
E-mail/mcca@marketing.or.jp 
TEL:03-3297-3141FAX:03-3297-3810 

【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】 3日間(10/27,11/10,11/25)+1日のプログラム 

【会場】 

・企業で企画開発の仕事に携わる女性マーケター（経験が少なくても大丈夫！） 

・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 

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42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、 
仲間との共有・共感の体験で、仕事の自信とやる気を高める3日間。 
+ 実務家からの学びと仲間を得る1日（実務家2名の講演と全体交流会） 

基礎
コース 

【受講料】 

1 流通科学大学 森藤講師の「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 

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SWOT実践的演習 

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 

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 

 自分なんかが参加して大丈夫かなと不安に思っている方へ！絶対大丈夫!!参加時と終了時では明らかに成長を感じる時間を過ごせます!!(薬品) 
 開講前は「営業職が参加して大丈夫かな…」と不安でしたが、この講座に職種は関係ないなーと実感しています。世の中の流れと自社＆競合の状況を組み

合わせて戦略を立てていくのはマーケティング職だけではありませんし、前向きに真剣に仕事に取り組む他社の女性(それも大勢！) と交流できる貴重な機会
でした！(情報) 

 今回セミナーを受講し、マーケターの役割とは何か、どうやって戦略を導きだすのかを学び、今後その知識は経験を増やさなくてはいけないと痛感した部分が大
きかったです。また普段出会えない異業種の、マーケターの方々と交流し、ディスカッションする場はなかなか出来ない貴重な場だと感じました。いろいろな意見、
視点からの考え方があることを改めて知り、とても勉強になった4日間でした。(包材) 

 講師の方々、参加者の皆様がとても気さくで、なおかつ頭の切れる方ばかりで、なにより１人１人を大事にしてくれます。ここで出会った仲間との＜縁＞を大
切にこれからも皆さんと繋がっていたいです。また、講座終了後に開催されている異業種交流会では、過去セミナーに参加された方々と集い、和気藹々と意
見交換ができるので、気軽に、安心して参加ができます。アイディアや考え出しに煮詰まった時、色んな方々の意見を聞きたい時はもちろんですが、仲間に近
況報告をするコミュニティの場としても、活用したいです。(建材) 

 講義の内容はもちろんですが、グループワークが中心だったため、女性ならではの情報やトレンドなどについても 
幅広く話ができた点が良かったです。業界をしぼらず、様々な分野で活躍されている方と話すことで、自分の 
偏った考えがほぐされていく感覚がありました。また、講座の間隔にスパンはあるものの、約1か月継続して 
全4回講座を受けることで、会社での通常業務に戻っても講座の内容を思い返して取り入れることが 
できました。(食品) 

※本講座は、テキスト費と初日を除いて３回の昼食付きです。 
※4日目の費用には、交流会費用が含まれています。 
※同一企業、2名以上のご参加の場合はご相談ください。 
※OG参加の方は、受講年度をお知らせください。 

★昨年の参加者からの声（ごく一部！） 

ここに載せられなかった声
も含めて、これまでの参加
者の声がホーページに 
掲載されています。 

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。 

森藤 ちひろ 氏 

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 

2012年から4年間の参加企業（五十音順） 54社 84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㈱/カイゲンファーマ㈱/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㈱/㈱クレハ /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/㈱ゼンショーホールディン
グス/㈱ゼンリン/ソントン食品工業㈱/大日本印刷㈱/高砂香料工業㈱/㈱デンソー /東レ㈱/㈱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㈱ /朋和産業㈱/㈱ポーラ/ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱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㈱   

お問い合わせ先 

〒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 

2016女性マーケター養成講座 

女性マーケター養成講座 
卒業生のみなさん 
朗報です！ 

4日目の「実務家に学ぶ」回
の参加費は 

交流会費込み！です 

「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。 

「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。 

実務家(㈱ロッテの「乳酸菌ショコラ」開発者 犬飼美穂子氏と、サンスター㈱「<美しすぎる>骨壺」開発者 布施美佳子氏)
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。終了後は、全体交流会をその会場で行います。参加者の都合に合わせて短時間でもご参加頂けます。 
 

この会のみの 
参加も OK！ 

流通科学大学人間社会学部准教授 
関西学院大学大学院経営戦略研究科 
博士課程先端マネジメント専攻修了 
博士（先端マネジメント） 
医療法人事務長として医療・介護サービスの経営管理業務
に従事する傍ら進学し教員に転向。兵庫医科大学実践医療
コミュニケーション学講座特任助教、大阪大学医学部附属
病院中央クオリティマネジメント部特任助教、京都産業大
学経営学部特任講師を経て、2015年より現職。 
サービス・マーケティング、消費者行動を専門とし、顧客
満足や顧客参加、消費者の動機づけと自己効力感に関する
研究などを行っている。『入門 企業と社会』佐々木利廣・
大室悦賀編著（2015）中央経済社，第 12章ソーシャル・
マーケティングを執筆。 

※ランチタイムも大事なコミュニケーションの場に！ 
※最終日は、そのままの会場で異業種交流会を行います。 
   随時、解散となります。 

10:30 13:30 17:30
10月27日（木）
11月10日（木）
11月25日（金）
12月  2日（金）

懇親会

実務家2名講習 + 交流会

懇親会

3日間 4日間 4日目だけ参加

CMSメンバー 71,000円
+消費税5,680円

92,000円
+消費税7,360円

27,000円
+消費税2,160円

一　　般 85,000円
+消費税6,800円

112,000円
+消費税8,960円

32,500円
+消費税2,600円

ＯＧ参加 ― ― 22,500円
+消費税1,800円



マーケティング基礎講座Ⅰ＆ 
 SWOT徹底活用ワークショップⅠ 

10月27日(木) 
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：森藤 ちひろ 氏 (流通科学大学人間社会学部) 

11月25日(金) 
10:30～17:30  

12月 2日(金) 
 10:30～ 

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    13:00～15:00 

11月10日(木) 
10:30～17:30  

マーケティング基礎講座Ⅱ＆ 
 SWOT徹底活用ワークショップⅡ 

女性マーケター養成講座 
参加メリット 

●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：森藤 ちひろ 氏 (流通科学大学人間社会学部) 

SWOT分析の手法、クリエイティブに役立てるためのポイント、マーケターとしての基本的なふるまいを学ぶ。 
“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分析をベースとした戦略シナリオ立案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。 

●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 理事長) 

商品開発に必要なマーケティングの基礎知識（マーケティングリサーチ、コンセプトデザイン）を学ぶ。 
＆ グループワークを通じ、「消費者が喜ぶ」商品開発のエッセンスを学ぶ。 
消費者が抱える課題は？それを解決する商品を提案するには？ ライオン トップナノックスの事例など 
商品開発に使える！消費者ニーズを見抜くマーケティングリサーチ…キーワードを探そう 
商品開発に使える！マーケティングリサーチに基づくコンセプトデザインの設計 

商品開発に必要なマーケティング基礎知識（マーケティング戦略の立案、効果的な提案方法）を学ぶ 
＆グループワークを通じ、明日につながる商品開発のスキルを手に入れる。 
商品開発に使える！マーケティング戦略の立案 
商品開発に使える！モノづくりとサービスの融合 
商品開発の立案：グループワークを通して、自社の強みを生かした商品開発に挑戦 
商品開発の実践力を磨く：説得力のある効果的な提案方法を身につける 

● SWOT徹底活用ワークショップ-Ⅲ            10:30～12:00 
SWOT分析を深め、戦略シナリオ立案のコツをつかむ。 
前回（ワークショップⅡ）で講師、参加者から受けたフィードバックをもとに、再度SWOT分析にチャレンジ。 
分析を深め、戦略シナリオを再考する。 
SWOT分析を繰り返すことにより、ツールとしてのSWOT分析を定着させ、実務での実践に結びつける。 

●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。  

気づきをクリエーションに結びつけるための、マーケティング感性力を高めるトレーニング。 
身近な素材の中から、気になるモノ・コトを見つけ出し、そこにあるニーズの本質、変化の潮流を探り出す。 

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) 

※12:00～13:00のランチタイムを挟む 

幅広い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。 

働き方が多様になっていく中で、女性の活
躍の場を広げることは、企業の成長に大き
な影響があります。他社との情報交換で多
くの人が活躍できる仕組みづくりに役立ちま
す。 

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、自信を得る人が多く、また、
様々な業界業種に楽しい人脈作りができま
す。 

2016女性マーケター養成講座 

実務家から学ぶ 
❶「乳酸菌ショコラ」 ㈱ロッテ    犬飼 美穂子 氏 
❷「<美しすぎる>骨壺」サンスター文具㈱   布施 美佳子 氏 
❸ 事例を受けてグループディスカッション ❹異業種交流会 

プロフィール 
1976年生まれ。 
名古屋の乳業メーカーでの研究開発を経て、 
２００４年にロッテスノー株式会社へ入社。 
ロッテスノー、㈱ロッテアイスで長年アイスクリームの 
研究開発を行う。主に新規商品開発に携わる。 
管理職になってからは、ロッテ健康産業株式会社、 
㈱ロッテアイス、㈱ロッテとグループ内を異動しながら、 
ここでも新規事業・新規商品開発を推進。 
2015年10月にチョコレートで守ることで乳酸菌が生きて腸まで100倍とどく「乳
酸菌ショコラ」を上市。発売半年で出荷1000万箱を突破するヒットに導く。現在
は「乳酸菌菓子チーム」のマネージャーとして、乳酸菌菓子の開発 
・育成を推進。        MCCA 女性マーケター養成講座４０期卒業生 

乳業、アイスクリーム、健康食品、菓子（チョコレート）という様々なカテゴリーの新
商品開発経験を元に、2015年10月に「乳酸菌ショコラ」を上市。菓子市場にイノ
ベーションを起こす。 
人間関係もわからず、市場も知らない。そんな新しい 
職場環境・カテゴリーにおいて常に新商品開発・育成を 
推進するビジネス人生。右も左も分からない中、楽しく 
イノベーションや新商品開発を進めるためのちょっとした 
コツや気持ちの持ち方をお話いたします。 

10:30~12:00 
❶ ㈱ロッテ「乳酸菌ショコラ」 
 マーケティング統括部           犬飼 美穂子 氏 

プロフィール 
1995年文化服装学院卒  

㈱オゾンコミュニティのブランド、 ヒステリックグラマーにて 

キャリアを スタート。合コンをきっかけに、平成１１年１月１１日 

㈱バンダイに転職。だんご三兄弟の商品企画として初の社内 

表彰を受けた後、社内論文の大賞受賞、ガールズブリーフの 

ヒットを経験！ 

…が「携帯用チャイルドシート」や「KIRAKIRAJAPAN PROJECT」の大失敗で自信は無く

なり自己嫌悪の日々・・・ 打開すべく結婚出産に逃げるも、やはり仕事が好きだと気付き、    

                産後２か月で復職。 

 その後、「サンスター文具」＆「ＣＯＶＥＲ」 (サンスター文具１０

０％子会社)へ出向、「ゴスロリブランドコラボ」「アニメプデュー

ス」「骨壺ブランド」など多岐に渡って企画・商品を展開中。 

13:00~14:30 
❷サンスター文具㈱「＜美しすぎる＞骨壺」 
  クリエイティブ本部 リーダー    布施  美佳子 氏 

2001年に企画した女性用のブリーフ「ガールズブリーフ」 は
シリーズ累計90万個販売のヒットとなり、様々な媒体 で取
り上げられたり表彰されたりしたものの、その後の大 失敗や
パっとしない数年間を経て、現在「ＭＩＬＰＯ Ｍ★」のア
ニメプロデューサーの他、日本で最初の骨壺 ブランド「ＧＲ
ＡＶＥＴＯＫＹＯ」を展開。 
社長には「暴れ馬」と言われ、歴代の上司に「布施ならしょう
がない」と言われ、「絶対無理」と言われたことを（成功も失
敗も含め）会社という組織の中で成し遂げてきました。制
約がある中でも 「あなたならしょうがない」と免罪符を与えら
れるための方法とは！？  

14:50~16:30 ❸グループディスカッション ご講演を元に、グループで学びや気づきをディスカッションして頂きます。 
17:00~20:00 ❹異業種交流会 そのまま同会場にて異業種交流会を行います。随時、各人のご予定で解散。終了時刻目安は20時。 

12/2 のみの 
参加も OK！ 

※終了時刻は、20時を目安。 
 各人予定に応じ随時解散 

新商品企画室 
乳酸菌菓子チーム 
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