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マーケティング視点からの改革支援のご案内
お客さま引力の再発見

2008年2月14日

マーケティングとは、お客さまと売り手が“お互いに引き合う引力”
を発見し、それを伝え、理解してもらい、消費してもらうための繰り
返し作業です。その起点となる“引力＝お客さまの関心テーマ”を
再発見し、既存市場での生き残り、潜在市場・潜在顧客の発見、
そのためのクリエイティブな支援をいたします。

引力＝関心テーマの再発見後から、改革の本番となります。
いかに差別化を図るか？という仮説～テストマーケティング、
そして、”マーケティング編集力＝プランの統合的な遂行能力“
さらに、”人材の事業推進力＝プランを実行する人材力”
段階別にメリハリをつけて、実行支援をいたします。
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‘お客さま引力の再発見’支援メニューの全体像
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【A お客さま引力の再発見】
A-0.引力ワークショップ
・お客さまの関心テーマを“引力”
に高める心理
A-1.引力の再発見
・お客さまの現場観察
・既存事業のポテンシャル
・市場・新分野の発想
A-2.差別化の事業プランニング
・差別化とテストマーケティング
・実行課題と実行計画策定

広告
イベント

専門家
クチコミ

【B マーケティング編集力】
B-1.お客さま情報活用診断
・お客さま接点の引力診断
B-2.マーケティング編集力
・マーケティング編集力の課題
抽出・整理、施策の統合的な
実行支援
※B-2は当資料には含んでいません

【C 人材の事業推進力】
C-1.人材力診断（事業プラン実行力）
C-2.育成課題と学習体系づくり
※C-1、C-２は当資料には含んでいません
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マーケティング視点からの改革支援

A-0.“お客さま引力”ワークショップ
マーケティング視点からの改革支援

A-0.“お客さま引力”ワークショップ

【ご一緒に改革を進める上での意識共有のために】
お客さまと自社の間にあるもの－それは“引力”引き合う力です。
「お客さま視点からの経営改革を進めたい」こう考える企業は多いのですが、
創業者が”先天的“に持っていたお客さま視点とそれを考え抜く思考力が、
必ずしも社員には伝わらない。
このワークショップでは、お客さまの関心テーマを考える思考アプローチを
集合研修で体得し、「お客さま引力の再発見」を実施する“滑走路”とします。

①お客さま志向の高い商品を素材に、“お客さまのうれしい”を発見する。
②お客さまが“うれしくなる”関心テーマを見抜く。
③自社の“お客さまのうれしさ”が凝縮している（と考えられる）モノから、
“うれしい”を指摘しあい、どこが/何が/なぜうれしいのか？討議する。
④“うれしい”はいかにして発見できるのか？どのような思考アプローチが
効果的なのか、講師のレクチャーをベースに討議しましょう。
⑤最後にウチの会社の“お客さま引力”をワンワードにしておしまいです。

【こんな状況のお客さまにおすすめします】
・創業者の思いが伝わない、伝えても実行できない。
・お客さまクレームが増え、お客さま満足度も低レベルにある。
・お客さま引力の再発見ステップの滑走路として実施したい。

【事前準備・実施・アウトプット】
・事前準備（事前ミーティング）
・参加型ワークショップ（１日）
・複数名参加（5名くらいがベストです）
※「お客さま引力の再発見」を実施していただく場合は、あらかじめその
メンバーをあててください。

【費用】
150千円 （税込み・交通費別途）

お客さまの
うれしい
とは・・・

お客さま志向度の高い商品から関心テーマを見抜く

自社商品からお客さま引力を考える

マーケティング視点からの改革支援

AA--0.0.お客さま引力ワークショップお客さま引力ワークショップ
連絡先 ビジネスブレイン太田昭和

郷好文（ごうよしふみ）
村山桜子（むらやまさくらこ）

電子メール ygo@bbs.co.jp
電話 03-3595-2644
企業ＨＰ http://www.bbs.co.jp
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【ご一緒に改革を進める上での意識共有のために】
貴社の事業の強みとは何でしょうか？（あんがい答えにくいはずです）。
答えられたとしても、それが”今でも”強みでしょうか？「お客さま引力の
再発見」は、お客さまの関心事の原点に立ちもどり、引き合うポイントを
マーケティングテーマとして抽出し、既存事業のポテンシャル、潜在事業
への糸口を発想するクリエイティブな発想支援です。

①お客さまのいる現場で「観察」「購買体験」「インタビュー」などをします。
（貴社メンバーが主体となります）
②お客さまの現場での”発見“を、セッション形式で自由討議をします。
・お客さまの「関心テーマをワンワードで」語る。
・お客さまの関心テーマに対する「競合・自社の取り組み状況」を整理する。
・「関心テーマ」と「既存事業の可能性」を発想する。
・「関心テーマ」と「潜在事業の可能性」を発想する。
③既存事業の改善が可能か？潜在事業のヒントは何か？
実行課題リストを作成いたします。

【こんな状況のお客さまにおすすめします】
・主力事業が“右肩下がり”になっている/なることが予想される。
・事業再生の必要性を感じているが、第一歩が踏み出せない。

【事前準備・実施・アウトプット】
・事前準備（事前ミーティングとお客さま現場訪問準備）
・現場観察（半日程度）
・集中討議/クリエイティブ・セッション（半日～１日）
・課題リスト（コンサルタントが作成 数日いただきます）
・その説明（半日）

【費用】
300千円 （ケースにより追加料金あり。税込み・交通費別途）

マーケティング視点からの改革支援

AA--1.1.お客さま引力の再発見お客さま引力の再発見
連絡先 ビジネスブレイン太田昭和

郷好文（ごうよしふみ）
村山桜子（むらやまさくらこ）

電子メール ygo@bbs.co.jp
電話 03-3595-2644
企業ＨＰ http://www.bbs.co.jp

マーケティング視点からの改革支援

A-1.お客さま引力の再発見
マーケティング視点からの改革支援

A-1.お客さま引力の再発見
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【ご一緒に改革を進める上での意識共有のために】
お客さまの関心テーマから、既存事業や潜在市場の可能性が見えてきた
としても、いかにそれを事業として具体化するか？カギを握るのは差別化
です。差別化のポイントを引き出し、事業化への課題づくりをするのが、
この支援メニューです。

①まず、2～3案にフォーカスしましょう。
A 既存事業＆既存顧客資源の活用：社員の意識の覚醒。
B 既存事業で潜在顧客へストレッチ：売り方の変革
C 新商品で既存顧客へストレッチ：商品開発と売り方の変革
D 新商品・新市場の創造：第二の創業（創業理念の否定）

②成長シナリオ策定手順に沿って差別化ポイントをつくりこみます
参加メンバーは「事業化する場合の実行予定者」の参加が必須です。
（１～2日）

③仮説をもとにテストマーケティングを実施しましょう。
※仮想顧客への売り込み、ダイレクトメール、ヒアリングなど貴社主体で。

④事業プランニングセッション
メンバー全員で差別化ポイントの修正をしましょう。

【こんな状況のお客さまにおすすめします】
・商品や市場が“右肩下がり”になりつつある/なることが確実である。
・社内では若手中心に“変わらなきゃダメだ！”という声が聞こえてくる。

【事前準備・実施・アウトプット】
・事前準備（事前ミーティング）
・集中討議/セッション（１日）
・テストマーケティング（貴社サイドの実施となります）
・プランの修正セッション（半日）

【費用】 400千円～ （実行工数でお見積もり致します。交通費別途）

マーケティング視点からの改革支援

A-2.差別化への事業プランニング
マーケティング視点からの改革支援

A-2.差別化への事業プランニング

マーケティング視点からの改革支援

AA--2.2.差別化への事業プランニング差別化への事業プランニング
連絡先 ビジネスブレイン太田昭和

郷好文（ごうよしふみ）
村山桜子（むらやまさくらこ）

電子メール ygo@bbs.co.jp
電話 03-3595-2644
企業ＨＰ http://www.bbs.co.jp
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【ご一緒に改革を進める上での意識共有のために】
貴社のお客さま引力の実態を“お客さまとの接点”から診断いたします。
お客さまが“しあわせな状態”から、どのようにお客さまと接点を持つべきか
を討議し、実行課題リストをまとめます。

①“エース/ACE”の3つの視点からの情報活用度診断
A：アナウンスメント
売り手のシナリオチェック（広告、DM、カタログ、HP等）

C：コミュニケーション
お客さまとの対話チェック（店頭、配送、HP、教育等）

E：エクスペリエンス
お客さまの購買体験（相談室、クレーム、満足度調査等）

②お客さま視点からの情報活用の課題討議
商品・サービスのありたい姿とお客さま接点の一貫性チェック
③実行課題リストを作成いたします。

【こんな状況のお客さまにおすすめします】
・お客さま情報をもっと戦略的に活用したい。
・情報化はしているものの・・・かけ声倒れ、活用が休眠状態。

【事前準備・実施・アウトプット】
・貴社のコミュニケーションの実態、クレームやご意見等に顧客情報資料
のご提示をいただきます。
・業態やケースにより、ミステリーカスタマーとして顧客体験も実施。
※事前にコンサルタントが予備診断資料をとりまとめます。
・集中討議/セッション（1日）
・アウトプット 実行課題リスト（コンサルタントが作成）

【費用】
400～600千円 （調査の範囲によりお見積もり。交通費別途）

“現実チェックリスト”（＝業績）

“接点チェックリスト”

アナウンスメント
Announcement
売り手のシナリオ
チェック

アナウンスメント
Announcement
売り手のシナリオ
チェック

コミュニケーション
Communication

顧客との対話
チェック

コミュニケーション
Communication

顧客との対話
チェック

エクスペリエンス
Experience

顧客の購買体験
チェック

エクスペリエンス
Experience

顧客の購買体験
チェック

マーケティング視点からの改革支援

B-1.お客さま情報活用診断（“ACE”チェック）
マーケティング視点からの改革支援

B-1.お客さま情報活用診断（“ACE”チェック）

マーケティング視点からの改革支援

BB--1.1.お客さま情報活用診断お客さま情報活用診断
連絡先 ビジネスブレイン太田昭和

郷好文（ごうよしふみ）
村山桜子（むらやまさくらこ）

電子メール ygo@bbs.co.jp
電話 03-3595-2644
企業ＨＰ http://www.bbs.co.jp
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メニュー概要/位置づけと問い合わせ先

担当する者の情報
郷好文（ごうよしふみ）/マーケティング・コンサルタント

村山桜子（むらやまさくらこ）/マーケティング・コンサルタント
『マーケティング・ブレイン』 （とｸﾞｸﾞってください。郷のブログがTOPにきます）
『ビジネスメディア誠 “うふふ”マーケティング』 （郷が毎週連載するエッセイ）

http://bizmakoto.jp/

A-1.引力の再発見
・どこに向かうか？を決める
・期間1～2週間

B-2.マーケティング編集力
・マーケティングをお客さま視点か
ら統合的に実行できているか？
・6ヶ月～1ヵ年/定期訪問

B-1.お客さま情報活用診断
・お客さま接点の引力診断
・期間2週間

C-1.人材力診断
・今の人材で実行できるのか？
C-2.育成課題と学習体系づくり
・どうすれば人材が育成できるか

【内容に関するお問い合わせはこちらから】
ビジネスブレイン太田昭和コンサルティング本部

企業URL http://www.bbs.co.jp/
電話 03-3595-2644

電子メール ygo@bbs.co.jp 担当 郷

A-0.お客さま引力ワークショップ
・お客さまの引力の再発見力UP
・期間1日

A-2.差別化への事業プランニング
・どのように実施するかを決める
・2～4週間

http://bizmakoto.jp/
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