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

【定員】 20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(10/27,11/10,11/22)+1⽇(12/1)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です）
・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マーケター
・仕事でなく働き⽅などについても、社外に学びあえる仲間を作りたい⽅

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43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(10/27,11/10,11/22)
+実務家からの学びと仲間を得る1⽇(12/1)（実務家2名の講演と全体交流会）

基礎
コース

【受講料】

1 名古屋市⽴⼤学⼤学院⼭本講師の「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

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

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

 ⽇々の業務の中で漠然と捉えていた悩みを⾔葉で表現してもらい、モヤモヤとしていた気持ちが晴れ、仕事への向き合い⽅が変わりました(薬品)
 ⼥性限定のセミナー良かったです︕社外に仲間をつくるきっかけとなりました。普段異業種の⽅とお会いする機会はなかなかないので、そんな⽅たちの視点や

考え⽅は、新鮮で刺激を受けます。⾃分の視野は狭くなっていたなぁと知りました。講師の⽅も受講⽣の皆さんも気さくな⽅ばかりで、4⽇間があっという間に
感じる講座でした。（健康⾷品）

 ワークショップテーマの「やりたいことをやれる⼥性マーケターになる」というテーマそのものが、今回のプログラムを象徴しているな、と感じました。確かに振り返ると、
「よりよい商品を⽣み出す」ということは⼤前提ですが、学んだ内容はそこへ⾄るプロセスではなく、その後の「やりたいことをやれる」スキルでした。私⾃⾝も、は
やく“やりたいこと”を定めて、次のステップへ進めるよう、頑張ろうと感じました。(⽂具)

 マーケティングについての勉強、理論はもちろんですが、それ以外の、気持ちの持ち⽅であったり、どのような働き⽅をしていくのが良いのか、ということをすごく考え
させられたセミナーでした。私は⼦育てをしながら働いているので、他の⼈に⽐べて時間に制約があり、周りに迷惑が
かかっていないか、とか思うように仕事ができないもどかしさに悩んでいましたが、今回の学びを通じ⾃分という軸を
しっかり持ち、こういう働き⽅をしていこうという意思を持って働いていくことが⼤切だと学びました。（⾷品）

 来年の参加者さまへ 当⽇、開始直前にでも良いので、前回までの内容を振り返ることをおすすめします。
会場へ⼊ってしまうと、周囲の⽅との交流が優先になるかと思いますので、できればひとりで…
３回⽬は特に、前回のテーマを継続して考える時間がありましたので、これが有効だったように思います。
（それから、交流会への参加は⾃分のｷｬﾗｸﾀｰをﾒﾝﾊﾞｰに知ってもらう機会としても、ぜひ積極的に︕（⽂具）

※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。

★これまでの参加者からの声（ごく⼀部︕）

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㈱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年娘の誕⽣を機に独⽴。
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、教育シンポジウム番組の企画・制作に
も関わる。

東京都内中央区の会場にて開催予定

直近、5年間の参加企業（五⼗⾳順） 56社 103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㈱/カンロ㈱/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/東海漬物㈱/東洋製罐グループ
ホールディングス㈱/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

2017⼥性マーケター養成講座

⼥性マーケター養成講座
卒業⽣のみなさんの

特別枠︕

4⽇⽬の「実務家に学ぶ」
プログラムの参加費は
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。 

実務家からの学びは、ハーゲンダッツ㈱の⽔師なつみ ⽒と、ライオン㈱の⻄倉莉加 ⽒を招き、ヒット商品の開発の 
視点から育成、お客様に響くストーリー作りなど、マーケティング現場での様々な取り組みや講師が感じた課題、 
モチベーションの保ち⽅などをお話し頂きます。そのお話しを受けて受講者同⼠で気づきや感じたことを共有して 
頂きます。終了後は、全体交流会をその会場で⾏い、講師を含めて幅広いネットワークを築くチャンスにして頂いています。

この会だけの 
参加も OK！ 

※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。

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。

3

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

【注意事項】本プログラムについて、日程、講師、テーマ、内容、
場所（都内中央区を予定）などが変更になる場合がございます。
最終のご案内については、必ず当協会のホームページで募集
要項をご確認ください。

時短勤務でも
参加しやすい

17時終了です

10:00 13:00 17:00
10⽉27⽇（⾦）
11⽉10⽇（⾦）
11⽉22⽇（⽔）
12⽉  1⽇（⾦）

懇親会

実務家2名講習 + 交流会

懇親会



プロフィール10:30~12:00
❶ ハーゲンダッツジャパン㈱

「ハーゲンダッツ流プレミアムブランドの商品開発」
⽔師なつみ ⽒

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

①10月27日(金)
13:00～17:00

●商品開発に使える︕マーケティングの知識Ⅰ 13:20~15:20
講師︓⼭本奈央⽒ (名古屋市⽴⼤学⼤学院経済学研究科)

③11月22日(水)
10:00～17:00 

④12月 1日(金)
10:30～20:00

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

②11月10日(金)
10:00～17:00 

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 15:30~17:00
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 10:00~14:00
講師︓⼭本奈央⽒ (名古屋市⽴⼤学⼤学院経済学研究科)

【講義】マーケティングの最強ツールとしてのSWOT分析の基礎と使いこなすためのポイントを学ぶ。
 常に変化するマーケットを先取りしながら、“勝ち抜くための戦略⽴案ツール”SWOT分析の基礎を学ぶ。
 SWOT分析を実務で使いこなしていくためのポイントを学ぶ。
 意味あるSWOT分析に必要な“マーケットからの気づき、読み解き、発⾒”を引き出すための、

マーケッターとしてのふるまい⽅を学ぶ。

●SWOT徹底活⽤ワークショップ-Ⅱ 14:15~17:00
講師︓⾼橋真実⽒ (アジルコンサルティング)

【講義+グループ・ワーク】SWOT分析を使ったマーケティング戦略⽴案の演習を通じてツールの理解を深め、”⾃分のツール“と
して定着させる。
 グループごとにテーマ商品・サービスを決め、SWOT分析を⾏い、マーケティング戦略を考える。
 社外・社内プレゼンテーションにおいて、“納得・共感”を引き出すためのプレゼンテーションのポイントを学ぶ。
 マーケティング戦略をプレゼンテーションし、講師、参加者と意⾒交換を⾏い、戦略の課題とより深めるためのポイントを探る。

●⼥性マーケター養成講座開催に向けて 13:00~13:20
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、消費者に
喜ばれる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︖ ケーススタディを通じ商品開発の基礎を理解する
 商品開発に使える︕マーケティングリサーチの使い分け
 商品開発に使える︕よいアイディアの創出とコンセプトデザインの設計
 アイディア創出、コンセプト開発の⽅法についてのグループワーク。⼥性マーケター同⼠でお互いの学びを確認し合い、知識を定着させます。

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、効果的なプレゼン⽅法）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︕市場導⼊、発売後のマーケティング施策に関する知識
 戦略をうまく「伝える」には︖ マーケティング企画のプレゼンのエッセンス
 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。

● SWOT徹底活⽤ワークショップ-Ⅲ 10:00〜12:00
【グループ・ワーク】SWOT分析を深め、マーケティング戦略⽴案のコツをつかむ。

ワークショップ-Ⅱの講師、参加者からの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、
より強⼒なマーケティング戦略を考える。
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 15:10〜16:45
養成講座を通して学んだことや参加者の交流から気づいたことを振り返りながら、⾃分⾃⾝のSWOT分析を⾏い、
「５年後のわたしはこうなっている」を宣⾔する。

【講義+グループ・ワーク】強⼒なマーケターとなるための、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、“意味ある気づき”を引き出すためのものの⾒⽅を学ぶ。
 “気づき”から、時代の変化、⽣活者の変化のトレンドと予兆を読み解き、マーケティングに⽣かすためのアプローチを学ぶ。
 グループワークによって、参加者同⼠が、他者の“気づき”からも学ぶ。

●最後のまとめ 16:45〜17:00
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。

17:30～19:30
初回懇親会

費用別途

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。

2017⼥性マーケター養成講座

実務家から学ぶ

❶ハーゲンダッツジャパン㈱ ⽔師なつみ ⽒
❷ライオン(株) ⻄倉莉加 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

プレミアムブランドならではの、新商品開発の戦略⽴案から市場導⼊まで、⼀連の開発
プロセスについて事例をもとにお話しいたします。
ハーゲンダッツは圧倒的なブランド⼒を背景に、たくさんの熱烈なお客様に⽀えられています。
そんなブランドファンの⽅々に対して常に驚きと感動を提供すべく、努⼒や時間を惜しまず
徹底した素材選び・妥協を許さない味作りを⾏っています。ハーゲンダッツが持つブランド
哲学やそれにもとづく製品戦略の進め⽅についてご紹介いたします。また、ブランドの世界
観について、お客様からの強い共感を得るために、テレビCMを中⼼としたクリエイティブ・
ワークや媒体展開についてもご紹介いたします。

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。17時以降は各⼈のご予定で随時解散。終了時刻⽬安は20時。

12/1 だけの 
参加も OK！ 

※終了時刻は、懇親会は20時を⽬安。
17時以降は各⼈予定に応じ随時解散

マーケティング本部

13:00~14:30 プロフィール
1982年生まれ。関西学院大学経済学部卒。
2005年ライオン株式会社入社。営業を3年
後、08年にマーケティング・企画部署である
ビューティケア事業部に。商品企画からコ
ミュニケーションまでブランドのマーケティング
全般を担当。
2014年に発売した「Ban汗ブロックロールオ
ン」が大ヒット。15年度日経ウーマンオブザイ
ヤー ヒットメーカー部門に選ばれた。
その後、開発から導入まで全てを担当した「新ブランドhadakaraボディ
ソープ」は1ヵ月で100万個売れればヒットとされる市場で3ヶ月で600
万個と大ヒット。
2017年8月～ファブリックケア事業部に異動し、柔軟剤ソフランブランド
の開発・マーケティングを担当

東京女子大学現代文化学部
コミュニケーション学科卒。
広告会社・化粧品会社を経て、
2012年､ハーゲンダッツジャパン(株)に入社。
入社以来、マーケティング本部において、
アイスクリームの新商品開発に携わる。
バーカテゴリー「クランチｰクランチ」の立ち上げ、
クリスピーサンド、ミニカップ、華もちなど開発担当商品多数。

ハーゲンダッツの企業理念「Dedicated to Perfection ～完璧を
目指す～」精神のもと、アイスクリームのさらなる可能性を求め
日々業務に取り組んでいる。
2歳になる愛娘と過ごす時間が至福のとき。

制汗剤Ban汗ブロックロールオンは2014年⽇経トレンディ年間ヒット商品5位に⼊賞した
ヒット商品。私⾃⾝も⽇経ウーマンオブザイヤー2015に選んでいただきました。
そしてその後開発した、新ブランドhadakaraボディソープも
⽇経トレンディ2017年上期ヒット商品に選んでいただくことが
出来ました。両ブランドの開発を通して私⾃⾝が気付き、
マーケティングに携わるものとして、⼤事にしていることをお話します。
たとえば、お客様のホンネに突き刺さるシンプルなストーリーをいかに
作っていくか、そして共に開発するチーム作り・チームの鍛え⽅・
盛り上げ⽅などをお話したいと思います。

❷ ライオン㈱「hadakaraボディソープの開発・導⼊」
「Ban汗ブロックロールオンの開発」

⻄倉莉加 ⽒ヘルス＆ホームケア事業本部
ビューティケア事業部


