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①マーケティングとは

公益財団法人 日本マーケティング協会の定義

米国マーケティング協会（AMA）の定義（2007年定義）

「マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に
立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場
創造のための総合的活動である。」

「マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとっ
て価値のある提供物を創造・伝達・流通・交換するための活動、一
連の制度、過程である。」

１．マーケティング戦略の全体像



１．マーケティング戦略の全体像

②マーケティングの有効性

１） 「作れば売れる」時代から「売れるように作る」時代へ

２） 「ニーズの多様化」と「隙間市場」の発生

３） 「モノの提供」から「コトの提供」への変化

現代では、顧客の個別ニーズに合わせた

商品づくり・宣伝・提供方法の開発が求められている

③マーケティング理論の全体像（コトラーの「戦略的マーケティング」より）

R：調査
①マクロ環境分析（PEST分析）
②ミクロ環境分析（外部：ファイブフォース、内部：バリューチェーン・VRIO）
③SWOT分析

STP：セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング
①セグメンテーション ②ターゲティング
③ポジショニング

MM：マーケティング・ミックス（４P）
①製品 ②価格 ③流通 ④プロモーション

I：実施
①マーケティング組織の構築
②多機能との連携

C：管理
①年間計画・収益性のコントロール
②戦略のコントロール

１．マーケティング戦略の全体像



１．最適な市場を選択する（STP）

自社商品

市場

２．最適な商品を最適な方法で送り込む
（マーケティングミックス（４P））

１．マーケティング戦略の全体像

④マーケティング戦略のイメージ

⑤本日のセミナーの目的・目標

本日のセミナーでの目的・目標

「商品が売れる仕組みを理解し、自社に応用すること」

学習内容： マーケティングの４P市場戦略STP
6

人事戦略 財務戦略 IT戦略

事業戦略

企業戦略

経営ビジョン

経営理念

１．マーケティング戦略の全体像



１．細分化した市場の中から最適な市場を選ぶ

セグメンテーション（S) ターゲティング（T） ポジショニング（P）

２．選んだ市場にマーケティングミックスを行う

製品（Product） 価格（Price）

流通（Place） 販売促進（Promotion）

１．マーケティング戦略の全体像

⑥マーケティング戦略のフレームワーク

マーケティングの４P

市場戦略STP

①市場選択の重要性

② テレビ・インターネット等の発達よる情報過多

大衆を狙った商品は、顧客に届きにくい

① 現代はモノあまりの時代（基本的製品需要の充足）

大衆を狙った商品を市場に売り込むには、
多額の開発・広告コストがかかる

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定



自社商品を最も必要としてくれる
市場を選定する

セグメンテーション：市場の細分化

ターゲティング：対象市場の選択

ターゲットセグメンテーション
（セグメンテーション＋ターゲティング）

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定

業界に着目

例：ヘアドライヤー市場
⇒家庭用・美容室用・医療現場・ペット専用etc...

顧客に着目

例：年代・性別
⇒20代×女性・30代×男性etc...

家庭用 美容室用

医療現場 ペット専用

男性 女性

20代

30代

40代

②ターゲットセグメンテーションとは

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定



どのレベルでセグメントするべきか？

市場（大）
市場（中）

市場（小）

「市場の大きさ」と「訴求力の高さ」はトレードオフの関係
自社にとって最適な規模の市場を選択する必要がある

人口は多いが狙いにくい 人口は少ないが狙いやすい

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定

地理的変数：国、地方、都道府県、市町村、人口密度、気候等

セグメンテーションする際の軸の例

人口動態変数：年齢、性別、世帯規模、職業、世代、社会階層等

心理学的変数：ライフスタイル（努力家タイプ等）、パーソナリティー（社交的等）

行動上の変数：使用機会、ベネフィット、購買準備段階、ロイヤリティ等

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定



２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定

市場分析

■セグメンテーション（S）・ターゲティング（T)

ペルソナ設定で顧客を具体的にイメージする

•年齢、性別、住んでいる場所
•仕事（業務内容、役職）
•生活パターン（生活時間・食事・
週末の過ごし方等）
•価値観・性格
•恋人・配偶者の有無、家族構成
•収入、貯蓄性向
•趣味・特技
•購買頻度
•求めているサービス等

対象顧客は
どんな人なのか？

③ペルソナ設定

A

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定



顧客から見た購買に至る過程を予測してみる
（カスタマーシナリオ分析）

商品・店舗の存在を知る
（どんな媒体で知るか？）

商品・サービスを利用したいと考える
（どんなタイミングで？）

商品を購入する
（なぜ？どうやって？）

A

自社商品は
どう利用されるのか？

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定

ペルソナ設定

対象顧客は
どんな人なのか？

A

２．セグメンテーション（S）とターゲティング（T）で顧客を選定



いくら優れた製品でも、
その価値が顧客に伝わらなければ意味がない

ポジショニング：

顧客から見た自社製品の“認識”作り

ポジショニングの設定

３．ポジショニング（P）で他社との差別化

①ポジショニングとは

「他社商品との違い」を明確化する

ポジショニングの考え方の基本

顧客が製品を選ぶ際の“決定打”となること

ポジショニングマップを使って、

差別化ポイントを視覚化する

３．ポジショニング（P）で他社との差別化



軸①

軸②

A社

B社

自社

C社 D社

E社
F社

②ポジショニングマップの作成

３．ポジショニング（P）で他社との差別化

製品の差別化：形態、特徴、品質、耐久性、修理可能性、デザイン等

サービスの差別化：デリバリー、設置、顧客訓練、コンサルサービス、修理等

スタッフの差別化：能力、丁寧さ、信頼・安心感、反応の素早さ、コミュ力等

チャネルの差別化：流通範囲、専門技術、専門知識、チャネルマネジメント等

イメージの差別化：シンボル、メディア（音楽・映像等）、雰囲気、イベント等

ポジショニングマップの軸の例

３．ポジショニング（P）で他社との差別化



３．ポジショニング（P）で他社との差別化

マーケティングミックス
（４Pの切り口）

マーケティングの
具体的な仕組みづくりの段階

４．マーケティングミックス４つの視点



アイディアの組み合わせで高付加価値商品を作る

１．財：一般的な製品
２．サービス：形がない製品
３．経験：演出により与えられた経験
４．イベント：期間限定のイベント
５．人：有名人（広告というマーケティングを通して名声を獲得している）
６．場所：観光地・アミューズメント施設等（集客活動もマーケティング）
７．資産：土地や株等（投資家や銀行にとってはマーケティング対象）
８．組織：企業イメージ等（イメージアップ等もマーケティング活動の一種）
９．情報：雑誌記事・ノウハウ等含んだ情報全般（情報も売買されている）
１０．アイディア：特許・ビジネスモデル等

マーケティング対象となる製品の種類

①製品戦略

４．マーケティングミックス４つの視点

組み合わせにより
付加価値を高める

コストプラス法 製造原価等にマージンを加算

需要志向的
価格設定法

知覚価値法 消費者の知覚する価値を重視

差別価格法 同一商品に異なる価格設定（学割等）

競争志向的価格設定法 競合の価格設定を参考に設定

慣習価格 慣習的に認められている価格（ジュース等）

名声価格 「価格が良い＝品質も良い」というイメージを利用

プライスライニング キリの良い価格で整理（100円ショップ等）

キャプティブ価格 主製品を安くして付随費用で利益を確保

価格バンドリング 複数商品を１セットにして販売

外部環境調査から適正価格を導き出す

代表的な価格設定法

②価格戦略

４．マーケティングミックス４つの視点

値下げでは
大手に勝てない



流通戦略は効率化の戦略

※開業時は選択肢が少ない

直接販売 販売網は制限されるが、コントロールが容易（店舗、ネット販売等）

間接販売 流通範囲広いが、コントロールが難しい（卸売、営業代行、FC等）

①商流：所有権・金銭の流れ

②物流：製品の流れ

③情報流：製品・顧客情報等の伝達ルート

最も効果的な
ルートを作る

直接販売 or 間接販売

③流通戦略

４．マーケティングミックス４つの視点

プロモーション戦略は顧客とのコミュニケーション

④プロモーション戦略

４．マーケティングミックス４つの視点

認知・情報提供・リマインド

主な役割

購買促進

購買促進・販売支援・情報収集

信頼性向上

広告

販売促進

人的販売

パブリシティ



４．マーケティングミックス４つの視点

１．広告
新聞広告・テレビ広告・ラジオ広告・雑誌広告・野外広告・ニュースレター・パンフレット・ダイレクトメール
インターネット広告（キーワード連動型、バナー広告、アフィリエイト等）等

２．販売促進
製品サンプルの無料配布・特売セール・キャンペーン・景品・懸賞品・モニターサービス
イベント（展示会・説明会）陳列方法・ショップカード等

３．人的販売
飛び込みセールス・ルートセールス・テレフォンアポイント・コンサルティング営業
プレゼンテーション・デモンストレーション・サポーティングセールス・店舗での商品案内等

４．パブリックリレーションズ
パブリシティ（自社の情報をマスコミに提供し、ニュースとして報道）
プレスリリース（FAX・記者会見・個別取材対応等で情報提供）

プロモーション活動の具体例

最適なツールで
顧客と接触

４．マーケティングミックス４つの視点

製品ライフサイクルとマーケティング戦略

導入期 成長期 成熟期 衰退期

目標 市場拡大 市場浸透 シェア維持 生産性の確保

支出 高い 高い 低下中 低い

重点 製品認知 ブランド
ブランド・
ロイヤリティ

選択的

ターゲット 改革者 大衆 大衆 保守的顧客

製品戦略 基礎開発 ライン拡大 差別化 ライン縮小

価格戦略 高い／低い やや低い 最低 上昇

流通戦略 共同（限定） チャネル拡大 重点チャネル化 選択／限定

プロモーション
戦略

教育啓蒙的 特徴の強調 実利的手段 効果の減退

※参考

※ダイヤモンド社『グロービスMBAマーケティング』を基に作成



マーケティング戦略

■商品・サービス

４．マーケティングミックス４つの視点

マーケティング戦略

■価格

４．マーケティングミックス４つの視点



マーケティング戦略

■チャネル、店舗立地

４．マーケティングミックス４つの視点

マーケティング戦略

■プロモーション

４．マーケティングミックス４つの視点


