
【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ございます

この講座の特徴

セミナー概要

【日程】 全4日間のプログラム

【会場】

・・・・企業企業企業企業でででで企画開発企画開発企画開発企画開発のののの仕事仕事仕事仕事にににに携携携携わるわるわるわる女性女性女性女性マーケターマーケターマーケターマーケター（（（（経験経験経験経験がががが少少少少なくてもなくてもなくてもなくても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫））））

・マーケティングの・マーケティングの・マーケティングの・マーケティングの基本基本基本基本、、、、企画企画企画企画のののの基本基本基本基本をををを学学学学びたいびたいびたいびたい、、、、またはまたはまたはまたは学学学学びびびび直直直直したいしたいしたいしたい女性女性女性女性

・・・・企業内企業内企業内企業内だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、社外社外社外社外にににに仲間仲間仲間仲間をををを作作作作りたいりたいりたいりたい女性女性女性女性マーケターマーケターマーケターマーケター

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41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へ！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。

基礎基礎基礎基礎

コースコースコースコース

【受講料】
■CMSメンバー：１１１１名名名名 97,20097,20097,20097,200円円円円（（（（税込税込税込税込））））

（受講料 90,000円 ＋ 消費税 7,200円）

■一 般 ： １１１１名名名名116,640116,640116,640116,640円円円円（（（（税込税込税込税込））））

（受講料 108,000円 ＋ 消費税 8,640円）

1 山本講師の「商品開発におけるマーケティングの役割」を学ぶ基礎講座
「商品開発の現場で活かせるマーケティングの基礎知識」を解説して頂きます。
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
「この理論が使えるな！」ということを学習します。商品開発の成功の確率をあげるために、役⽴つ
「⼒」を身につける講座です。ワークショップを通じ実践的に考える⼒を付けて頂きます。

2
マーケティングは知識ではなく武器だ！コンサルタント高橋講師の実践的演習
「SWOT分析」に注目し、知識としてではなく戦略⽴案に使えるツールとして徹底的に
身につけて頂きます。
企業や学校のコンサルティング現場に⽴つ高橋講師が、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、繰り返し⾏うワークショップを通して、お伝えします。グループディスカッションの時間が
たっぷりありますので、他社の開発者の視点を学び、新たな気づきも得られます。

3 実務家講師のリアルな講義！仕事現場での⼥性マーケターの在り⽅を学ぶ
実務家(元㈱タカラトミーアーツの「⼈⽣銀⾏」開発者遠藤千咲氏と、森永製菓㈱「R姉」の仕掛け⼈寺内理恵氏)
を招き、ヒット商品の育成から、お客様や流通へのコミュニケーションの⼯夫など、マーケティング現場で
の面白い取り組みや感じた課題、モチベーションをお話し頂きます。その講義を受けて受講者同士で気づき
や感じたことをディスカッションして頂きます。

講師プロフィール

第I部探索的調査
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II部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III部検証的調査
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ズ「C1000ﾋﾞﾀﾐﾝﾚﾓﾝｺﾗｰｹﾞﾝ」
第IV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」

使用テキスト

※ランチタイムも大事なコミュニケーションの場に！

� マーケティング基礎から、最新のマーケティング情報まで勉強になりました。ＳＷＯＴ（⽅法論）より「チームで協⼒して課題を解決する⽅法」を
取得できるよい機会となりました。

� 初⼼者でも経験者でも後悔しない講座だと思います！グループワークや発表が苦⼿な⽅でも⼥性だけという話しやすい雰囲気なので楽しみながら
できると思います。また、自社以外で同じマーケター・開発者という仲間（友達？）ができるので、自分の世界も広がるかと思います。この講座が
ちょっとでも気になったのなら、受講をおススメします！（食品）

� 充実した時間が過ごせました。ただ講義を聞くだけの講座ではなく、参加型でより理解も深まった。特に、参加者同⼠で話す時間も多く、違う業界
の⽅とでは全く違った視点で物事をとらえており、とても勉強になりました。また、皆さんの情報量が多い！もっと自分もアンテナを張って⽇々⽣活を
送らなければ、と感化されました。（自動⾞）

� 毎回、ワークショップがあったのがよかった。グループで意⾒を交換することにより、⾊々な意⾒を聞けることができてよかった。社内でも、チーム内での
意⾒交換を大事にしたいと改めて思いました。（食品）

� 次回受講される皆さんへ 「思ったことは⾔葉に発するべし！」「勉強しに来ているので恥ずかしがらず発⾔すること！」「チームで話し合うことで⽣まれ
るアイディアもある！」（食品）

� 最後の発表の中でも、「⼥性マーケーターが少ない。」「仕事と家庭、⼦育てを両⽴している⼈が少ない。」
という社内関係の中で、世の中の⼥性マーケーターと出会える良い機会となりました。（食品）

� マーケティング初⼼者でもとても分かりやすく、そして質問や発⾔をしやすいアットホームな雰囲気の講義だと
感じました。なかなか他社の⽅と利害関係を考えずに作るコミュニティは社会⼈になってから難しいと感じて
いましたが、この講義で知り合った⽅々はお互いに切磋琢磨できる仲間になりうると感じています。
同じ⼥性ですが、皆さんの内から溢れる情熱と意欲が伝わってきて、自分も襟を正す思いです。（住宅）

※本講座は、初日を除き昼食付きです。

※同一企業、2名以上のご参加の場合はご相談ください。

★昨年の参加者からの声（⼀部）

ここに載せられなかった
声も含めて、昨年参加者の
声がホーページに
掲載されています。 10:30 13:30 17:30

１０月  ２日（金）

１０月１６日（金）

１０月２３日（金）

１１月  ６日（金）

懇親会

懇親会

是非！参加者の声を読んでみてください！(裏⾯）

MCCAマーケター養成講座

このような⽅に
受講を

お勧めします

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㈱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㈱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年神⼾大学大学院
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』⻄川英彦・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。

築地明石町築地明石町築地明石町築地明石町オープンアカデミーオープンアカデミーオープンアカデミー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

2012年から3年間の参加企業（48社 68名）
㈱アイ・キューブ/㈱アイビー化粧品/赤城乳業㈱/アサヒ飲料㈱/伊藤忠食
品㈱/江崎グリコ㈱/㈱エフワークス/小川⾹料㈱/オタフクソース㈱/オルビス
㈱/カルビー㈱/カルピス㈱/キーコーヒー㈱/キリン㈱/クラシエホームプロダクツ
㈱/コカ･コーラカスタマーマーケティング㈱/寿精版印刷㈱/三幸製菓㈱/サン
トリー食品インターナショナル㈱/正田醤油㈱/昭和産業㈱/ゼリア新薬工業
㈱/㈱千趣会/ソントン食品工業㈱/⾼砂⾹料工業㈱/㈱デンソー/㈱ナリス
化粧品/⽇清シスコ㈱/㈱はくばく/㈱バンダイ/㈱ファンケル/プリマハム㈱/フ
レッシュ・フード・サービス㈱/㈱ポーラ/マックス㈱/㈱マンダム/三菱電機㈱/㈱
明治/㈱メタボリック/森永乳業㈱/有楽製菓㈱/レンゴー㈱/㈱ロッテアイス
/YKK AP㈱ （五十音順）

TEL:03-3297-3141FAX: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

2015⼥性マーケター養成講座



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

10101010月月月月 2222日日日日((((金金金金))))

13:3013:3013:3013:30～～～～17:3017:3017:3017:30

●商品開発に使える！マーケティングの知識ⅠⅠⅠⅠ 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)

10101010月月月月23232323日日日日((((金金金金))))

10:3010:3010:3010:30～～～～17:30 17:30 17:30 17:30 

実務家から学ぶ
①「R姉」 森永製菓㈱ 寺内理恵⽒
②「⼈⽣銀⾏」元㈱タカラトミーアーツ 遠藤千咲⽒

11111111月月月月 6666日日日日((((金金金金))))

10:3010:3010:3010:30～～～～17:30 17:30 17:30 17:30 

実務家事例SWOT＆感性⼒養成ワークショップ

●感性⼒養成ワークショップ 14:00〜15:00

10101010月月月月16161616日日日日((((金金金金))))

10:3010:3010:3010:30～～～～17:30 17:30 17:30 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

⼥性マーケター養成講座
のメリット

●SWOT徹底活用ワークショップ-ⅠⅠⅠⅠ 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ⅡⅡⅡⅡ 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-ⅡⅡⅡⅡ 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。

プロフィール
2002年 慶應義塾大学文学部卒
同年 森永製菓㈱入社。広報・菓⼦マーケを
経て2006年から冷菓マーケティング部にて
アイスの商品企画・開発を⾏う傍らツイッター
のアイス公式アカウントを⽴上げ、積極的に
コミュニケーションを図る。
チーズスティック、アイスボックス濃い果実氷
にて社内の社⻑賞銅賞を受賞。
現職中に⽴教大学大学院にてＭＢＡ修了。2015年4月から商品開発の
経験を活かし、戦略広報の実現に向けて奮闘中。

●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)

商品開発に必要なマーケティング基礎知識（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

商品開発に必要なマーケティング基礎知識（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。
同じ悩みを共有する⼥性マーケター同士だからこその課題解決に取り組みます。

入社2年目で菓⼦マーケ担当になり、その後冷菓マーケ担当として
チーズスティックやアイスボックス濃い果実氷に携わって来られ
ました。そのマーケ担当として苦労したこと、その後どういう風
に⾃分を磨いたか、どういう点に注意して商品開発を⾏い社内の
説得を試みたかなどについて担当した商品を例にとりながらお話
し頂きます。また、現在広報担当として、広告予算が少ない中で、
どうやって興味をもってもらうかについて評判になった
ツイッターの事例でご解説頂きます。広報の仕事を通じ
今後のマーケターに期待することや広報の活用について
感じておられることをお話し頂きます。

10:30~14:00

※ランチタイムを挟む。講師も一緒にランチを取って頂きます

●SWOT徹底活用ワークショップ-ⅢⅢⅢⅢ 10:30〜14:00
「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。

●自分SWOT 15:15〜17:00
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。最後に全員が、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

今後のみなさんの活躍に向けて、講師からエールも含めた、最後のまとめをして頂きます。

18:00～20：00

初回懇親会

費用別途

※12:00〜13:00のランチタイムを挟む

講師：高橋真実⽒(アジルコンサルティング)

①森永製菓㈱
「R姉」 寺内理恵⽒

プロフィール
2005年 武蔵野美術大学卒。
㈱タカラトミー・㈱タカラトミーアーツにておもちゃ、
⽣活雑貨の商品企画、商品開発を⾏う。開発分野は、
貯⾦箱、目覚まし時計、シニア向けのお⼈形、
調理トイなど。
液晶画面に住んでいる貯⾦箱の住⼈を貯⾦で育てる
液晶付貯⾦箱「⼈⽣銀⾏」のヒットを受け、
日経WOMANが主催する「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2008」
総合９位、ヒットメーカー部門2位を受賞。2014年独⽴。
毎日を楽しくするものづくり、ことづくりをしたい、という気持ちで
プランナー・ものづくりディレクターとして「つくろう」の活動をスタート。

14:30~17:00

②元㈱タカラトミーアーツ
「⼈⽣銀⾏」企画者遠藤千咲⽒

※12:00〜13:00のランチタイムを挟む

大大大大きなきなきなきな視点視点視点視点でででで体系的体系的体系的体系的にににに捉捉捉捉えるえるえるえる訓練訓練訓練訓練をををを
するするするすることでことでことでことで、、、、女性女性女性女性がががが陥陥陥陥りやすいりやすいりやすいりやすい罠罠罠罠をををを克服克服克服克服。。。。
女性女性女性女性ばかりだからこそばかりだからこそばかりだからこそばかりだからこそ、、、、女性女性女性女性のののの弱点弱点弱点弱点にににに
しっかりしっかりしっかりしっかり焦点焦点焦点焦点がががが当当当当てられますてられますてられますてられます。。。。

ダイバーシティをダイバーシティをダイバーシティをダイバーシティを望望望望むむむむ企業企業企業企業においてにおいてにおいてにおいて、、、、
女性女性女性女性のののの活躍活躍活躍活躍はははは企業企業企業企業のののの成長成長成長成長にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響
ががががありますありますありますあります。。。。企業企業企業企業でででで活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる女性女性女性女性のののの
人材人材人材人材育成育成育成育成にににに役立役立役立役立ちますちますちますちます。。。。

グループグループグループグループ演習演習演習演習やディスカッションをやディスカッションをやディスカッションをやディスカッションを通通通通じじじじ、、、、
様々様々様々様々なななな業種業種業種業種のマーケターののマーケターののマーケターののマーケターの方々方々方々方々とととと意見意見意見意見
交換交換交換交換することですることですることですることで、、、、自信自信自信自信をををを得得得得たりたりたりたり、、、、様々様々様々様々なななな
業種業種業種業種にににに人脈作人脈作人脈作人脈作りりりりができますができますができますができます。。。。

入社１年目で企画をした液晶画面付き貯⾦箱「⼈⽣銀⾏」が
シリーズ累計45万個出荷の大ヒット。日経WOMAN主催「ウーマン
・オブ・ザ・イヤー2008」を最年少で受賞されました。
現在は独⽴してフリーの商品企画・開発者に。商品開発における
悩みを解決してヒット商品を⽣んだ経験談をお話頂き、商品開発
を楽しく続けるコツ、楽しくアイデアを出すための⼯夫など、
今でも実践しておられる手法をご披露頂きます。

18:00～20：00

終了懇親会

費用別途

2015⼥性マーケター養成講座


