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市場がめまぐるしく変化する現在、企業にお

けるマーケティングの果たす役割はますます重要

になってきている。

この研究会は、第一線で活躍する実務者同士

が、産学交えた異業種交流の場で切磋琢磨するこ

とで、既存の価値観にとらわれない発想と、論理

的な戦略立案力を養う。

慶應義塾大学商学部の斉藤通貴准教授のご指

導を得て、今年度は第 17 期を開催し、修了生の

数は通算で 350 名を超えた。

1．マーケティング研究会 趣旨

参加対象となるのは、経験 10 年目前後の実務

担当者である。

原則として一業種一社、メンバー固定で全 10

回を行う。

今後（または現在）、マネジャーとして、持っ

ている豊富な経験と情報を効果的に会社のマーケ

ティング戦略に落とし込んでいくための力をつけ

ていくことを目的とする。

活きたマーケティングを学び合う
異業種交流会
―マーケティング研究会（第17期）のご紹介―

内藤 陽子（ないとうようこ）
人材開発部

戦略的マーケティングをテーマとした「マーケティング研究会」などの異業
種交流研究会、中堅社員研修等の企画・運営を担当。新入社員マナー、プレ
ゼンテーション研修のインストラクターも務める。

マーケティング戦略の理解 

講　義 

・マーケティングの体系的理解 

・最新のマーケティング理論 

ケーススタディ 

・分析力、問題解決能力の向上 

・参加企業の活きたケースに触れる 

現場見学 

ビジョン構築力 シナリオ作成力 

営業マネジャーに求められる能力の向上 

戦略推進力 

・参加企業のご協力による実践現場の

視察、講演・講義、意見交換の場 

社外ネットワークの構築 

メーリングリスト 

・活動時間を問わない意見交換の場 

・自社、自分の仕事のＰＲ 

懇親会 

・終了後に毎回開催（自由参加） 

・自由闊達な意見交換の場 

ＯＢ交流会 

・年１度、ＯＢ参加回を設定し、期を

越えたネットワークの構築を図る 

図表１　マーケティング研究会のねらい

出所：（株）東レ経営研究所
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戦略的な実務担当者あるいはマネジャーに求

められる能力とは何か。

この研究会では、「ビジョン構築力」「シナリ

オ作成力」「戦略推進力」と定義付けている。

そのためには、成功事例と失敗事例を振り返

り、今後に活かせるように整理し、更に習得する

知識の引き出しを作ることが必要となる。

2．研究会の構成
－活きた事例で視野拡大と課題解決力向上を図る－

主に、戦略をより理論的に考えるための講義

と、実践力養成のためのケーススタディからなる

（図表 2 プログラム参照）。

（１）基本理解の徹底

講義は基礎知識の再確認とマーケティングの

体系的理解を目的としている。

日常的に使っている「マーケティング」「ニー

ズ」「ウォンツ」といった言葉の定義から始まり、

戦略立案のためのテーマを包括的に学び、知識の

幅を広げる。

斉藤通貴主査の講義は分かりやすく、具体性

のある内容は、参加者自身の業務への置き換えが

容易でイメージしやすいため、飽きさせない。常

に場への問いかけをし、参加者の疑問点をすくい

上げる講義は、決して主査の一方通行ではない。

インターラクティブなやり取りの中で、豊富な知

見からの刺激を受ける参加者も多い。

更に、各回の内容は、書記が議事録としてま

とめ、終了後にフィードバックされるため、参加

者はノートを取る時間を気にせず、講義に集中し

て臨むことができる。

（２）実践力を養うケーススタディ

業務課題を正しく捉えて分析し、戦略の考察と選

択のトレーニングを行うのが、ケーススタディである。

①基本となる問題解決力の向上／慶應ビジネス

スクールケース

本研究会では、まず慶應ビジネススクール

（以下 KBS）のケースで、実践の基本を学ぶ。ケ

ースとは、現実に起こったビジネス上の事例を資

料としたもので、これを分析することで問題解決

能力を養うことを目的としている。

参加者はあらかじめ個人で分析した結果を持

ち寄り、それを元にグループ討議する。討議では、

問題解決における論理的一貫性と、ビジネスの成

長や収益などを踏まえた現実関連性が重要とな

る。

グループで意見をまとめ上げるプロセスの体

験は、今後マネジャーとして活躍するために必要

なスキルを学ぶことであり、また、異業種の参加

者の考え方を聞くことで、視野を広げ、そこから

自分の議論を再構築していく。

②意思決定の疑似体験で戦略理論を磨く／参加企業

ケース

既存のケースだけではなく、より活きた事例

を研究するために、参加企業の実例を取り上げる。

毎期、参加企業の中から、話題となっている

企業や、メンバーが興味ある企業を 2社選ぶ。選

ばれた企業の参加者は、現在または過去に、自身

が行っている事業や、部署・企業として直面して

いる課題などを取り上げ、前述の KBS ケースに

倣って資料を書き起こし、提供する。

第 17 期で取り上げたのは、次の 2社である。

■ケース 1：ソニーマーケティング株式会社

ウォークマン　－絶対的独占市場脱却のための

戦略的マーケティング－

■ケース 2：リテイルネットワークス株式会社

文具事業再構築について

例えば、ソニーマーケティング株式会社は

「デジタルオーディオプレーヤー市場においての

マーケティングシェアNo.1 の奪還」、リテイルネ

ットワーク株式会社では「文具の売上げ回復及び

特定ターゲットへの再チャレンジか撤退か」とい



うように、各グループで問題を洗い出し、戦略立

案に向けての分析を行う。

討議・発表中での異業種間の意見交換の持つ

意味は KBS ケースと同様だが、これは事例の当

事者が作成しているため、通常ならば目にするこ

とのない実際の資料や数字で業界を見、現場の

生々しい話をざっくばらんに聞くことができる。

討議するメンバーにとっては、「異業種」の現

場で起きている実例を研究することで得たエッセ

ンスを、自分の業務に役立てることができる。

発表者は忙しい中、事前の資料作成、当日の

ケースリードと大変な作業になるが、ありがたく

も「研究会のために」、と快く引き受けていただ

き、毎期、質の高い、素晴らしいケースが提供さ

れる。

発表者にとっては、自身の実務を分析し直し、

他のメンバーと主査からのフィードバックによ

り、改めて振り返ることができるため、終了後に

は「漠然と感じていたことに自信が持てた」「熟

慮の上の準備と当日の率直な意見交換の経験は、

自らの血肉にできた」という感想が多い。

研究会最後の締めくくりであり、集大成とな

るプログラムである。

なお、各企業からの貴重かつ重要な資料公開

については、メンバー内での守秘依頼を徹底して

行っている。

（３）新たな視点を得る現場見学

ここ数年は、マーケティングが実践されてい

る現場を訪問し、その構築を行った方からの講演

をいただき、見学するプログラムを設けている。

話題となっている施設や商品についてのコン

セプトや経緯、現状の説明を受けることは、自分

とは全く違う分野で、それまで持つことのなかっ

た視点から物事を見る目と思考を養う。

参加企業のご厚意で、過去には、ソニーマー

ケティング株式会社、全日本空輸株式会社などの

施設を見学している。第 17 期では、財団法人東

日本鉄道文化財団のご協力を得て、メディアでも

話題となっている鉄道博物館を訪問し、そのコン

セプトや役割、現状と今後の展望を伺いながら、

館内を案内していただいた。

3．社外ネットワークの構築
（１）オンタイムの交流／メーリングリストの

活用

通常、期中の連絡はメーリングリスト（以下

ML）を通じて行っている。

事務局連絡だけに限らず、参加者自身の業務

PR や、レクリエーション企画など、例会時間外

におけるコミュニケーションの場としても活用さ

れる。

（２）本音の延長戦／終了後の懇親会

例会終了後に、懇親会を毎回行っている。

ときに主査も交え、アンオフィシャルならで

はの損得勘定抜きの交流は、貴重な情報交換の場

であり、任意参加ながら出席率は高い。
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写真１　合宿風景 写真２　特別講演
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（３）縦のつながり／年に一度のOB参加

年に 1度、OBを招待する回を設けている。

毎年 30 名ほどの参加者があり、例会・懇親会

ともに通常例会以上に活気を帯びる。

同じ会社でも、期の違う参加者同士がこの交

流会で知り合うこともあり、さらなるネットワー

ク拡大の機会ともなっている。

例会での内容は様々だが、第 17 期では、ビー

ビーメディア株式会社 代表取締役社長 佐野真

一氏をゲストにお招きして、インターネットが

マーケティングコミュニケーションに与えた影

響と今後の展望についての講演をいただいた

（写真 2）。

4．異業種交流による知的交換（マーケティング）

の持つ意味

以上の活動を経て得られる知識と人脈は、戦

略的なマーケティングマネジャーとしての能力を

向上させるためには欠かせない、今後の業務に活

かせるブックマークとなる。

どの異業種交流研修でも言えることだが、同

じプログラムでも、参加者によって研修の雰囲

気は変わる。当研究会においては、参加者の出

席率・参画意識ともに非常に高いために、相互

研鑽の場として充実した異業種交流を行うこと

ができた。

そこから生まれたネットワークは強固であり、

参加者にとって得がたい財産となるはずである。

 

 

 回 内容 講義テーマ 

１ 開講式　　 

 基調講演「マーケティングとは」 

 交流懇親会 

２ 講義  

３ 〔合宿〕 

 講義「マーケティングとは？」 

 KBSケーススタディ「味の素」「日新被服」  

４ 講義  

５ ケーススタディ  

６ 〔特別講演〕　（OB交流会） 

 「変貌を続けるインターネットエイジ 

 　～ 新たなマーケティングコミュニケーションのゆくえ ～」  

７ 講義  

８ 講義  

９ 〔見学会〕 

 鉄道博物館  

10 参加企業事例研究 

「ソニーマーケティング」「リテイルネットワークス」 

 講義　トピックス  

 

１．マーケティングとは？ 

　～ マーケティングの発想と視座 ～ 
 

２．需要創造と競争対応の戦略 
 

３．テーマ別戦略 
 

４．消費者行動とマーケティング戦略 
 

５．戦略的マーケティング 
 

６．新しいマーケティングの戦略課題 

 

 

図表２　第 17 期　マーケティング研究会　プログラム

出所：（株）東レ経営研究所


