
【定員】 30名

※最少催行人数に達しない場合、講座が開催されないことがあります。

2014 MCCA マーケター養成講座

講座の特徴

セミナー概要

【日程】 全4日間のプログラム

【会場】

築地明石町オープンアカデミー www.openacademy.jp/

東京都中央区明石町11-15 ミキジ明石町ビル ３F

東京メトロ日比谷線 築地駅３・４番出口より徒歩３分

・企画開発に携わる女性マーケター（経験が浅くても大丈夫）

・マーケティングの基本、企画の基本を学びたい、または学び直したい女性

・企業内だけでなく、社外に仲間を作りたい女性マーケター

このような方に
受講を

お勧めします

TEL:03-3297-3141 FAX:03-3297-3810

お問い合わせ先

E-mail / mcca@marketing.or.jp

〒104-0041 東京都中央区新富1-8-2，4F

一般社団法人マーケティング共創協会

1957年設立の販売実務協会の志を引き継ぎマーケティング共創協会は活動しています

本講座へのお申込みは、下記ホームページからアクセス。

http://www.marketing.or.jp/

第40期 女性マーケター養成講座
商品開発の流れに沿ったマーケティングの基礎知識の習得から
使えるマーケティング技術の獲得まで！ SWOT*徹底実習。
実務家からの学びと仲間との共有・共感の体験で仕事に自信をつける4日間。

基礎

コース

【受講料】

■CMSメンバー ：１名 97,200円

■一 般 ：１名 116,640円

※同一企業、2名以上のご参加の場合はご相談ください。

1 現場現場現場現場でででで活活活活かせるかせるかせるかせる「「「「商品開発商品開発商品開発商品開発におけるマーケティングのにおけるマーケティングのにおけるマーケティングのにおけるマーケティングの役割役割役割役割」」」」をををを学学学学ぶぶぶぶ基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座

マーケティングの基礎知識と商品開発のプロセスを一緒に理解することで、実際に商品開発を行う際に活用

できる理論を学習します。商品開発を成功させるために「役立つ力」が身につきます。

2
マーケティングはマーケティングはマーケティングはマーケティングは知識知識知識知識ではではではではなくなくなくなく戦略戦略戦略戦略ツールツールツールツール！！！！ 企業企業企業企業コンサルタントのコンサルタントのコンサルタントのコンサルタントの実践的演習実践的演習実践的演習実践的演習

企業のコンサルティングの現場に立つ講師が事例を交え、実務的に「SWOT分析」の使いこなし方を指導します。

また、マーケターとしてのものの見方、見えたものから時代の変化を読み解くアプローチについても、ワークショップ

を通してお伝えします。

3 ヒットヒットヒットヒット商品商品商品商品をををを開発開発開発開発したしたしたした女性女性女性女性マーケターのマーケターのマーケターのマーケターの講演講演講演講演

カルビー株式会社「フルグラ」のマーケティング担当者から、大ヒット商品の育成秘話やマーケティング現場での

壁の克服経験を聞くことができます。さらに、参加者同士の気づきや考えをグループディスカッションします。

講師プロフィール

高橋真実 氏
アジルコンサルティング主宰

慶應義塾大学文学部史学科

卒業後、アルパイン株式会社

において商品企画部門初の

マーケティングリサーチ専門スタッフとな

る。日本オリエンテーション株式会社を経

て、デロイトトーマツコンサルティング、アー

サーアンダーセンにおいて、経営戦略、業務

改革などのコンサルティングに従事。

2000年、子供の誕生を機に独立。

マーケティング戦略、ブランドマネジメン

トを中心としたコンサルティングを展開。

私立学校の学校ブランディングのコンサル

ティングにも活動の範囲を広げている。

山本奈央 氏
名古屋市立大学大学院

経済学研究科 専任講師

2009年神戸大学大学院

経営学研究科修了 博士(商学)

東京国際大学商学部専任講師を経て、

2011年4月より現職。専門はマーケティング、

消費者行動。現在の研究課題は、ウェブサイト

のマーケティング効果に関する研究、ならびにブ

ランドコミュニティの効果に関する研究。

『１からの商品企画』西川英彦・廣田章光

編著(碩学舎)で、第2章インタビュー法の執

筆を担当。

マーケティングとは企業と消費者、消費者間で

のコミュニケーションを扱う学問である、と

いうのがモットー。

第第第第IIII部部部部 探索的調査探索的調査探索的調査探索的調査

第1章 商品企画プロセス：ライオン「トップ ナノックス」

第2章 インタビュー法：資生堂「マジョリカマジョルカ」

第3章 観察法：IDEO「ATM」

第4章 リード・ユーザー法：フェリシモ「生活雑貨大賞」

第第第第IIIIIIII部部部部 コンセプトデザインコンセプトデザインコンセプトデザインコンセプトデザイン

第5章 アイデア創出：TOTO「クラッソ」

第6章 コンセプト開発：ｴｰｽｺｯｸ「JANJANソース焼きそば」

第7章 プロトタイピング：IDEO「ショッピング・カート」

第第第第IIIIIIIIIIII部部部部 検証的調査検証的調査検証的調査検証的調査

第8章 市場規模の確認：ロッテ「Fit's」

第9章 競合・技術の確認：ホンダ「CR-Z」

第10章 顧客ニーズの確認：ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ「C1000ﾋﾞﾀﾐﾝﾚﾓﾝｺﾗｰｹﾞﾝ」

第第第第IVIVIVIV部企画書作成部企画書作成部企画書作成部企画書作成

第11章 販促提案：サントリー「ハイボール」

第12章 価格提案：パステル「なめらかプリン」

第13章 チャネル提案：花王「ヘルシア緑茶」

第14章 企画書作成：フジッコ「フルーツセラピー」

第15章 プレゼンテーション：グリコ「メンズポッキー」

使用使用使用使用テキストテキストテキストテキスト：：：：西川西川西川西川英彦英彦英彦英彦・・・・廣田章光廣田章光廣田章光廣田章光((((編著編著編著編著))))『『『『１１１１からのからのからのからの商品企画商品企画商品企画商品企画』』』』((((碩学舎碩学舎碩学舎碩学舎))))

※ランチタイムもコミュニケーションの場に！

●昨年、半日×５日間で行ったプログラムを、４日間のプログラムに変更いたしました。

日数は減りましたが、一日プログラムを３日間行うことで時間数としては拡大しました。

●時間枠を拡大したことで、ワークショップの時間も多めに確保。

時間に追われずに、メリハリのついたプログラム運営が可能になりました。

●一日プログラムにしたことで、ランチタイムを参加メンバーで一緒に過ごして頂けます。

参加メンバー同士の情報交換や意見交換に活用して頂けます。

※昼食は事務局で準備いたします。

●初日と最終日に、懇親会を行います。

お互いに知り合って、意見を交換できるように垣根をなくします。

ワークショップでのグループもメンバーが途中で変わるので、様々な人との交流がで

きます。最終日の懇親会は、昨年までのOGも参加します。

(テキスト代・消費税込。

10/17、 10/31、 11/14 昼食付昼食付昼食付昼食付)

★充実のプログラム構成

昨年参加者の声が

ホームページに

掲載されています。

10:30 13:30 17:30

１０月  ３日（金）

１０月１７日（金）

１０月３１日（金）

１１月１４日（金）

懇親会

懇親会

一般社団法人マーケティング共創協会（ＭＣＣＡ)

*ＳＷＯＴ（スウォット）

強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)

機会 (Opportunities)、脅威 (Threats)の

頭文字を組合せた短縮語

第39期 女性マーケター養成講座（2013年）



マーケティング基礎講座ⅠⅠⅠⅠ＆
SWOT徹底活用ワークショップⅠⅠⅠⅠ

10月3日(⾦)
13:30〜17:30

●商品開発に使える！マーケティングの知識Ⅰ 13:40~15:50
講師：⼭本奈央 氏(名古屋市⽴⼤学 ⼤学院経済学研究科)

10月31日(⾦)
10:30〜17:30

実務家から学ぶ ＆
SWOT徹底活用ワークショップⅢⅢⅢⅢ

11月14日(⾦)
10:30〜17:30 感性⼒養成ワークショップ ＆ 自分SWOT

●感性⼒養成ワークショップ 10:30~14:00
講師：高橋真実 氏(アジルコンサルティング)

10月17日(⾦)
10:30〜17:30

マーケティング基礎講座ⅡⅡⅡⅡ＆
SWOT徹底活用ワークショップⅡⅡⅡⅡ

第40期 女性マーケター養成講座プログラム
グループ演習やディスカッションを通じ、様々な業種の
マーケターの方々と意見交換することで、自信を得たり、
様々な業種に人脈作りができます。

大きな視点で体系的に捉える訓練をすることで、女性が
陥りやすい罠を克服。女性ばかりだからこそ、女性の弱点
にしっかり焦点が当てられます。

ダイバーシティを望む企業において、女性の活躍は企業
の成長に大きな影響があります。企業で活躍できる女性
の人材育成に役立ちます。

●SWOT徹底活用ワークショップⅠ 16:00~17:30
講師：高橋真実 氏(アジルコンサルティング)

●商品開発に使える！マーケティングの知識Ⅱ 10:30~14:30
講師：⼭本奈央 氏(名古屋市⽴⼤学 ⼤学院経済学研究科)

SWOT分析の手法を学び、使いこなすためのポイントをつかむと同時に、マーケターとしての基本的なふるまいと

は何かを学ぶ

�“気づき、読み解き、発見するためのツール”としてのSWOT分析の基本的考え方、手法を学ぶ。

�マーケターにとってアクティブに使いこなせるツールを持つことの重要性を知る。

�事例をベースにツールの使いこなし方を学ぶ中で、マーケターとして必要なふるまいを学ぶ。

●SWOT徹底活用ワークショップⅡ 14:45~17:30   
講師：高橋真実 氏(アジルコンサルティング)

SWOT分析から戦略シナリオ構築までの演習を通じてツールの理解を深め、自分化する。

�グループごとにテーマ商品を決め、SWOT分析を実施し、その結果から戦略シナリオを考える。

�戦略シナリオをプレゼンテーションし、意見交換を行う。実践を通して、プレゼンテーションの留意点についても学ぶ。

カルビー株式会社
網干弓子 氏 プロフィール
1974年生まれ。1997年神戸大学農学部卒業

同年、カルビー株式会社に入社。

当初は清原工場にてシリアルの品質PJに所属し、1998年より商

品部（現マーケティング本部）にて野菜系スナックを担当した後、

2005年よりJagabeeカンパニーマーケティングチーム（現マーケティ

ング本部Jagabee事業部）にて商品コンセプトから上市までの

マーケティングを担当。

2011年から1年間、育児休暇を取得し復帰。

現在はマーケティング本部フルグラ事業部にて、「フルグラ」の

マーケティング担当として活動中。スナック菓子のカルビーから

更なる成長を遂げるために、シリアルである「フルグラ」の朝食市

場でのブランド確立に向け日々取り組んでいる。

現在、子育てと仕事の両立中。

●⼥性マーケター養成講座開催に向けて 13:30~13:40
武内 美奈(マーケティング共創協会 理事⻑)

マーケティングリサーチ、コンセプト開発におけるポイントを学ぶ。

グループワークを通じ、「うまくいく」商品開発のコツを学ぶ。

�ヒット商品の開発プロセスとは？ ライオン トップナノックスの事例から

�商品開発に使える！ マーケティングリサーチの知識

�商品開発に使える！ コンセプト開発の知識

�テーマに沿って、商品開発におけるアイディア創出、コンセプト開発について分析

市場導入、発売後のマーケティング施策、ブランド管理におけるポイントを学ぶ。

グループワークを通じ、商品開発の「知識」を明日実践できるようになる。

�商品開発に使える！市場導入、発売後のマーケティング施策に関する知識

�商品開発に使える！ブランド管理に関する知識

�自社の商品開発について、商品開発プロセスに沿って分析しグループディスカッション。

同じ悩みを持つ女性マーケター同士だからできる課題解決に取り組む。

●実務家から学ぶ
2012年、2013年と2年連続、

約150％の飛躍的成長を続けてきた

カルビー「フルグラ」 。

「フルグラ」が挑んだ朝食市場開拓への

チャレンジについて、その方法と経験を

お話しします。

また、自身の経験からこれからのワーク

ライフバランスについても皆さんと一緒に

考えます。

【【【【アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ】】】】

１. 「フルグラ」の生い立ち

２. 「フルグラ」のブランド戦略

３. 朝食といえば「フルグラ」を目指して、これからの「フルグラ」

10:30~14:00

※網干講師もランチタイム参加

●SWOT徹底活用ワークショップⅢ 14:45~17:30

●自分SWOT 14:15〜17:00
養成講座を通して気づいたこと、学んだことを振り返りながら、自分自身のSWOT分析を行い、

５年後の自分を見据えた戦略シナリオを策定し、プレゼンテーションを行う。

“新たな価値の創造＝イノベーション”に必要な、市場・生活者の“変化”をとらえるための感性力を高める訓練。

身近な素材の中から、気になる点を見つけ出し、そこにどのような本質があるかを探り出す。

�ただ見るのではなく、マーケターとして“変化”を引き抜くための気づきを得る“見方”を学ぶ。

�“気づき”から、その底流にある時代の変化の潮流、その予兆を読み解き、商品開発に生かすためのアプローチを学ぶ。

●最後のまとめ 17:00〜17:30
今後の皆さんの活躍に向けて、講師からのエールも含め、最後のまとめをする。

18:00～20：00
懇親会

任意参加・参加費別

※12：00～13：00のランチタイムを挟む ※12：00～13：00のランチタイムを挟む

※12：00～13：00のランチタイムを挟む

18:00～20：00
懇親会

任意参加・参加費別

「実務家から学ぶ」の事例をSWOT分析のフレームに落とし込む

�実務家の視点や発想から学ぶと同時に、自分たちならどのような戦略シナリオを考えるかを検討する。

�各グループで、今後の商品開発戦略を立ててみる。

�SWOT分析を繰り返すことにより、ツールとしてのSWOT分析を自分化する。


