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消費者商品論 
徐 誠敏 

「消費者商品論」 
これまでのまとめ 
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Innovation 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

本授業の小テストの問題に対する 
回答案の提出における注意事項 

回答案は、締切(13回目の授業終了時間⇒経営学部・ 

経済学部：8月5日(水)午後2時50分)までに、 

私の大学メールアドレスに必ず送ってください。 

(s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp) 

上記の13回目の授業終了時間内に送らないと 

その時点で不合格となるので、 

くれぐれもご注意ください。 

mailto:s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp
mailto:s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp
mailto:s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp
mailto:s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp
mailto:s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp
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Innovation 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

ワードで作成する回答案の最初のページの一番上には、

科目名・学籍番号・氏名を必ず記入してから 

回答案を作成して下さい。回答案の文字数の制限は 

ありませんが、これまでYou Tubeにアップした動画の

内容を明確に理解し、そこで取り上げた事例などを 

上手く引用しながら、皆さんの考え・解釈やそれぞれの

事例と関連性のある他の事例をネットや新聞・本などで

調べて具体的かつわかりやすく記入してください。 

本授業の小テストの問題に対する 
回答案の提出における注意事項 



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」 

消費者商品論 

 
共に成長しよう 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=dlfn85&logNo=110126521943&parentCategoryNo=33&viewDate=&currentPage=1&listtype=0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ouxp62hye_bZgM&tbnid=xQymzAR8n775AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sarubobo.stepserver.jp/newpage32.htm&ei=6WKtUtfDIMaWkgW5jYDgBQ&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303
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名古屋経済大学経営学部  徐 誠敏 & 李 美善 

Beyond Yourself 

Beyond Yourself ! 

自分の限界を超えろ ! 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOzoKv6ILMAhUHPxQKHVOxA8oQjRwIBw&url=http://azukichi.net/heart03.html&bvm=bv.119028448,d.d24&psig=AFQjCNFxEWtc7G5sNchGgo01fviygjR_-g&ust=1460333811943919
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る3つの目 
 

鳥の目、虫の目、魚の目 
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本日のキーワード 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る3つの目 

❶鳥の目：全体を見渡す力 

❷虫の目：詳細をきちんと見る力 

❸魚の目：流れ・消費トレンドを 

把握する力 
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消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者は常に消費しながら学習する! 

そのため、企業は消費者とともに価値を 

創らないといけない＝共創価値づくり 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHNw_eAj8gCFUGtpgodObsGxg&url=http://ec-cube.ec-orange.jp/about/omnichannel/&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNFBFiVPHNchnoJEeRYgRO2G0PiBtQ&ust=1443161296758316
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る鳥の目 

市場全体(マクロ)を俯瞰し、 

現状とこれから起こりつつある 

変化を的確に把握し判断する目 

マクロ環境分析(PEST分析)  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://pixabay.com/ja/vectors/%E9%B7%B9-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB-24009/&psig=AOvVaw3kcMvBE-16RxDuvAx8mkHh&ust=1589349414665000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiI4Y7SrekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://pixabay.com/ja/vectors/%E9%B7%B9-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB-24009/&psig=AOvVaw3kcMvBE-16RxDuvAx8mkHh&ust=1589349414665000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiI4Y7SrekCFQAAAAAdAAAAABAD
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

マクロ環境分析(PEST分析)  

   出所：https://www.brand-mgr.org/knowledge/word (2020年5月12日確認)。 

出所：https://colleagues.co.jp/sales-lab/pest_analysis/ 
   (2020年5月12日確認)。 

https://www.brand-mgr.org/knowledge/word
https://www.brand-mgr.org/knowledge/word
https://www.brand-mgr.org/knowledge/word
https://www.brand-mgr.org/knowledge/word
https://www.brand-mgr.org/knowledge/word
https://colleagues.co.jp/sales-lab/pest_analysis/
https://colleagues.co.jp/sales-lab/pest_analysis/
https://colleagues.co.jp/sales-lab/pest_analysis/
https://colleagues.co.jp/sales-lab/pest_analysis/
https://colleagues.co.jp/sales-lab/pest_analysis/
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る虫の目 

自社の強みと弱みを分析すると同時に、 

競合他社の強みと弱みをも分析できる目 

様々な視点から、消費者の行動パターンや 

消費心理を深く観察できる目 

ミクロ環境分析(3C分析) 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://chicodeza.com/freeitems/konntyuu-illust.html&psig=AOvVaw2mI9rABwaVNzBtLvE6G9_l&ust=1589357403599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCN9PDvrekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://chicodeza.com/freeitems/konntyuu-illust.html&psig=AOvVaw2mI9rABwaVNzBtLvE6G9_l&ust=1589357403599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCN9PDvrekCFQAAAAAdAAAAABAD
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る虫の目 

3C分析とは、顧客ニーズの変化をはじめ 

競合他社の強みと弱み・動向、自社の商品の

強み・弱みなどを分析することで、市場の 

課題や成功要因・要素を見つけ出し、 

マーケティングに活かすための 

フレームワークのことを指す。 

ミクロ環境分析(3C分析) 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る虫の目 

物を購入し利用する消費者に 

寄り添って様々な視点から、 

消費者の行動パターンや心理を 

深く観察する目 

ミクロ環境分析(3C分析) 

  

3C分析とは、市場の顧客ニーズの変化

競合の動向、自社と自社の商品の 

強み・弱みなどを分析することで、 

市場の課題や成功要因・要素を 

見つけ出し、マーケティングに活かす

ためのフレームワークのことを指す。 

  

Ohmae(1982)が提唱した「戦略的三角関係＝ 
戦略的3C」の視点から企業の戦略を定義すると、 

「自社(Company)の相対的な企業力を用いて、

顧客(Customer)のニーズをより満たし、 

競合他社(Competitor)との差別化を 

図るための取り組みである」 
出所：大前研一(1984)『ストラテジック・マインド：変革期の企業戦略論』プレジデント社、113頁。 

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
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-de8muLTAhVBO48KHbPPDucQjRwIBw&url=http://www.weareplatinum.net/strategy.html&psig=AFQjCNHWtZyUruVySz8nHa-U4BbqWNg00A&ust=1494398462827204
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る虫の目 市場機会を発見する3C分析 

出所：http://blog.livedoor.jp/onemillionlike/archives/1020406299.html(2020年5月12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
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る虫の目 市場機会を発見する3C分析 

出所：https://www.brand-mgr.org/knowledge/word/(2020年5月12日確認)。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る魚の目 

世の中の大きな流れやトレンドを 

捉え続けながら、それらを敏感に 

感じ取り、環境変化を把握する目 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://kohacu.com/20170511post-8995&psig=AOvVaw3HGgk8nf-85v0UTITTToEx&ust=1589357576304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDIscfwrekCFQAAAAAdAAAAABAD
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

企業側から見る魚の目 

世の中の大きな流れやトレンドを 

捉え続けながら、それらを敏感に 

感じ取り、環境変化を把握する目 

消費者行動の変化 

トレンド1 

経験価値の
重視 

トレンド2 

安心・安全志向

の更なる高まり 

トレンド3 

購入時間の
節約 

トレンド4 

人の触れ合いの 

大切さの再認識 

消費者 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

トレンド1経験価値の重視 

ネスカフェが体験型「睡眠カフェ」オープン  

コーヒー飲み分けで良質な睡眠を 

出所：https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php(2020nen 2020年5月12日確認)。 

https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php(2020nen
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php(2020nen
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php(2020nen
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php(2020nen
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php(2020nen
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

トレンド2 
健康志向の更なる高まり 

1つの商品で3つの機能性表示 

血圧、血糖値、中性脂肪が 

気になる方へ 

「トリプルヨーグルト」 

出所：https://www.syokuraku-web.com/news/33660/ (2020年5月4日確認)。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-3089.html&psig=AOvVaw0oQyu09t3Ngwhow30wJPWD&ust=1589284115798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDq6uzeq-kCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.syokuraku-web.com/news/33660/
https://www.syokuraku-web.com/news/33660/
https://www.syokuraku-web.com/news/33660/
https://www.syokuraku-web.com/news/33660/
https://www.syokuraku-web.com/news/33660/
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

トレンド3購入時間の節約 

出所：https://eco-gift.jp/feature/009  2020年5月12日確認)。 

https://eco-gift.jp/feature/009
https://eco-gift.jp/feature/009
https://eco-gift.jp/feature/009
https://eco-gift.jp/feature/009
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.pinterest.co.uk/pin/232287293268750537/&psig=AOvVaw0-1MX--d57DSMBW22EmVu9&ust=1589288767248000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC8uJbwq-kCFQAAAAAdAAAAABAW
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

トレンド4 
人の触れ合いの大切さの再認識 

出所：https://www.tokushimaru.jp/ 2020年5月12日確認)。 

買物が困難な高齢者(買い物難民・買物弱者)の生活を 

支えながら、彼らとの触れ合いを大事する 

移動販売型スーパー「とくし丸」 

https://www.tokushimaru.jp/
https://www.tokushimaru.jp/
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.tokushimaru.jp/&psig=AOvVaw2bE67g5n2EsycXwSMTGWC7&ust=1589289225227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDBjPHxq-kCFQAAAAAdAAAAABAz
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

参考・引用文献 

「オムニチャネルで成功するために押さえておくべき4つの消費トレンド」 

https://netshop.impress.co.jp/node/1486 (2020年5月11日確認)。 

「ネスカフェが体験型「睡眠カフェ」オープン コーヒー飲み分けで良質な睡眠を」 

https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php  

(2020年5月11日確認)。 

「1つの商品で3つの機能性表示『血圧、血糖値、中性脂肪』が気になる方へ トリプルヨーグルト」 

https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-3089.html (2020年5月11日確認)。 

「米国の先を行く、移動スーパー「とくし丸」の万能方程式」 

https://markezine.jp/article/detail/32931 (2020年5月11日確認)。 

大前研一(1984)『ストラテジック・マインド：変革期の企業戦略論』プレジデント社。 

https://netshop.impress.co.jp/node/1486
https://netshop.impress.co.jp/node/1486
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php
https://mag.sendenkaigi.com/senden/201905/editors-pick/015957.php
https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-3089.html
https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-3089.html
https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-3089.html
https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-3089.html
https://markezine.jp/article/detail/32931
https://markezine.jp/article/detail/32931
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消費者商品論 

ブランドの定義 ＆ 

ブランドの構成要素 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

本日の贈る言葉 

何かを始めるためには、 

しゃべるのをやめて 

行動し始めればならない! 

By ウォルトディズニー 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://peoples-free.com/02-behavior/149-person-picture.html&psig=AOvVaw1hyvdNv-UESXYwkdkBZ_MM&ust=1590213674922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiR2tvlxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://peoples-free.com/01-feelings/022-person-illust.html&psig=AOvVaw1hyvdNv-UESXYwkdkBZ_MM&ust=1590213674922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiR2tvlxukCFQAAAAAdAAAAABAj
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

皆さん、スマートフォンといえば、 

ロボット掃除機といえば、受験生応援のための

チョコレートといえば、テーマパークといえば、

オシャレなコーヒーショップといえば、 

どのようなブランドの名前を 

思い浮かべるのでしょうか。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

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。 

❊^-^❊ 

ブランドとは 

消費者商品論 

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


ブランドの語源 

27 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

自分の所有する牛を他人の牛と区別するために、牛の 

わき腹に押した独特の「焼き印(=burned、 

a branding iron)」から由来している。 

http://ameblo.jp/ex-ma11091520sukotto/image-10802785629-11052866177.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6d861l40p8Er_M&tbnid=bkKvorY3fiEI9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://judythewriter.wordpress.com/2012/04/05/writer-branding-iron-symbols-whats-yours/&ei=6e0bU_-PCYSpkwW9jYCQBA&psig=AFQjCNGP2pSmfAOOqRXw0BoevTyHznXZXg&ust=1394425551045009


近代的なブランド・マーケティングの始まり  

28 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

P&Gの創始者が石鹸を小型に成型して包装し「アイボ

リー(Ivory)」という商標をつけて売り出したのが 

近代的なブランド・マーケティングの始まりである。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lyy7g5SOlVSUdM&tbnid=mnzR0pL16AUwXM:&ved=0CAUQjRw&url=https://jp.pg.com/about/history.jsp&ei=XPEbU9iBIsXLkgX58IDACg&psig=AFQjCNEvTtCFEFli7xRpWbiJsVLB-I3FOw&ust=1394426400394329
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lyy7g5SOlVSUdM&tbnid=ZKdl0gP7M9owVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jp.pg.com/global175yrs/brand/ivory.jsp&ei=WvIbU7LmIY6ykgWW6IGYBg&psig=AFQjCNEvTtCFEFli7xRpWbiJsVLB-I3FOw&ust=1394426400394329
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T7zh_pWaJHQerM&tbnid=NwUvtmjiV4sm2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.papiercolle.net/BMFT/pages/studies/benefit/popup03.html&ei=PfEbU4HxOMepkAXZtIHAAw&psig=AFQjCNHvTk4u3em3T13C6F1boUrUDnINKA&ust=1394425959040185
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lyy7g5SOlVSUdM&tbnid=ZKdl0gP7M9owVM:&ved=0CAUQjRw&url=https://jp.pg.com/about/history.jsp&ei=XPMbU9SMCY2okQX504CIAQ&psig=AFQjCNEvTtCFEFli7xRpWbiJsVLB-I3FOw&ust=1394426400394329
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lyy7g5SOlVSUdM&tbnid=mnzR0pL16AUwXM:&ved=0CAUQjRw&url=https://jp.pg.com/about/history.jsp&ei=XPEbU9iBIsXLkgX58IDACg&psig=AFQjCNEvTtCFEFli7xRpWbiJsVLB-I3FOw&ust=1394426400394329
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lyy7g5SOlVSUdM&tbnid=ZKdl0gP7M9owVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jp.pg.com/global175yrs/brand/ivory.jsp&ei=WvIbU7LmIY6ykgWW6IGYBg&psig=AFQjCNEvTtCFEFli7xRpWbiJsVLB-I3FOw&ust=1394426400394329


一般的なブランドの定義  

29 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

ブランドとは、  

「ある売り手の製品・サービスを、他社の

それと異なるものとして識別するために 

用いる名前、用語、デザイン、シンボル 

およびその他の組み合わせ」である。 

アメリカ・マーケティング協会による「ブランド」の定義  



消費者の視点から見た「ブランド」の定義 

30 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

ある特定の企業・製品・サービスが顧客・消費者

によって識別されているとき、その企業・製品・

サービスを「ブランド」と呼ぶ。 

               一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会による「ブランド」の定義 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BqPE6PCUGQ4q0M&tbnid=ndRTw3nULd-bHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.city.ome.tokyo.jp/s_seikatsu/sodanshitsu.html&ei=VWdeUu_vCcKGkAXT_4HYDQ&bvm=bv.54176721,d.dGI&psig=AFQjCNGhNAkEmYcn7G8KtrwgFUAk2sWs5Q&ust=1382004810495437
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kbpjA1JiaV7IhM&tbnid=hPo2T0eUfLKIkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.insightbox.com/societas/&ei=km5eUqisIcaWkgW-4oCoBQ&psig=AFQjCNH3vyw1QGd3Va7haOwOVPPZibXtig&ust=1382005379798981
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=HOzoIScQsidg-M&tbnid=-UZXFHoQD4LawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://article.joins.com/issue/issue.asp?sid=7002&ei=t94KU72sJcfAkgXwxoCgCw&bvm=bv.61725948,d.dGI&psig=AFQjCNFlAT16hsVNjp8798P7J7WQ8cBkzg&ust=1393307694119909
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BqPE6PCUGQ4q0M&tbnid=ndRTw3nULd-bHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.city.ome.tokyo.jp/s_seikatsu/sodanshitsu.html&ei=VWdeUu_vCcKGkAXT_4HYDQ&bvm=bv.54176721,d.dGI&psig=AFQjCNGhNAkEmYcn7G8KtrwgFUAk2sWs5Q&ust=1382004810495437


企業の視点から見た「ブランド」の定義 

31 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

競合他社の製品・サービスと差別化できるロゴ・

マークといった表面的な要素にとどまらず、 

企業の歴史・伝統・組織文化であると同時に、 

企業で働く人すべてが持つ信念である。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TrO-22O76SV79M&tbnid=633SYPSMLY3hHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.engadget.com/2012/05/30/apple-i-sothebys-auction/&ei=s3deUpX8FM3AkQXQwoDgBw&psig=AFQjCNGJnX9j8ajkvGusGBW6hS-4bOsw4A&ust=1382008991247288
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6ti_tGmgkw6uwM&tbnid=SQXrBvxOJcF6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://item.rakuten.co.jp/t-time/t-kanji-sa-sinnen-tate/&ei=6XleUs7zHIWbkwX47IGYDA&psig=AFQjCNFTv6vS9v5KET7NClTW_T2Z9TSGsA&ust=1382009691191295
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQJn8XJb-cq0YM&tbnid=L40FMvO_1u4O7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tanpopo.ne.jp/~niki/jido/pcclub15/pc15gif.htm&ei=Xl6tUrGjG8eMkAWo0YCYBg&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQJn8XJb-cq0YM&tbnid=L40FMvO_1u4O7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tanpopo.ne.jp/~niki/jido/pcclub15/pc15gif.htm&ei=Xl6tUrGjG8eMkAWo0YCYBg&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CBqw3kYkm3dklM&tbnid=ZepZIf-koVJjPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wallpaperstock.net/think-different*2-wallpapers_w13120.html&ei=7HxeUsaSLs_OkAXEyYDICQ&psig=AFQjCNFsKfTF7iipR8xE0RCgvepfTrpCGg&ust=1382010470775185


ブランドを構成する要素 

32 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

  

ブランドを 
構成する要素 

ブランドネーム 

ロゴタイプ パッケージ 

シンボル スローガン 

キャラクター 音楽 

サイン マーク 

デザイン 

消費者商品論 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wJ_BN3-9cG4PeM&tbnid=dwaePFBF7M5UsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.joho-kyoto.or.jp/~retail/mind/tokushu/contents/mind50-1.html&ei=LzM9U8rcIMWNkwXx44HgDg&psig=AFQjCNF78LyfZEMz2MTYhmFX6Od5SvUBgQ&ust=1396605190018666


33 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

ブランドと 

ステークホルダーとの関係 



34 

本日の贈る言葉 

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

盛田昭夫(1921年～1999年)：ソニーの共同創業者 

「とにかく思い切って 

 やってみようじゃないか。 

 間違ったらまた変えるのだ」 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LYYp_5e-dX7nuM&tbnid=IsFqDMLYS5fAgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gensun.org/wid/69957&ei=xtNCUYDxN8vNlAWLioDgDg&psig=AFQjCNE-PAJqPVN0PqX6Uuj10kPB8kSXkw&ust=1363420474091243
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-T_SHd0ghvJx8M&tbnid=yuURMujqlcyn8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ggsoku.com/2013/03/sony-mobile-dev-3rd/&ei=mdRCUZioDcmmkgXMkIEY&psig=AFQjCNE2wQl_7YyZT_-GbZu3FreEsOlK6A&ust=1363420669093624


35 

ブランドとは 

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

企業 顧客 

ブランドとは、企業・組織と多様な 
ステークホルダーを結ぶ「絆」である。 

企業の約束(提供価値) 顧客の期待と信頼(期待価値) 

出所：https://www.gramco.co.jp/brand/をもとに加筆。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nmG_20eWFDhzFM&tbnid=wI-8yv7DhNwHWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.daum.net/sbh59&ei=_iGsUtq5MtCMkgXD3oHgBQ&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNG29vCbZXxVo6FM3O7eeYCIK3NZYw&ust=1387089038303578
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQJn8XJb-cq0YM&tbnid=L40FMvO_1u4O7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://iki.dousetsu.com/&ei=VF6tUoDeHMjakAWZo4DIBg&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQJn8XJb-cq0YM&tbnid=L40FMvO_1u4O7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://iki.dousetsu.com/&ei=VF6tUoDeHMjakAWZo4DIBg&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
https://www.gramco.co.jp/brand/
https://www.gramco.co.jp/brand/
https://www.gramco.co.jp/brand/


ステークホルダーとは  

36 
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

ステークホルダー(利害関係者)とは、

企業の目的や使命達成に対して影響を

与える利害関係者グループもしくは 

個人のことを指す。 
出所：Freeman, R.E.(1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Prentice Hall, p.52. 



ブランドとステークホルダーとの関係  

37 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

ステークホルダー(利害関係者)とは、

企業の目的や使命達成に対して影響を

与える利害関係者グループもしくは 

個人のことを指す。 
  

顧客・消費者 

顧客満足 CS 
従業員 

従業員満足  ES 

監督官庁 

コンプライアンス  法令順守 

地域住民 

環境 

マスコミ 

社会貢献活動 
NPO 

 
非営利 

組織 

人権 

債権者 
財務

報告 

株主・投資家 

株価・配当 

出所：http://www.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/csr_1.html (2020年5月25日確認)。 

強いブランド
の構築・強化 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibu728s5jMAhVLjpQKHclcCIMQjRwIBw&url=http://second.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/introduce.html&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNGuzCil7hfUDcGgvNIpAyDoqEl-Uw&ust=1461076019785714
http://www.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/csr_1.html
http://www.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/csr_1.html
http://www.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/csr_1.html
http://www.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/csr_1.html
http://www.ipo-navi.com/pickup/csr_sri/csr_1.html


38 
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

経営者 
ブランドビジョン 

提示者 
ブランド伝道師 

従業員 
ブランド媒介者 
ブランド体現者 

顧客 
ブランド評価者 
ブランド支持者 

ブランド共有 ブランド共有 

ブランド・イメージの 
認知ギャップはないか? 

ブランドを介した 
経営者・従業員・顧客間の役割 

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&docid=DLGuj-p4apEj1M&tbnid=_wWzEbaQxxI8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.silkfactory.jp/material&ei=DkoiU9y6CcLDlAXVlIGwBg&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNH2EGW7BLG5qlsVZ7-g-6MQwZuGuQ&ust=1394842443392906
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H6OSYBMrKpm1cM&tbnid=YGrSI_guP5l0_M:&ved=0CAYQjRw&url=https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-001/shiminsoudan/madoguti.html&ei=mkoiU8moNI7klAXp9IDIBw&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNFowY-RLti-eCN5dsQW16dWz6hHKA&ust=1394842627850466


39 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

商品の品質の重要性と知覚品質

の定義と構成要素 



40 

本日の贈る言葉 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHy7LObwcgCFWHcpgodMQMK2A&url=https://twitter.com/opradhaus&psig=AFQjCNGV9GkOXpWogy-Ig-cnXV4DzO8oBA&ust=1444886350313984


41 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

日本人はなぜ商品の 
品質に厳しいのか 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHVwaudwcgCFUPkpgodQrsAeQ&url=http://www.internations.org/magazine/international-etiquette-for-businesspeople-15300&psig=AFQjCNGZeVeM-MCVawhb8YrqCzTTMM7SCQ&ust=1444886909548631
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCObo8ISdwcgCFSPYpgodiiQKCQ&url=http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im2537293&psig=AFQjCNF_MGihpEW5pQV0cCGPVwlNSxZmJw&ust=1444886747604676
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJL3yK6cwcgCFWHipgodv3gBPw&url=http://xn--line1-oq4dpbxnrj.blog.so-net.ne.jp/2015-01-16-2&psig=AFQjCNEKMomJf2yfWzMgUn5O_TI5MC7OMw&ust=1444886522294198
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPOmZjcw8gCFWJhpgodthgIWA&url=http://www.sozaijiten-business.rash.jp/menu5.html&psig=AFQjCNHluq8-yS070cIInu9ta5exiwNjew&ust=1444972400878927
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGLlPHdw8gCFcHcpgodw5QNXw&url=http://konifree.web.fc2.com/ac-160.html&psig=AFQjCNHluq8-yS070cIInu9ta5exiwNjew&ust=1444972400878927


42 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

日本人はなぜ商品の 
品質に厳しいのか 

日本企業は、ものづくりが強いから 
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43 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

日本人はなぜ商品の 
品質に厳しいのか 

日本企業は、ものづくりが強いから 商品の品質を最も 

重要視している 

企業が多い。 品質もサービスもとても素晴らしいから 
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知覚品質とは 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

知覚品質とは、消費者が購買目的のために 

製品・サービスを他のものと比べたときに、 

主観的に認識する・感じる 

品質・優位性のことをいう。 
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知覚品質の構成要素 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

知覚品質には、単なる製品の機能・性能だけ 

でなく、信頼性やサービス、ストーリー、 

デザイン、お店の雰囲気などの 

価値も含まれている。 
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知覚品質の構成要素 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

信頼性 

良いサービス＝よい接客 

お店の雰囲気 ユニークかつ高級感
のあるデザイン 

企業の物語 
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47 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

マズローの欲求 

5段階説の概念 
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本日の贈る言葉 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

自分自身を信じることが大事! 
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アブラハム・ハロルド・

マズロー(1908～

1970) 

米国の心理学者 

人間の自己実現を研究対象とする 

「人間性心理学」の最も重要な生みの親 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 
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マズローの欲求5段階説 

マズロー(1943)は、人間の動機

(Motivation)を5つの階層に分類した。 

彼は「低位」のニーズが満たされると、人間は 

次のより「高位」なニーズが生じ、そのニーズの

満足を求めて活動すると述べている。 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



マズローの欲求5段階説 

マズロー(1943)は、人間の動機

(Motivation)を5つの階層に分類した。 

彼は、「低位」のニーズが満たされると、

人間は次のより「高位」なニーズが生じ、 

そのニーズの満足を求めて活動する。 

  

人間の生存に対する基本的
欲求。食べ物、水、空気、

睡眠、休息など 

不安や危険性を 
回避したいという 

欲求 

集団や社会に所属して、
愛情を受けたいという

欲求 

自己の確立や地位の向上 
など、自尊心を満足させ 

たいという欲求 

自分の持っている潜在能力
を実現させたいという欲求 

生理的欲求 

安全欲求 

社会的欲求 

自己実現の

欲求 

尊厳・承認

欲求 

マズローの欲求5段階説 
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マズローの欲求5段階説 

マズロー(1943)は、人間の動機

(Motivation)を5つの階層に分類した。 

彼は、「低位」のニーズが満たされると、

人間は次のより「高位」なニーズが生じ、 

そのニーズの満足を求めて活動する。 

  

人間の生存に対する基本的
欲求。食べ物、水、空気、

睡眠、休息など 

不安や危険性を回
避したいという 

欲求 

集団や社会に所属して、
愛情を受けたいという

欲求 

自己の確立や地位の向上 
など、自尊心を満足させ 

たいという欲求 

自分の持っている潜在能力
を実現させたいという欲求 

生理的欲求 

安全欲求 

社会的欲求 

自己実現の

欲求 

自己尊重の

欲求 

✺ 最も重要なポイント ✺ 

企業は、自分たちが定めた 

メインターゲットがどの欲求を 

持つ段階にいるのかを 

把握することが最も重要 🌠 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

マズローの欲求5段階説 

における成功事例➀ 
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本日の贈る言葉 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

早く行きたいなら、1人で行け。 

遠く行きたいなら、みんなで行こう❣ 



第1段階の「生理的欲求」 

人間が生きていくための 

基本的・本能的な欲求 

Physiological Needs 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

生命維持のために食べたい、飲みたい 

眠りたいなどの根源的な欲求 
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「生理的欲求」を満たした 
ビジネスの成功事例 

快眠ビジネス 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

質の良い睡眠をとることで、若さを 

維持すること、老化の防止にも役立つ。 
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「生理的欲求」を満たした 
ビジネスの成功事例 

健康経営支援サービス 
 

健康経営推進支援コンサルティング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

出所：https://electricdoc.net/archives/5666(2020年7月27日確認)。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

マズローの第2・3段階の 

欲求を満たせた成功事例➁ 
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本日の贈る言葉 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 
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第2段階の「安全欲求」 

生理的ニーズが満たされると、次に 

身体的・精神的安全・安心を求める 

危機を回避したい 

安全・安心な暮らしがしたい 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



「安全欲求」を満たした 
ビジネスの成功事例 

住宅ビジネス 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

地震に強い家 
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第2段階の「安全欲求」 

生理的ニーズが満たされると、次に 

身体的・精神的安全・安心を求める 

危機を回避したい 

安全・安心な暮らしがしたい 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

Safety Needs 

安全な環境にしたい、 

経済的に安定していたい、 

良い健康状態を維持したい欲求 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 
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住宅ビジネス 

63 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

主に健康食品の通信販売事業を 

展開している日本の食品メーカー 
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第3段階の 
「社会的(帰属と愛)欲求」 

所属ニーズとも呼ばれ、友人や家族・社会に 

所属して、愛情を与えたり受け取ったりしたい 

というニーズ 

組織に所属し、良好な人間関係を 

形成したい欲望 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



組織に所属し、良好な人間関係を 

形成したい欲望 

親睦会 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

第3段階の 
「社会的(帰属と愛)欲求」 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqqj_0fPTAhVEzlQKHe3mBEAQjRwIBw&url=http://stockillust.blog.shinobi.jp/%E2%96%B6 %E4%BA%BA%E7%89%A9%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/%E7%A4%BE%E5%86%85%E9%A3%B2%E3%81%BF%E4%BC%9A%E5%BF%98%E5%B9%B4%E4%BC%9A%E3%81%A7%E9%A3%B2%E3%81%BF%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&psig=AFQjCNGwStwt1hrOB26migQAIN3w97ZezA&ust=1494997480860662
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd_YCi0vPTAhWowlQKHdkiC18QjRwIBw&url=http://www.ina-ikigai.net/ina17/tisou-ob/tisou27katudou/27katudou_1.htm&psig=AFQjCNGwStwt1hrOB26migQAIN3w97ZezA&ust=1494997480860662


組織に所属し、良好な人間関係を 

形成したい欲望 

親睦会 

○○大学○○学部に 
所属している大学生 
○○株式会社営業部に 
所属している社会人 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

第3段階の 
「社会的(帰属と愛)欲求」 
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信頼できる上司に巡り逢いたい 

  

Social Needs 

この欲求が満たされない時、 

人は孤独感や社会的不安を感じやすくなる 

家族・集団をつくりどこかに所属している 

という満足感を得たい欲求 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



「社会的欲求」を満たした 
ビジネスの成功事例 

就活支援セミナー・講座 
 

ビジネス・スキルアップ講座 
 

結婚相談所・結婚カウンセラーなど 

消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

マズローの第4段階の欲求

を満たせた成功事例➂ 



第4段階の 
「尊厳欲求(承認欲求)」 

他人から高い評価を得たい 

尊敬されたいというニーズ 

消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 
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他人から高い評価を得たい 

尊敬されたいというニーズ 

第4段階の 
「尊厳欲求(承認欲求)」 

消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

社会的地位(Social Status)の向上 
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Esteem Needs 

自分が集団から 

存在価値を 

認めてもらい 

尊重されたい欲求 

消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

業績による昇給 
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「尊厳・承認欲求」を 
満たしたビジネスの成功事例 

語学関連ビジネス 
 

自分ブランド関連ビジネス 
 

出版ビジネスなど 

消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

マズローの第5段階の欲求

を満たせた成功事例➂ 



第5段階の 
「自己実現欲求」 

その人がどのような人でありうるか、 

その可能性を実現したいニーズ 

自己成長したいというニーズ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 
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第5段階の「自己実現欲求」 

その人がどのような人でありうるか、 

その可能性を実現したいニーズ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

社会に貢献したいニーズ 
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第5段階の「自己実現欲求」 

その人がどのような人でありうるか、 

その可能性を実現したいニーズ 

自己成長したい 
というニーズ 

社会に貢献したい 
 ニーズ 

自分の持つ能力や 

可能性を最大限に 

発揮し創造的活動が

したい 

Need for Self- Actualization 

消費者商品論 
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「自己実現欲求」を 
満たしたビジネスの成功事例 

自己啓発のための 

出版・講座・セミナー・勉強会など 

消費者商品論 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

Need for Self- Actualization 
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消費者商品論 

マズローの欲求 5段階説は、「生命を維持

し、よりよい生活を求め、仲間をつくり 

認められ、自分の目標を実現する」 

というモデルがわかりやすく、そして 

直感的には 納得感のあるものである 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://studyhacker.net/maslow-hierarchy&psig=AOvVaw21v2VEuge7OKGhLieJSi50&ust=1594006657228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDt1NaXteoCFQAAAAAdAAAAABAD


80 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

購買意思決定プロセス  

AIDMA 



購買意思決定プロセスとは 

81 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者が商品を知ってから 

購入に至るまでの一連の 

心理的プロセスを指す。 

消費者商品論 



購買意思決定プロセスとは 

82 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者が商品を知ってから 

購入に至るまでの一連の 

心理的プロセスを指す。 

消費者商品論 
Attention(注目) 

Interest(関心) 

Desire 
(欲求) 

Memory 
(記憶) 

Action 
(行動・購買) 



AIDMA(アイドマ)とは 

83 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

出所：https://www.axc.ne.jp/preparations/glossary/purchasing_decision_making_process.html(2020年7月27日確認)。 



AISASとは 

84 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

インターネットを活用した 

消費行動のプロセスを、 

AIDMAモデルの中に 

取り込んだモデル 

消費者商品論 

    

  

    



AISASとは 

85 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

出所：https://www.axc.ne.jp/preparations/glossary/purchasing_decision_making_process.html(2020年7月27日確認)。 



AISASとは 

86 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

インターネットを活用した 

消費行動のプロセスを、 

AIDMAモデルの中に 

取り込んだモデル 

消費者商品論 

    

  

しかし、ネットショッピングに夢中になりすぎると、 

衝動買いに走ってしまう 

可能性が高くなる 

 (😭😭😭) 



87 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 

学生目線から見た 

AIDMAとAISASの事例 



AIDMAの視点から見た 

名古屋経済大学経営学部3年生の 

本学の入学を決めるまでの 

意思決定プロセス 

88 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



AIDMAの視点から見た 

名古屋経済大学経営学部3年生の 

組曲の購買意思決定プロセス 

89 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



AISASの視点から見た 

名古屋経済大学経営学部3年生の 

ワイヤレスブルートゥースイヤホン 

の購買意思決定プロセス 

90 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 



91 

  

Owari 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

消費者商品論 


