOvVaw22KTIpDxMvWDtr0TNlgOzx&ust=1590387473231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDBjpbty-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://human-illustration.com/04-emotion-picture/00337-free-silhouette.html&psig=AOvVaw22KTIpDxMvWDtr0TNlgOzx&ust=1590387473231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDBjpbty-kCFQAAAAAdAAAAABA8
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恋愛の三角関係

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.photo-ac.com/main/search?q%3D%E4%BA%8C%E8%82%A1%26srt%3Ddlrank&psig=AOvVaw26J7Qsiz3PN5qrWg6sjr0e&ust=1590387707498000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCB3YXuy-kCFQAAAAAdAAAAABBW
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恋愛の三角関係で勝つ方法

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

自分が好きな相手が求めているものを、

同じ相手のことが好きなライバルより、

周りの人々または様々な情報環境から

好きな相手が必要としているものを、

事前に調べ的確に把握して提供して

くれると、相手の感動の度合いは

さらに高まるかもしれません🌠 ^-^🌠
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マーケティングにおける三角関係

警戒対象(ライバル)

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

武井咲ちゃんが本当に
望んでいるものとは

企業

顧客

競合

他社

顧客が本当に望んで
いるものを満たす

誰に、何を、どのように

提供することで、顧客が

本当に望んでいるものを

満たすのか

商品と流通の経営学

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%AB%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLuX_rKg58YCFcbGpgodq8AK7g&url=http://www.poipoi.com/yakko/cgi-bin/sb/log/eid2088.html&ei=wJ-rVbu3IMaNmwWrgavwDg&bvm=bv.98197061,d.dGY&psig=AFQjCNGfHEPaVjDEGOZQ43MdXK5Uc8XB_w&ust=1437397125510079
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戦略的三角関係(3C)

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

出所：http://blog.livedoor.jp/onemillionlike/archives/1020406299.html (2020年5月25日確認)。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHm7_7i9LMAhWGOJQKHd_mAzUQjRwIBw&url=http://blog.livedoor.jp/onemillionlike/archives/1020406299.html&psig=AFQjCNFaTsUSvPBefXFt3TrGokYe-yEjYA&ust=1463056999558480
http://blog.livedoor.jp/onemillionlike/archives/1020406299.html
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

マーケティングというのは、聴診器のように、
日々変わり続ける顧客・消費者のニーズの変化を

見つけ出しそれらを満たすように図る
戦略的仕組みであると言えます☆彡^-^☆彡

聴診器のような
マーケティングの役割

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKi2hIiDlskCFYLCjgodgiYP2g&url=http://contentmarketinginstitute.com/2012/11/health-care-content-marketing-lags-two-years-behind/&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNENdlZ0O4dRIO5OK1bq8u4h_HFA2Q&ust=1447800341005576
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKi2hIiDlskCFYLCjgodgiYP2g&url=http://contentmarketinginstitute.com/2012/11/health-care-content-marketing-lags-two-years-behind/&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNENdlZ0O4dRIO5OK1bq8u4h_HFA2Q&ust=1447800341005576


ニーズ(Needs)とは

34

ニーズ ウォンツ

何らかの欠乏・不足を

感じている状態

『喉が渇いた』

ニーズが具体的な形に

なった状態

『コーラが飲みたい』

具体化

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqt_ZfC58YCFUZipgodjoIAfA&url=http://tikuo.seesaa.net/article/371052501.html&ei=LsOrVfreKsbEmQWOhYLgBw&psig=AFQjCNFtk5BXWzjVVhmU0cuVx36jTG1hRA&ust=1437406208772678
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOX2_-jE58YCFQOUpgodlSkIVQ&url=http://store.shopping.yahoo.co.jp/cokestore/709169.html&ei=8cWrVaW6HYOomgWV06CoBQ&psig=AFQjCNEAyHTBxxfBRr3rPjWeWM0QZjdQrA&ust=1437407078827311


買い手と売り手との価値の交換

35
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

買い手 売り手

ニーズ 製品

喉が渇いた!

コーラが

飲みたい!

価
値
の
交
換

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cocacola.co.jp/press-center/cocacola-500mlpet&ei=8a1FVfTMF8XZmgWP64DgAw&bvm=bv.92291466,d.dGY&psig=AFQjCNG7BBA2EghPfio-82ezTVdVXR-G1Q&ust=1430716260260868
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティングとは何か

商品と流通の経営学
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一般的にマーケティングといえば

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

テレビCM
商品と流通の経営学

http://gigazine.jp/img/2010/03/08/ipad_cm_movie/ipad_09.jpg
http://gigazine.jp/img/2010/03/08/ipad_cm_movie/ipad_13.jpg
http://gigazine.jp/img/2010/03/08/ipad_cm_movie/ipad_17.jpg
http://gigazine.jp/img/2010/03/08/ipad_cm_movie/ipad_18.jpg
http://www.apple.com/ipad/gallery/
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

雑誌広告
商品と流通の経営学

http://yaplog.jp/momo-kimock/image/3780/5990
http://american-ad.com/SHOP/3271/list.html
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ユニークな屋外広告

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzgwNjA4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTA3LmpwZw==
http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzgwNjA4QGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTA3LmpwZw==
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ユニークな屋外広告

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

http://flickr.com/photos/rufian/1085653986/
http://gigazine.jp/img/2010/08/24/outdoor_ads/frozencoke01.jpg


接客

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
42

商品と流通の経営学

http://profile.ameba.jp/hashimoto-biz/
http://defjapan.net/hataraiku/img/gazou1.jpg
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://area-baito.weban.jp/contents/baito_tobira/070827.html&ei=UxchVYzmMuPwmAXQ6oHQDw&psig=AFQjCNHlOWokH0pnD1eaMhJSxkKryCjTHw&ust=1428313208355545
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

バイラル・マーケティング(Viral Marketing)

とは、口コミを利用し、低コストで顧客の

獲得を図るマーケティング手法である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
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マーケティングとは何か

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

「こういうのが欲しかった」を連発させるのが

マーケティングの本質である。

「マーケティングとは、誰に、何を、

どのように提供(伝達)することで、

顧客が抱える問題(悩み)を

解決するための企業の活動である。」

商品と流通の経営学

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWXk_y758YCFYGQlAod6O0IAw&url=http://ameblo.jp/studiocube/entry-11499825707.html&ei=qbyrVeWeLIGh0gTo26MY&psig=AFQjCNGMphudCJiPJzZ-ums8RfMiuc6aqQ&ust=1437404456108239
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YTCLU6wIkaTWzM&tbnid=Hhci8GD0vGThdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://frontvision-consulting.com/contents/colum01.html&ei=qBVYUsTHLsSjkQX9iYAg&psig=AFQjCNEpJihk97mHMj6Lwv9-M5Ryr0rhjg&ust=1381590589625768
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

「誰に」、「何を」、

「どのように」の概念

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

本日の贈る言葉➃

商品と流通の経営学

努力は人を裏切らない

経験ほど価値のある財産はない
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マーケティングとは何か

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

「こういうのが欲しかった」を連発させるのが

マーケティングの本質である。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWXk_y758YCFYGQlAod6O0IAw&url=http://ameblo.jp/studiocube/entry-11499825707.html&ei=qbyrVeWeLIGh0gTo26MY&psig=AFQjCNGMphudCJiPJzZ-ums8RfMiuc6aqQ&ust=1437404456108239
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マーケティングとは何か

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

「マーケティングとは、誰に、何を、

どのように提供(伝達)することで、

顧客が抱える問題(悩み)を

解決するための企業の活動である。」
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①誰に＝ターゲットは誰? 

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://illustrain.com/?p%3D17571&psig=AOvVaw3slQjtt2cJEYPda428QaGH&ust=1591332766569000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiptdWu5-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://ure.pia.co.jp/articles/-/287353&psig=AOvVaw0IFr13Q2lTSz_bT37O9umB&ust=1591332880895000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiWuo2v5-kCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.sozailab.jp/sozai/detail/337/&psig=AOvVaw34E7uk9_SvbheyYfuPgccJ&ust=1591333008617000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODwiNOv5-kCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_769.html&psig=AOvVaw2VNYqKOtkiDf6xcdfeILu_&ust=1591333923544000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCu6Pyy5-kCFQAAAAAdAAAAABAo


「Who(誰に)」にこだわり抜く大切さ

ターゲット顧客がどのような人なのかを

詳しく理解することがきわめて重要!

52
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

↓

「ターゲット顧客はどのような人なのか」

「その人はどういう生活をしているか」

「何に困っているか」

という徹底的な議論を重ねていくべき❣

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wC5pYuGuG8hSKM&tbnid=20_XHsNZESDfKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jp.freepik.com/free-vector/a-nice-arrow-on-a-target_331860.htm&ei=bNNYUtmzNdGVkgWQ7oHQBg&bvm=bv.53899372,d.dGI&psig=AFQjCNFEWe7a6EY6ZK4c1cuBQYwNeFXKSQ&ust=1381639379192201
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②何を＝訴求ポイント

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

低価格

高価格

デザイン

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/illustrations/price&psig=AOvVaw04TgQNsuoOdpX0gCHvlLe3&ust=1591335424410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLCy78i45-kCFQAAAAAdAAAAABCVAQ
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③どのように＝表現方法

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://be-copywriter.com/tkj-2020/&psig=AOvVaw0YMYLzJ5FQllVQD2UpV8FZ&ust=1591337222220000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICCwKvA5-kCFQAAAAAdAAAAABAK
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMy5yq3Kl8kCFdcIjgodj8wDkg&url=http://radio.remar.co.jp/&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNFkoJ_vSHXNOo8qUm11C9V00jfxrw&ust=1447853642617747
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://gaiax-socialmedialab.jp/post-49563/&psig=AOvVaw0TGOlosPxrycNHMksl5ZE1&ust=1591337995332000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjhk5LC5-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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③どのように＝表現方法

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

デジタル時代において、現代企業は、

SNS広告活動を戦略的に行うことで、

費用対効果を一層高めることができる!

ここでいう費用対効果とは、

インターネット広告などに投資した資金に

対して得られる利益(＝成果)の割合を指す。
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③どのように＝提供方法

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5KmmiJHMAhWCE5QKHVEtBBoQjRwIBw&url=http://kaigainohannoublog.blog55.fc2.com/blog-entry-1705.html&psig=AFQjCNGtYcqwWaWnCDc_bmpIrjbrpoa4Hg&ust=1460824174843993
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52LL-iJHMAhUJEpQKHROsBOUQjRwIBw&url=http://www.cam.hi-ho.ne.jp/hanakoneko/work/illust/manseidenki.html&bvm=bv.119745492,d.dGY&psig=AFQjCNEqGySbDPhY7nupi26CFUXxBbWJmQ&ust=1460824352021072
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY6_vki5HMAhUKnJQKHXtBBKsQjRwIBw&url=http://www.rateyourride.biz/buss/drug-store/&bvm=bv.119745492,d.dGY&psig=AFQjCNF8UDCGnAGwec3uUmYatSw2RDuhMA&ust=1460825042218496
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_8.html&psig=AOvVaw0UJsCcpunorSqM-tGLo9Q1&ust=1591342811242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJie143U5-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://publicdomainq.net/online-shopping-smartphone-0034822/&psig=AOvVaw1uX7BjWIfTfdgHVCzsPGf7&ust=1591342767395000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi2tvbT5-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

企業内で、「誰に」「何を」

「どのように」という明快な

共通言語・共通認識を

つくることが最も重要!
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

「誰に」「何を」「どのような広告」を通して

表現し、「どのような流通チャネル」を通して

提供することで、顧客の問題を解決したのか

既存の成功事例

商品と流通の経営学

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinuKbz6uPMAhXFoJQKHWHlCIUQjRwIBw&url=https://shop.gopro.com/hero4/hero4-black/CHDHX-401.html&bvm=bv.122448493,bs.2,d.dGY&psig=AFQjCNGoCubVluu8VyNeWOGiXQEw-B_uwQ&ust=1463668128448677
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio2u-76-PMAhXBlZQKHWqaDMIQjRwIBw&url=http://pickles.tv/news/ikaga_20150401/&bvm=bv.122448493,bs.2,d.dGY&psig=AFQjCNFSSd1erVEe1DbYRrH5i-KKgOv6xg&ust=1463668277144659
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

本日の贈る言葉➄

商品と流通の経営学

努力は人を裏切らない

経験ほど価値のある財産はない
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

本日の贈る言葉➅

商品と流通の経営学

過去と相手は変えられない

未来と自分は変えられる

By エリック・バーン
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

本日の贈る言葉➆

商品と流通の経営学

天才とは、1％のひらめきと

99％の努力である

By トーマス・エジソン
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人々に驚きと感動を与える“すごいね“を

連発させる『イノベーション』とは何か

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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まとめ②

本日の贈る言葉➇

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIGE67GXzcgCFQMkjgodIbAFSw&url=http://glyphwiki.org/wiki/u5410&bvm=bv.105454873,d.c2E&psig=AFQjCNET1734lj9NcTI4KT5p2Y29qIBVrw&ust=1445297610157173
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCYy9yXzcgCFQ1wjgodInENBg&url=http://ameblo.jp/katu-a/entry-11769880609.html&bvm=bv.105454873,d.c2E&psig=AFQjCNEuqWLy3Eqq4nK4scM-ddWUaJ_UVA&ust=1445297689447254


名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

Innovation
1903(明治36)年12月17日、米国のライト兄弟が飛行機の

有人動力飛行に世界で初めて成功した。

飛んだ時間は12秒間、距離は36メートル余り。

ライト兄弟は世界を変えた発明家である。

その大きな原動力となったのは、

たゆまぬ努力とチャレンジ精神である。

人々に驚きと感動を与える革新的な製品・サービスを

具体的な形として提供することで、

“すごい”と連発させると同時に、“ほしい”と感じさせる

ものが、イノベーションである

AIスピーカー

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjauKzJuuXiAhW5LqYKHSroBKIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.jiji.com/jc/d4?p%3Dtex100-jpp07497670%26d%3Dd4_hh%26psig%3DAOvVaw2DZNNUvi_OeoW2LE9BvA32%26ust%3D1560480721375791&psig=AOvVaw2DZNNUvi_OeoW2LE9BvA32&ust=1560480721375791
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD_a3UuuXiAhVxGaYKHV0fAlUQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3D/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://this.kiji.is/447171812079109217%26psig%3DAOvVaw2DZNNUvi_OeoW2LE9BvA32%26ust%3D1560480721375791%26psig%3DAOvVaw2DZNNUvi_OeoW2LE9BvA32%26ust%3D1560480721375791&psig=AOvVaw2DZNNUvi_OeoW2LE9BvA32&ust=1560480721375791
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih3N3-vOXiAhUcK6YKHWCZC7sQjRx6BAgBEAU&url=https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a%3D20171217-00000002-storyfulp-soci.view-000&psig=AOvVaw2DZNNUvi_OeoW2LE9BvA32&ust=1560480721375791
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2teLSv-XiAhXryosBHV7tBYwQjRx6BAgBEAU&url=https://kyudae.com/blog3/&psig=AOvVaw1ZlVuxkz2NmKk7XHUQ_5K0&ust=1560482034979673
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiix9eSwOXiAhWQvZQKHc1rDGAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://mindoneusa.com/%26psig%3DAOvVaw1ZlVuxkz2NmKk7XHUQ_5K0%26ust%3D1560482034979673&psig=AOvVaw1ZlVuxkz2NmKk7XHUQ_5K0&ust=1560482034979673
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-t7LBwOXiAhVPE6YKHVGJBq8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://hackernoon.com/13-major-challenges-faced-while-building-a-community-experts-roundup-e3a59aa28fbf%26psig%3DAOvVaw1ZlVuxkz2NmKk7XHUQ_5K0%26ust%3D1560482034979673&psig=AOvVaw1ZlVuxkz2NmKk7XHUQ_5K0&ust=1560482034979673
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPyuaw5KrUAhUFMo8KHTiOBd8QjRwIBw&url=http://www.gentosha.jp/articles/-/7427&psig=AFQjCNFz1RC9nVEeqr6iiTDVOIU583oAmQ&ust=1496892239969000
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6o_rkKvUAhXryFQKHab_CmkQjRwIBw&url=http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48817&psig=AFQjCNGIE7GTQwZjYKHzTt36i-tIY00_WA&ust=1496892690816051
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Ⅰ イノベーションとは

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学



イノベーション理論の創始者

66
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター

(Joseph Alois Schumpeter)

オーストリアの経済学者

1883年2月8日 - 1950年1月8日。

商品と流通の経営学



シュンペーターのよる
イノベーションの定義

67
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

イノベーションとは、「新しいものを

生産する、あるいは既存のものを

新しい方法で生産すること」を指す。

商品と流通の経営学



シュンペーターのよる
イノベーションの定義

Innovation

68
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

イノベーションとは、

新しいものを生産する、あるいは既存

のものを新しい方法で生産すること

人々に驚きと感動を与えると同時に、我々の

日常生活に大きな変化をもたらすものである。

意識改革は、心のイノベーションから始まる。
出所：https://visualthinking.jp/06をもとに徐誠敏が加筆。

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHnpfz65fUAhWLsFQKHeXZCw8QjRwIBw&url=http://www.visualthinking.jp/archives/145&psig=AFQjCNHdhU7uUs1BnEJ8oK7S3twKZ0WpTQ&ust=1496235586290354


心理学の視点から見る
イノベーションの定義

69
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

カール・ロジャーズ(Carl Ransom Rogers)

アメリカ合衆国の臨床心理学者

1902年1月8日 - 1987年2月4日

「イノベーションとは、

新しいと知覚された

アイデアやモノである」

商品と流通の経営学

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bpTZjMNMKAldXM&tbnid=Rw62IQc6FpDhhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kb6400.blog38.fc2.com/blog-category-19.html&ei=IqfvU7W2DtO68gXi-oKAAg&psig=AFQjCNECpk1jcpodDiEfhVxyydb2seislw&ust=1408300798828591
http://ameblo.jp/tanoshikute-tamaranai/image-12010170626-13266159368.html


シュンペーターのよる
イノベーションの定義

Innovation

70
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

イノベーションとは、

新しいものを生産する、あるいは既存

のものを新しい方法で生産すること

人々に驚きと感動を与えると同時に、我々の日常生活に

大きな変化をもたらすものである

意識改革は

心のイノベーション

企業は人間のように成長・進化していく生き物である

ただし、工夫次第で企業の命が永遠に続く場合もあるし

短命に終わってしまう場合もある。短命に終わらないよ

う、企業は自社の製品・サービスの最終購買決定権を

持つ顧客を創造(獲得)し、維持し、増やしていかなけ

ればならない。これこそが企業の究極の目的である。

この目的を実現するために欠かせない企業の基本的な

機能の1つが、人々に驚きと感動を与える

「イノベーション」である。

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHnpfz65fUAhWLsFQKHeXZCw8QjRwIBw&url=http://www.visualthinking.jp/archives/145&psig=AFQjCNHdhU7uUs1BnEJ8oK7S3twKZ0WpTQ&ust=1496235586290354
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

既存のイノベーションの

成功事例

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

既存のイノベーションの成功事例

シャープの蚊取り空気清浄機

商品と流通の経営学



イノベーションの例：5つの新結合

Innovation

73
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

夏になると○○が増えちゃうから困る!

薬剤を使わないため、お子様やペット
のいる家庭にもおすすめ^^

蚊の習性を利用して近づいた蚊を、

空気清浄機の風で吸い込んで蚊取り

シートの粘着面で捕獲する。

交換の目安は、ランプの点滅で

お知らせする。

使用後の蚊取りシートは、

2つに折り畳んで捨てられる。

まだ消費者に知られていない

創造的活動による新製品開発

Product Innovation

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

羅針盤はイノベーションなのか?

商品と流通の経営学

http://sakurajadehouse.com/wp-content/uploads/2014/01/ok...羅針盤.jpg
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

羅針盤はイノベーションである

羅針盤がイノベーションであることは、羅針盤が針や方位磁石

というインベンションと、方位に関する知識などが結合され、

船乗りのために提供されたものであるからである。

商品と流通の経営学

http://semi-mechanized-unit.air-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/06/15/090617soya05.jpg
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nohtaVROYuDETM&tbnid=JWli6VqAV3JLcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/j01/cont.html&ei=G7nvU43AKtfe8AXB_oHQBg&psig=AFQjCNGBqvbBGrdyYIn1MabGmihYYk8Wlw&ust=1408305787221713
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nohtaVROYuDETM&tbnid=JWli6VqAV3JLcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/j01/cont.html&ei=G7nvU43AKtfe8AXB_oHQBg&psig=AFQjCNGBqvbBGrdyYIn1MabGmihYYk8Wlw&ust=1408305787221713
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

創造的破壊とは、シュンペーターによって提唱

された経済学用語の一つであり、経済発展という

のは新たな効率的な方法が生み出されれば、それ

と同時に古い非効率的な方法は駆逐(くちく)され

ていくという、その一連の新陳代謝を指す。

商品と流通の経営学

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fnbQ2_uTsSnlFM&tbnid=DCAmZRgv9k7FJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://creative-deconstruction.jp/blog/archives/365&ei=F6b0U4adGtjq8AXP3oC4Cg&bvm=bv.73231344,d.dGc&psig=AFQjCNE6WIR41pXVD44rN7Kur27f7yyABQ&ust=1408628510004170
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

AppleのiPodは

イノベーションなのか?

商品と流通の経営学
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AppleのiPodはイノベーションである

東芝製の小型ハードディスク

東芝製の小型ハードディスクというインベンションを採用して、

Appleは顧客のために、たくさんの音楽を収録できる小型MP3

プレイヤーという新しい製品カテゴリーを創造したから、

「カテゴリー・イノベーション」でもあるといえる。

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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AppleのiTunesは

イノベーションである

同社のイノベーションは、新しい機器を創り出したことではなく、

「iTunes」という音楽そのものを流通させるプラットフォーム

を構築し、全く新しいビジネスモデルを実現させたことだ。

商品と流通の経営学
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カテゴリーイノベーションとは

既存カテゴリーの魅力を失わせる

新カテゴリーを創出し、

それを代表するブランドになることである。

他の市場とは明確に違う差別化ポイントのある

市場を創造することである。

商品と流通の経営学
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カテゴリーイノベーションの事例
銀塩カメラ

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

デジタルカメラ

固定電話

携帯電話

商品と流通の経営学
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カテゴリーイノベーションの事例

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学
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史上最小、最軽量の「GoPro」
ウェアラブルカメラ・カムコーダ
より小さく、軽く、さらに強力

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学



小型無人機“ドローン”

84
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

「空の産業革命」とまで言われる小型無人機“ドローン”

空撮をはじめ、測量、物流、警備など様々な用途が期待され

商品と流通の経営学



企業の目的の実現のための
バランス戦略
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マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

持続的成長
の実現

新しい市場を

生み出す力

市場づくり
競争力

新しいものを

生み出す力

ものづくり
競争力

商品と流通の経営学
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企業がイノベーションを

生み出すうえで重要なのは

商品と流通の経営学



Innovation
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企業がイノベーションを

生み出すうえで重要なのは

ユーザーに

とって価値の

あるものは何か

技術を用いて

可能にする

のは何か

市場で実行

可能なのは

何か

http://www.effectiveui.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/innovation.png
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新しければ、変化すれば、

イノベーションというわけではない。

イノベーションは、製品が

市場で受け入れられてはじめて実現する。

商品と流通の経営学
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あくまでも経済的な成果を目指し、

それが市場で実現されたものが、

イノベーションである。

商品と流通の経営学
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したがって、イノベーションとして

成立するかどうか、その成否を

判定するのは市場(顧客)である。

商品と流通の経営学
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Owari

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

商品と流通の経営学


