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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

基本から学ぶ

マーケティングとブランドの定義



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」

マーケティング論

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&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(ソソンミン)

教科書

マーケティング論

徐誠敏・李美善(2022)『ブランド弱者の戦略：
インターナル・ブランディングの理論と実践』ミネルヴァ書房。

http://www.ssm-gcbm.com/book/index.html
http://amazon.co.jp/o/ASIN/4641164509/htweb-22
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

私の主な著書

マーケティング論

http://www.ssm-gcbm.com/

徐誠敏のPCサイト

http://www.ssm-gcbm.com/book/index.html
http://amazon.co.jp/o/ASIN/4641164509/htweb-22
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授業時の禁止(注意)事項

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

遅刻はダメ!

マーケティング論

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvBq7mfjcgCFUZ7pgod1WYOnA&url=http://cc-library.net/010009754_free-illustraition/&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNG3LVtommyBI0xcsBUjKZrKtLL9bQ&ust=1443100750041091
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvBq7mfjcgCFUZ7pgod1WYOnA&url=http://cc-library.net/010009753_free-illustraition/&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNG3LVtommyBI0xcsBUjKZrKtLL9bQ&ust=1443100750041091
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授業時の禁止(注意)事項

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティング論

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXbmquijcgCFaMppgodxUgAkw&url=http://sarayamadsn.blog.shinobi.jp/Entry/92/&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNF7Wm8ylEqvLPoGN5ODDBXEuyqCmg&ust=1443101538741454
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGgs7uijcgCFSHipgodlksNmQ&url=http://pictgrambox.blogspot.com/2012/08/73quiet-please.html&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNF7Wm8ylEqvLPoGN5ODDBXEuyqCmg&ust=1443101538741454
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvXpNuijcgCFehipgodsUUPuQ&url=http://pictogrambox.com/pictogram/No.html&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNE-F5nre3iLqIui8zrM1YMRP6y5Wg&ust=1443101622897875
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授業時の禁止(注意)事項

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティング論

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmNy_mijcgCFePbpgod6OYAfg&url=http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_430.html&bvm=bv.103388427,d.dGY&psig=AFQjCNE-F5nre3iLqIui8zrM1YMRP6y5Wg&ust=1443101622897875
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnVh_ujjcgCFYIgpgodCr0FgQ&url=http://ameblo.jp/hamicororo/archive-201004.html&psig=AFQjCNFzgGVdVM6yu7KE0j1X51dxrAjjRg&ust=1443101925316003
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推奨事項

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

毎週の授業に遅刻せず
必ず出席し質問する(^-^)

マーケティング論

正しい姿勢で
聴く(^-^)

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQx9aH1vfLAhVkIqYKHQhRCgIQjRwIBw&url=http://www.ebigbridge.com/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%81%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%88%EF%BC%95%EF%BC%89/&bvm=bv.118443451,d.dGY&psig=AFQjCNGvdVCaNAipPDIiwlqvYgMK5SdL1g&ust=1459951382025210
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推奨事項

マーケティング論

良いリアクション
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推奨事項

マーケティング論

適切なアイコンタクト

取ること(*^-^*)

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl6MCi4vfLAhUJlZQKHaGoDlMQjRwIBw&url=http://bobthompsontraining.com/compounding-super-sets/&bvm=bv.118443451,d.dGY&psig=AFQjCNGQiK2xpyDvNhVmhAmHY6c31AO2wQ&ust=1459954918466443
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjywfLf5ffLAhUjOKYKHROECbgQjRwIBw&url=http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2015/05/11/19461&bvm=bv.118443451,d.dGY&psig=AFQjCNG2GTSy5plWJnJitrggD_CeFffwQQ&ust=1459955272666675
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91p3N4_fLAhUBxZQKHclRAFoQjRwIBw&url=http://matome.naver.jp/odai/2129359386223816201/2129360318823942303&bvm=bv.118443451,d.dGY&psig=AFQjCNEDaRwBrA6-xBK5ApSpnaee32msSQ&ust=1459955330244171
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

推奨事項

マーケティング論

授業で学んだ内容の中で
重要なポイント(キーワード)を

ノートにメモすること
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

推奨事項

マーケティング論

授業で学んだ内容

についての質問と

短めの口頭発表
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評価方法

マーケティング論

授業の姿勢・態度(25点)

中間レポート(25点)

期末テスト(50点)を

総合的に評価します。
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注意事項➀

マーケティング論

特別事情なしで5回欠席した時点で

「マーケテイング論」授業は失格となる!

授業の紙媒体の配布資料はありません。

ただし、電子版の配布資料と教科書、

You Tube動画を学習すれば十分です。
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注意事項➁
授業時の持ち物

マーケティング論

筆記道具

指定教科書『ブランド弱者の戦略』



授業の簡単な概要
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティング論



授業の概要
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティング論

本授業では、マーケティングの基本的考え方を

おさえた上で、中小企業にも適用可能な

マーケティングやブランディング、

インターナル・ブランディング戦略を理論的・

実践的なアプローチから詳細に解説する。



なぜマーケティングは
必要なのか

少子高齢化、人口減少を迎えた

日本の消費市場は、成熟期にあり、

供給過剰時代に入っているからである。
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名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティング論



名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
19

日本の総人口および高齢者人口の推移
(2000年～2018年)

出所：https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1131.html(2020年9月14日確認)。

マーケティング論



なぜマーケティングは必要なのか

20

日本の消費市場は、供給過剰状態で、モノが
売れない時代だからこそ、マーケティングが必要!

マーケティングは、供給過剰期・過剰品質時代
における企業経営の重要な戦略である。

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

マーケティング論



我々は、下記の企業が行うマーケティング
活動に多大な影響を受けている
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マーケティング論

http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:IBM_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microsoft_wordmark.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:General_Electric_logo.svg
http://www.nokia.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mc_donalds-toronto.jpg
http://disneyland.disney.go.com/disneyland/en_US/home/home?name=HomePage
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Samsung_Logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apple-logo.png
http://pics.livedoor.com/u/kimono_ann/7671293
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://travelcuts.files.wordpress.com/2008/05/mickey_minnie_disneyland.jpg&imgrefurl=http://travelcuts.wordpress.com/2008/10/01/visit-disneyland-for-free-in-2009/&h=420&w=560&sz=47&tbnid=oC-eSlxskWPyaM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images?q=Disneyland&hl=ko&usg=__GjV6PEAPPCgc_UU2yrdcBkQygw4=&ei=vXjES_nhPM-HkQXqnpSgDg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CDgQ9QEwBg


名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)
22

上記の企業は
マーケティング力が強い企業

すなわち、上記の企業は、顧客と消費者の

ニーズを的確に把握し、それを満たす

良質な製品・サービスを提供している。

その結果、自社ブランド価値が向上している。

マーケティング論
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聴診器のような
マーケティングの役割

マーケティング論

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

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


24
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

マーケティング論

「誰に」、「何を」、「どのように」表現し、

どのような流通チャネルで提供することで、

顧客が抱えている悩みや問題を

解決するために企業が行う一連の活動



25
名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

企業の4つの経営資源における
理想的なマーケテイングの位置づけ

マーケティング論

マーケティングが組織全体の志向となっている段階
↑

マーケティングが中心的な機能となっている段階
↑

マーケティングが他の機能よりも重要な段階
↑

マーケティングが他の機能と等しく重要な段階
↑

マーケティングが他の機能よりも重要ではない段階

出所：恩蔵直人(2004)『マーケティング』日経BPマーケティング、20頁をもとに削除。
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マーケティングにおける
ブランドの位置づけ

マーケティング論

出所：https://www.projectdesign.jp/201607/ningen/003046.php(2022年9月25日確認)。



一般的なブランドの定義
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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

マーケティング論



消費者の視点から見た「ブランド」の定義

28
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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

マーケティング論

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
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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。

マーケティング論

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
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マーケティング論

来週の授業の宿題

戦略的視点から見る
ブランドの定義

『ブランド弱者の戦略』

35～38頁を参照!
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来週の授業の内容

名古屋経済大学経営学部 徐誠敏(ソソンミン)

事例から学ぶ企業を取り巻く

外部のマクロ環境分析＝PEST分析

マーケティング論
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マーケティング論
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