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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングはははははははは        
 

        

        

        

        

        

「「「「「「「「入入入入入入入入りりりりりりりり口口口口口口口口はははははははは入入入入入入入入りやすくりやすくりやすくりやすくりやすくりやすくりやすくりやすく出口出口出口出口出口出口出口出口はははははははは出出出出出出出出にくいにくいにくいにくいにくいにくいにくいにくい」」」」」」」」というというというというというというというという学問学問学問学問学問学問学問学問        
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11111111. . . . . . . . Marketing is very importantMarketing is very importantMarketing is very importantMarketing is very importantMarketing is very importantMarketing is very importantMarketing is very importantMarketing is very important        
 

 

 

 

 

 

 

・・・・現代人現代人現代人現代人またはまたはまたはまたは現代企業現代企業現代企業現代企業としてとしてとしてとしてスマートスマートスマートスマートにににに    

    生活生活生活生活・・・・競争競争競争競争するうえでするうえでするうえでするうえで，，，，必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なななな要素要素要素要素
であるであるであるである。。。。    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング論論論論論論論論とはとはとはとはとはとはとはとは        
 

 

 

・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング論論論論はははは，，，，市場市場市場市場・・・・消費者消費者消費者消費者についてのについてのについてのについての学問学問学問学問でででで，，，，    

        主主主主にににに製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスをををを販売販売販売販売・・・・提供提供提供提供するするするする個人個人個人個人またはまたはまたはまたは組織組織組織組織にににに    

        参考参考参考参考となるようなとなるようなとなるようなとなるような知見知見知見知見をををを追求追求追求追求することをすることをすることをすることを特徴特徴特徴特徴とするとするとするとする。。。。    

        

・・・・企業企業企業企業がががが戦略的行動戦略的行動戦略的行動戦略的行動をををを改善改善改善改善するするするする際際際際にににに役役役役にににに立立立立つつつつ学問学問学問学問であるであるであるである    

        点点点点ではではではでは，，，，広義広義広義広義のののの経営学経営学経営学経営学にににに含含含含まれまれまれまれ，，，，またそのようにまたそのようにまたそのようにまたそのように扱扱扱扱われわれわれわれ    

        るるるることもしばしばあることもしばしばあることもしばしばあることもしばしばある。。。。    
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                東京東京東京東京東京東京東京東京ディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランド&&&&&&&&ディズニーシーディズニーシーディズニーシーディズニーシーディズニーシーディズニーシーディズニーシーディズニーシー        
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渋谷渋谷渋谷渋谷渋谷渋谷渋谷渋谷109109109109109109109109        
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングにににににににに強強強強強強強強いいいいいいいい企業企業企業企業企業企業企業企業        
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        22222222. . . . . . . . 一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的一般的ににににににににマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングといえばといえばといえばといえばといえばといえばといえばといえば        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertising        
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広告広告広告広告広告広告広告広告((((((((テレビテレビテレビテレビテレビテレビテレビテレビCMCMCMCMCMCMCMCM))))))))        
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新聞新聞新聞新聞新聞新聞新聞新聞・・・・・・・・雑誌広告雑誌広告雑誌広告雑誌広告雑誌広告雑誌広告雑誌広告雑誌広告        
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      記憶記憶記憶記憶記憶記憶記憶記憶にににににににに残残残残残残残残るるるるるるるる印象的印象的印象的印象的印象的印象的印象的印象的なななななななな屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ        
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    記憶記憶記憶記憶記憶記憶記憶記憶にににににににに残残残残残残残残るるるるるるるる印象的印象的印象的印象的印象的印象的印象的印象的なななななななな屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告屋外広告ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ        
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングといえばといえばといえばといえばといえばといえばといえばといえば        
        

    

    

    

    

    

    

    

        ⅱⅱⅱⅱ製品製品製品製品のののの販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動やややや営業活動営業活動営業活動営業活動    
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製品製品製品製品製品製品製品製品のののののののの販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動        
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そのそのそのそのそのそのそのその他他他他他他他他ののののののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングといえばといえばといえばといえばといえばといえばといえばといえば        
    

    ⅲⅲⅲⅲ市場市場市場市場ニーズニーズニーズニーズのののの調査調査調査調査・・・・分析分析分析分析やややや消費者消費者消費者消費者のののの消費行動消費行動消費行動消費行動やややや嗜好嗜好嗜好嗜好のののの調査調査調査調査    

    

    ⅳⅳⅳⅳ製品製品製品製品・・・・サービスサービスサービスサービスそのもののそのもののそのもののそのものの企画企画企画企画・・・・開発開発開発開発・・・・設計設計設計設計    

    

    ⅴⅴⅴⅴモニターモニターモニターモニター調査調査調査調査ややややインタビューインタビューインタビューインタビュー調査調査調査調査    

    

    ⅵⅵⅵⅵ新製品新製品新製品新製品のののの需要予測需要予測需要予測需要予測やややや販売予測販売予測販売予測販売予測    

    

    ⅶⅶⅶⅶ流通流通流通流通ややややマーチャンダイジングマーチャンダイジングマーチャンダイジングマーチャンダイジング    

    

    ⅷⅷⅷⅷ接客接客接客接客やややや顧客顧客顧客顧客のののの情報管理情報管理情報管理情報管理    

    

    ⅸⅸⅸⅸ口口口口コミコミコミコミなどなどなどなど 
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                ＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡによるによるによるによるによるによるによるによるマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの定義定義定義定義定義定義定義定義のののののののの変遷変遷変遷変遷変遷変遷変遷変遷[[[[[[[[ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ]]]]]]]]        

    

Marketing includes those business activities involved in Marketing includes those business activities involved in Marketing includes those business activities involved in Marketing includes those business activities involved in     

the flow of goods and services from production to the flow of goods and services from production to the flow of goods and services from production to the flow of goods and services from production to     

consumptionconsumptionconsumptionconsumption. (. (. (. (1935193519351935年定義年定義年定義年定義))))    

    

Marketing is the performance of business activities that Marketing is the performance of business activities that Marketing is the performance of business activities that Marketing is the performance of business activities that     

direct the flow of goods and services from producer to direct the flow of goods and services from producer to direct the flow of goods and services from producer to direct the flow of goods and services from producer to     

consumer or userconsumer or userconsumer or userconsumer or user.(.(.(.(1948194819481948年年年年・・・・60606060年定義年定義年定義年定義))))    

    

Marketing is the process of planning and executing the Marketing is the process of planning and executing the Marketing is the process of planning and executing the Marketing is the process of planning and executing the     

conceptionconceptionconceptionconception, , , , pricingpricingpricingpricing, , , , promotionpromotionpromotionpromotion, , , , and distribution of ideasand distribution of ideasand distribution of ideasand distribution of ideas, , , ,     

goods and services to create exchanges that satisfy goods and services to create exchanges that satisfy goods and services to create exchanges that satisfy goods and services to create exchanges that satisfy     

individual and organizational objectivesindividual and organizational objectivesindividual and organizational objectivesindividual and organizational objectives.(.(.(.(1985198519851985年定義年定義年定義年定義))))    
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                                ＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡＡＭＡによるによるによるによるによるによるによるによるマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの定義定義定義定義定義定義定義定義のののののののの変遷変遷変遷変遷変遷変遷変遷変遷[[[[[[[[ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ]]]]]]]]        

 

Marketing is an organizational function and a set Marketing is an organizational function and a set Marketing is an organizational function and a set Marketing is an organizational function and a set     

of processes for creatingof processes for creatingof processes for creatingof processes for creating, , , , communicatingcommunicatingcommunicatingcommunicating, , , , and and and and     

delivering value to customers and for managing delivering value to customers and for managing delivering value to customers and for managing delivering value to customers and for managing     

customer relationships in ways that benefit the customer relationships in ways that benefit the customer relationships in ways that benefit the customer relationships in ways that benefit the     

organization and its stakeholdersorganization and its stakeholdersorganization and its stakeholdersorganization and its stakeholders. (. (. (. (2004200420042004年定義年定義年定義年定義))))    

    

Marketing is the activityMarketing is the activityMarketing is the activityMarketing is the activity, , , , set of institutionsset of institutionsset of institutionsset of institutions, , , , and and and and     

processes for creatingprocesses for creatingprocesses for creatingprocesses for creating, , , , communicatingcommunicatingcommunicatingcommunicating, , , , deliveringdeliveringdeliveringdelivering, , , ,     

and exchanging offerings that have value for and exchanging offerings that have value for and exchanging offerings that have value for and exchanging offerings that have value for     

customerscustomerscustomerscustomers, , , , clientsclientsclientsclients, , , , partnerspartnerspartnerspartners, , , , and society at largeand society at largeand society at largeand society at large....    

((((2007200720072007年定義年定義年定義年定義))))    
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                世界世界世界世界世界世界世界世界マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング協会協会協会協会協会協会協会協会によるによるによるによるによるによるによるによる定義定義定義定義定義定義定義定義［［［［［［［［ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ］］］］］］］］        
 

 

 

 

 

Marketing is the core business philosophy which Marketing is the core business philosophy which Marketing is the core business philosophy which Marketing is the core business philosophy which     

directs the processes of identifying and fulfilling directs the processes of identifying and fulfilling directs the processes of identifying and fulfilling directs the processes of identifying and fulfilling     

the needs of individuals and organizationsthe needs of individuals and organizationsthe needs of individuals and organizationsthe needs of individuals and organizations    through through through through     

exchanges which create the greatest possible exchanges which create the greatest possible exchanges which create the greatest possible exchanges which create the greatest possible     

value for all parties to thevalue for all parties to thevalue for all parties to thevalue for all parties to the    exchangeexchangeexchangeexchange....    

((((1999199919991999年定義年定義年定義年定義))))    
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                ＪＭＡＪＭＡＪＭＡＪＭＡＪＭＡＪＭＡＪＭＡＪＭＡによるによるによるによるによるによるによるによるマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの定義定義定義定義定義定義定義定義[[[[[[[[ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ]]]]]]]]        
    

    

    

    

    

Marketing refers to the overall activityMarketing refers to the overall activityMarketing refers to the overall activityMarketing refers to the overall activity((((1111) ) ) ) where where where where     

businesses and other organizationsbusinesses and other organizationsbusinesses and other organizationsbusinesses and other organizations,,,,((((2222))))adopting adopting adopting adopting     

global perspectiveglobal perspectiveglobal perspectiveglobal perspective, , , , ((((3333))))creative markets along with creative markets along with creative markets along with creative markets along with     

customer satisfactioncustomer satisfactioncustomer satisfactioncustomer satisfaction((((4444) ) ) ) through fair competitionthrough fair competitionthrough fair competitionthrough fair competition....    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはとはとはとはとは[[[[[[[[ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ]]]]]]]]        
    

・・・・顧客顧客顧客顧客のののの価値価値価値価値とととと満足満足満足満足をををを理解理解理解理解しししし，，，，創造創造創造創造しししし，，，，伝伝伝伝ええええ，，，，提供提供提供提供することこそがすることこそがすることこそがすることこそが，，，，    

    現代現代現代現代ののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの理論理論理論理論とととと実践実践実践実践のののの本質本質本質本質であるであるであるである。。。。    

 

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの目標目標目標目標はははは，，，，優優優優れたれたれたれた価値価値価値価値をををを約束約束約束約束することによってすることによってすることによってすることによって    

    新新新新しいしいしいしい顧客顧客顧客顧客をををを引引引引きききき付付付付けけけけ，，，，それとともにそれとともにそれとともにそれとともに既存既存既存既存のののの顧客顧客顧客顧客をををを満足満足満足満足させさせさせさせ    

    逃逃逃逃がさないことであるがさないことであるがさないことであるがさないことである。。。。    

    

・・・・経営経営経営経営におけるにおけるにおけるにおけるマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは、、、、単単単単なるなるなるなる販売販売販売販売のみをのみをのみをのみを表表表表すものではすものではすものではすものでは    

    なくなくなくなく，，，，社会的社会的社会的社会的・・・・経済的背景経済的背景経済的背景経済的背景にににに適合適合適合適合させたさせたさせたさせた、、、、顧客顧客顧客顧客ののののニーズニーズニーズニーズのののの把握把握把握把握    

    からからからから製造製造製造製造・・・・流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売などのなどのなどのなどの一連一連一連一連のののの経営活動経営活動経営活動経営活動をををを指指指指しししし示示示示すすすす概念概念概念概念とととと    

    いえいえいえいえるるるる。。。。    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはとはとはとはとは[[[[[[[[ⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥ]]]]]]]]        
    

    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは，，，，売売売売れるれるれるれる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築するためのするためのするためのするための    

    戦略的戦略的戦略的戦略的かつかつかつかつ組織的組織的組織的組織的なななな一連一連一連一連ののののプロセスプロセスプロセスプロセスであるであるであるである。。。。    

    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは，，，，企業企業企業企業がががが行行行行うううう市場需要市場需要市場需要市場需要のののの創造創造創造創造・・・・開拓開拓開拓開拓・・・・    

    拡大拡大拡大拡大をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした活動活動活動活動のことでありのことでありのことでありのことであり，，，，よりよりよりより具体的具体的具体的具体的にはにはにはには    

    顧客顧客顧客顧客ニーズニーズニーズニーズをををを充足充足充足充足させるためのさせるためのさせるためのさせるための仕組仕組仕組仕組みづくりとみづくりとみづくりとみづくりと，，，，そのそのそのその仕組仕組仕組仕組    

    みにみにみにみに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行うううう市場活動市場活動市場活動市場活動・・・・市場実践市場実践市場実践市場実践をいうをいうをいうをいう。。。。    
        （（（（伊東光晴編伊東光晴編伊東光晴編伊東光晴編((((2004200420042004))))『『『『岩波岩波岩波岩波    現代経済学事典現代経済学事典現代経済学事典現代経済学事典』』』』岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店））））    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはとはとはとはとは[[[[[[[[ⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦ]]]]]]]]        

出所出所出所出所：：：：筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成。。。。    

    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは，，，，市場需要創造活動市場需要創造活動市場需要創造活動市場需要創造活動であるであるであるである。。。。    

MarketMarketMarketMarket((((市場市場市場市場)+)+)+)+inginginging((((発展発展発展発展・・・・進化進化進化進化のののの現在現在現在現在進行型進行型進行型進行型))))    

図図図図1111    現代市場現代市場現代市場現代市場をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くあらゆるくあらゆるくあらゆるくあらゆる構成要素構成要素構成要素構成要素    

  

MarketMarketMarketMarket    

顧客顧客顧客顧客・・・・消費者消費者消費者消費者 

株主株主株主株主・・・・投資家投資家投資家投資家 

地域社会地域社会地域社会地域社会 

消費者団体 

NGONGONGONGOととととNPONPONPONPO 

研究機関研究機関研究機関研究機関 事業事業事業事業パートナーパートナーパートナーパートナー 政府政府政府政府((((団体団体団体団体)))) 

大学大学大学大学 

国際的国際的国際的国際的コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ 競合企業競合企業競合企業競合企業    

環境保護団体環境保護団体環境保護団体環境保護団体 

業界団体業界団体業界団体業界団体 

経営者経営者経営者経営者・・・・従業員従業員従業員従業員 

取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業 

金融機関金融機関金融機関金融機関    

国際社会国際社会国際社会国際社会 

流通業者流通業者流通業者流通業者 

行政官庁 

税務当局 
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはとはとはとはとは[[[[[[[[ⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧ]]]]]]]]        

    

    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは，，，，４４４４ＰＰＰＰをををを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて，，，，    

    市場市場市場市場とのとのとのとの関係関係関係関係をををを最適化最適化最適化最適化することであるすることであるすることであるすることである。。。。    

    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとは，，，，３３３３ＣＣＣＣのすべてをのすべてをのすべてをのすべてを考慮考慮考慮考慮しししし，，，，
市場市場市場市場とのとのとのとの関係関係関係関係をををを最適化最適化最適化最適化することであるすることであるすることであるすることである。。。。    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとはとはとはとはとはとはとはとは[[[[[[[[ⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨ]]]]]]]]        
Marketing isMarketing isMarketing isMarketing is    
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44444444. . . . . . . . マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの重要性重要性重要性重要性重要性重要性重要性重要性        
 

 

 

企業企業企業企業のののの目的目的目的目的＝＝＝＝顧客顧客顧客顧客のののの創造創造創造創造であるであるであるである 

目的達成目的達成目的達成目的達成のためののためののためののための企業企業企業企業のののの基本的基本的基本的基本的なななな機能機能機能機能 

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション 

出所出所出所出所：：：：DruckerDruckerDruckerDrucker[[[[1954195419541954]]]], , , , 現代経営研究会訳現代経営研究会訳現代経営研究会訳現代経営研究会訳[[[[1987198719871987]]]]，，，，42424242----51515151ページページページページをををを基基基基にににに筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成。。。。    

""""The purpose of the business is to create customersThe purpose of the business is to create customersThe purpose of the business is to create customersThe purpose of the business is to create customers""""        

図図図図図図図図22222222        現代現代現代現代現代現代現代現代ののののののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの位置位置位置位置位置位置位置位置づけづけづけづけづけづけづけづけ        
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                AppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleののののののののコアコアコアコアコアコアコアコア製品製品製品製品製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド群群群群群群群群((((((((マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング++++++++イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション))))))))        

 iPod    
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                AppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleAppleののののののののコアコアコアコアコアコアコアコア製品製品製品製品製品製品製品製品ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド群群群群群群群群((((((((マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング++++++++イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション))))))))        

iPhoneiPhoneiPhoneiPhone    & & & & iPadiPadiPadiPad    
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                花王花王花王花王花王花王花王花王ヘルシアヘルシアヘルシアヘルシアヘルシアヘルシアヘルシアヘルシア((((((((マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング++++++++イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション))))))))        
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        図図図図図図図図33333333        マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドのののののののの位置位置位置位置位置位置位置位置づづづづづづづづけのけのけのけのけのけのけのけの変化変化変化変化変化変化変化変化        

MMMMarketing arketing arketing arketing & & & & BrandBrandBrandBrand    

PromotionPromotionPromotionPromotion    PricePricePricePrice    

Producroducroducroduc

tttt    
PlacePlacePlacePlace    

BrandBrandBrandBrand 

BrandBrandBrandBrand    

    PromotionPromotionPromotionPromotion    

ProductProductProductProduct    

PlacePlacePlacePlace    
PricePricePricePrice    

    

BrandBrandBrandBrand    

    PromotionPromotionPromotionPromotion    

PricePricePricePrice    

ProductProductProductProduct            PlacePlacePlacePlace    

    サブサブサブサブ・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクション        イコールイコールイコールイコール・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクション    
モアモアモアモア・・・・インポータントインポータントインポータントインポータント・・・・    
ファンクションファンクションファンクションファンクション 

メジャーメジャーメジャーメジャー・・・・    
ファンクションファンクションファンクションファンクション 

 PromotionPromotionPromotionPromotion    PricePricePricePrice    

ProductProductProductProduct    

PlacePlacePlacePlace    

BrandBrandBrandBrand    

    

出所出所出所出所：：：：恩蔵直人恩蔵直人恩蔵直人恩蔵直人[[[[2003200320032003]]]]，，，，8888ページページページページをををを基基基基にににに作成作成作成作成。。。。    
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                図図図図図図図図44444444        現代経営現代経営現代経営現代経営現代経営現代経営現代経営現代経営におけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるにおけるマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの位置位置位置位置位置位置位置位置づけづけづけづけづけづけづけづけ        

 

 

 

 

 

 

 

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    

生産生産生産生産 

人事人事人事人事 財務財務財務財務 

出所出所出所出所：：：：筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成。。。。    
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                日本企業日本企業日本企業日本企業日本企業日本企業日本企業日本企業にとってのにとってのにとってのにとってのにとってのにとってのにとってのにとってのマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの重要性重要性重要性重要性重要性重要性重要性重要性        
    

◆◆◆◆近年近年近年近年，，，，「「「「市場市場市場市場ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化がががが進進進進むむむむ中中中中でででで，，，，日本日本日本日本のののの企業企業企業企業がががが    

    『『『『技術技術技術技術でででで勝勝勝勝ってってってってビジネスビジネスビジネスビジネスでででで負負負負けるけるけるける』』』』というというというというパターンパターンパターンパターンがががが目立目立目立目立    

    つつつつ」」」」    というというというという課題課題課題課題がががが提起提起提起提起されているされているされているされている。。。。そのそのそのその端的端的端的端的なななな例例例例としてとしてとしてとして，，，，    

    ガガガガラパゴスラパゴスラパゴスラパゴス化化化化といわれといわれといわれといわれ独自独自独自独自のののの技術的成長技術的成長技術的成長技術的成長をををを遂遂遂遂げたげたげたげた日本日本日本日本
のののの携帯電話機携帯電話機携帯電話機携帯電話機がががが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。    

    

◆◆◆◆「「「「技術技術技術技術でででで勝勝勝勝ってってってってビジネスビジネスビジネスビジネスでででで負負負負けるけるけるける」」」」というというというというジレンマジレンマジレンマジレンマからからからから    

    抜抜抜抜けけけけ出出出出すためにはすためにはすためにはすためには    

    

                全社的全社的全社的全社的マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの考考考考ええええ方方方方がががが必要必要必要必要!!!!    
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        図図図図図図図図55555555        全社的全社的全社的全社的全社的全社的全社的全社的マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの考考考考考考考考ええええええええ方方方方方方方方        
全社的全社的全社的全社的マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    

 
 
 

    

１１１１．．．．トップトップトップトップ・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・チームチームチームチーム    

2222．．．．他他他他のののの各部門各部門各部門各部門ののののリーダーリーダーリーダーリーダー    

5555．．．．そのそのそのその他他他他のののの従業員従業員従業員従業員    

3333．．．．各部門各部門各部門各部門ののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとととと    

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション・・・・マネジャーマネジャーマネジャーマネジャー     

4444．．．．上記以外上記以外上記以外上記以外でででで顧客顧客顧客顧客をををを接接接接するするするする    

    主主主主なななな従業員従業員従業員従業員    

    

    

全社的全社的全社的全社的    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    
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図図図図図図図図66666666        対照的対照的対照的対照的対照的対照的対照的対照的なななななななな22222222つのつのつのつのつのつのつのつの経営経営経営経営経営経営経営経営スタイルスタイルスタイルスタイルスタイルスタイルスタイルスタイル        
 

 

 

出所出所出所出所：：：：石井石井石井石井[[[[2010201020102010]]]]，，，，16161616ページページページページをををを基基基基にににに筆者作成筆者作成筆者作成筆者作成。。。。    

米国米国米国米国    

企業企業企業企業    

米国米国米国米国    

企業企業企業企業    

軽装備軽装備軽装備軽装備のののの経営経営経営経営    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング中心中心中心中心のののの経営経営経営経営    

高収益率体質高収益率体質高収益率体質高収益率体質    

    
PPPP&&&&GGGG，，，，コカコカコカコカ・・・・コーラコーラコーラコーラ，，，，ナイキナイキナイキナイキ，，，，ギャップギャップギャップギャップ，，，，    

マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド，，，，ケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキン，，，，
スターバックススターバックススターバックススターバックス，，，，ディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランド，，，，    

マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト，，，，グーグルグーグルグーグルグーグルなどなどなどなど    

軽装備軽装備軽装備軽装備のののの経営経営経営経営    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング中心中心中心中心のののの経営経営経営経営    

高収益率体質高収益率体質高収益率体質高収益率体質    

    
PPPP&&&&GGGG，，，，コカコカコカコカ・・・・コーラコーラコーラコーラ，，，，ナイキナイキナイキナイキ，，，，ギャップギャップギャップギャップ，，，，    

マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド，，，，ケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキン，，，，
スターバックススターバックススターバックススターバックス，，，，ディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランド，，，，    

マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト，，，，グーグルグーグルグーグルグーグルなどなどなどなど    

日本日本日本日本    

企業企業企業企業    

日本日本日本日本    

企業企業企業企業    

重装備重装備重装備重装備のののの経営経営経営経営    

製造製造製造製造・・・・技術中心技術中心技術中心技術中心のののの経営経営経営経営    

低収益率体質低収益率体質低収益率体質低収益率体質    

    
トヨタトヨタトヨタトヨタ，，，，ホンダホンダホンダホンダ，，，，日産日産日産日産，，，，ソニーソニーソニーソニー，，，，    

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック，，，，キヤノンキヤノンキヤノンキヤノン，，，，ニコンニコンニコンニコン，，，，    

富士富士富士富士フィルムフィルムフィルムフィルムなどなどなどなど    

重装備重装備重装備重装備のののの経営経営経営経営    

製造製造製造製造・・・・技術中心技術中心技術中心技術中心のののの経営経営経営経営    

低収益率体質低収益率体質低収益率体質低収益率体質    

    
トヨタトヨタトヨタトヨタ，，，，ホンダホンダホンダホンダ，，，，日産日産日産日産，，，，ソニーソニーソニーソニー，，，，    

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック，，，，キヤノンキヤノンキヤノンキヤノン，，，，ニコンニコンニコンニコン，，，，    

富士富士富士富士フィルムフィルムフィルムフィルムなどなどなどなど    
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                55555555. . . . . . . . マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング論論論論論論論論をををををををを学学学学学学学学ぶぶぶぶぶぶぶぶ意義意義意義意義意義意義意義意義についてについてについてについてについてについてについてについて        

    

    

・・・・我我我我々々々々をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく周囲周囲周囲周囲のののの環境環境環境環境をををを見見見見るとるとるとると，，，，家家家家のののの中中中中でもでもでもでも，，，，家家家家のののの    

    外外外外でもでもでもでも，，，，何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで，，，，現代企業現代企業現代企業現代企業がががが行行行行ううううマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    

    活動活動活動活動にににに多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを受受受受けているけているけているけている。。。。    

    

・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングはははは，，，，ますますますますますますますます競争競争競争競争がががが激激激激しくしくしくしく行行行行われるわれるわれるわれる現代現代現代現代    

    社会社会社会社会においてにおいてにおいてにおいて我我我我々々々々((((個人個人個人個人またはまたはまたはまたは組織組織組織組織))))がががが生生生生きききき残残残残るるるる，，，，またはまたはまたはまたは    

    勝勝勝勝ちちちち残残残残るうえでるうえでるうえでるうえで，，，，必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なななな戦略的装置戦略的装置戦略的装置戦略的装置であるであるであるである。。。。    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング((((((((論論論論論論論論))))))))をををををををを学学学学学学学学ぶぶぶぶぶぶぶぶ意義意義意義意義意義意義意義意義とはとはとはとはとはとはとはとは        

    

現代人現代人現代人現代人としてとしてとしてとしてマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング論論論論をををを学学学学ぶぶぶぶ意義意義意義意義        

・・・・人人人人々々々々とととと効率効率効率効率よくよくよくよくコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを行行行行うためにうためにうためにうために    

・・・・スマートスマートスマートスマートにににに暮暮暮暮らすためにらすためにらすためにらすために    

    

現代企業現代企業現代企業現代企業としてとしてとしてとしてマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング論論論論をををを学学学学ぶぶぶぶ意義意義意義意義    

・・・・競合他社競合他社競合他社競合他社とととと差別化差別化差別化差別化をををを図図図図るためにるためにるためにるために    

・・・・顧客顧客顧客顧客をををを満足満足満足満足させさせさせさせ，，，，顧客創造顧客創造顧客創造顧客創造することによりすることによりすることによりすることにより，，，，顧客顧客顧客顧客のののの長期長期長期長期    

    的的的的なななな関係関係関係関係をををを構築構築構築構築・・・・強化強化強化強化するするするする((((企業収益企業収益企業収益企業収益をををを最大化最大化最大化最大化するするするする))))    

    ためにためにためにために    
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののののののの天才天才天才天才天才天才天才天才        
AppleAppleAppleApple    

スティーブスティーブスティーブスティーブ・・・・ジョブズジョブズジョブズジョブズ    

    



38 

ＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅのののののののの理念理念理念理念理念理念理念理念        

        クレージークレージークレージークレージーなななな人人人人たちがいるたちがいるたちがいるたちがいる。。。。    

    

反逆者反逆者反逆者反逆者、、、、厄介者厄介者厄介者厄介者とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる人人人人たちたちたちたち。。。。    

    

四角四角四角四角いいいい穴穴穴穴にににに丸丸丸丸いいいい杭杭杭杭をををを打打打打ちちちち込込込込むようにむようにむようにむように物事物事物事物事をまるでをまるでをまるでをまるで違違違違うううう目目目目でででで見見見見るるるる人人人人たちたちたちたち。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらは規則規則規則規則をををを嫌嫌嫌嫌うううう。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらは現状現状現状現状をををを肯定肯定肯定肯定しないしないしないしない。。。。    
    

彼彼彼彼らのらのらのらの言葉言葉言葉言葉にににに心心心心をうたれるをうたれるをうたれるをうたれる人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。    

    

反対反対反対反対するするするする人人人人もももも、、、、賞賛賞賛賞賛賞賛するするするする人人人人もももも、、、、けなすけなすけなすけなす人人人人もいるもいるもいるもいる。。。。    

    

しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを無視無視無視無視することはすることはすることはすることは、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも出来出来出来出来ないないないない。。。。    
    

なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは物事物事物事物事をををを変変変変えたからだえたからだえたからだえたからだ。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらは人間人間人間人間をををを前進前進前進前進させたさせたさせたさせた。。。。    

    

彼彼彼彼らはらはらはらはクレージークレージークレージークレージーとととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは彼彼彼彼らをらをらをらを天才天才天才天才だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

    

自分自分自分自分がががが世界世界世界世界をををを変変変変えられるとえられるとえられるとえられると、、、、本気本気本気本気でででで信信信信じるじるじるじる人人人人たちこそがたちこそがたちこそがたちこそが本当本当本当本当にににに世界世界世界世界をををを変変変変えているのだからえているのだからえているのだからえているのだから........    

『Think DifferentThink DifferentThink DifferentThink Different』 

AppleAppleAppleApple    
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Mind shiftMind shiftMind shiftMind shiftMind shiftMind shiftMind shiftMind shift        

 

 

 

 

 今日からマーケティング的な発想で 

 世の中の出来事を観察しましょう! 
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おわりおわりおわりおわりおわりおわりおわりおわり        

ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！！！！    

またまたまたまた，，，，来週来週来週来週おおおお会会会会いしましょういしましょういしましょういしましょう！！！！    


