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（１）マーケティング・ミックス

①
Ｐｒｏｄｕｃｔ
［商品戦略］

②
Ｐｒｉｃｅ

［価格戦略］

③
Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ
［販促戦略］

④
Ｐｌａｃｅ

［流通戦略］

● 「マーケティング・ミックス」とは、顧客（生活者）の欲求や満足を満たすためのマーケティング手段の組み合わせである。

●最も代表的な理論にＥ．Ｊ．マッカーシーの“４Ｐ論（Ｐｒｏｄｕｃｔ，Ｐｒｉｃｅ，Ｐｌａｃｅ，Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ）”がある。これを受け手（顧客）の立

場に置き換えて考えた見方が“４Ｃ論（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｖａｌｕｅ，Ｃｏｓｔ， Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ／Ｃｈａｎｎｅｌ，Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）”である。

※Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ／Ｃｈａｎｎｅｌは、共に顧客の選択便宜性を示している。

【マーケティング・ミックスの４視点】

Ｃｏｎｓｕｍｅｒ
Ｖａｌｕｅ

［生活者価値］

Ｃｏｓｔ

［コスト］

伝統的考え方 顧客の立場からの見方

Ｃｏｍｍｕｎｉ‐
ｃａｔｉｏｎ

［ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ］

Convenience
［便宜性］
／Channel
［選好］

【３】 ４Ｐで見直すマーケティング
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①Ｐｒｏｄｕｃｔ（商品）戦略 ＝Customer Value

●顧客からみれば、商品は単なる“モノ”そのものだけではない。

●マーケティング的に商品を捉えるということは､“モノ”を包んでいるパッケージや“モノ”の配送，取り付け，修理などの、いわゆる

アフターサービスまでも含めたものを商品として認識すべきである。

【商品を構成する３つのレベル】
商品（Ｐｒｏｄｕｃｔ）とは

⚫ 商品とは、顧客（生活者）の注目，保有，使用，

消費を目的として、企業から市場に提供されるも

のである。

⚫ 商品は“核”“形態”“付加機能”の３つのレベルで

捉えられる。

⚫ 商品戦略を考える場合、送り手としての見方ば

かりでなく、顧客（生活者）からみてどのような価

値（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｖａｌｕｅ）があるのかを再確認す

る必要がある。

拡大された商品（付加機能）

正式な商品（形態）

中核商品（核）据付け

中心の
便益または
サービス

パッケージング

保 証

無料配達

サービス，
メンテ
ナンス・
システム

ブランド 機能
特性

品 質
スタイ
リング

〈出典：「マーケティング・マネジメント 」Ｐ．コトラー著、小坂恕，疋田聰，三村優美子訳／プレジデント社〉
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②Ｐｒｉｃｅ（価格）戦略 ＝Cost

● “Ｐｒｉｃｅ（価格）”は、提供者が一方的に決定するものではない。一部の業界を除いて定価表示がないことが、そのことを象徴して

いる。流通にしても、結果的には顧客（生活者）の支持によって販売価格を決定していることから、“Ｐｒｉｃｅ（価格）”の主導権は顧

客（生活者）にあるといえる。

●このため、価格設定については、買い手（生活者）のもつコスト意識（Ｃｏｓｔ）を検討していくことが不可欠である。

【新商品の価格設定のOld & New】

①コストプラス価格設定

商品にかかった費用に目標とする利益を加えて価

格設定を行なう最も単純な方法である一方で、売り

手側にコストダウンの意識が働きにくいという問題が

ある。

②目標価格設定

想定される事業規模をもとに損益分岐点を計算し、

一定の利益が確保できるように価格設定を行う手法

である。設備稼働率が問題となる業界で多く採用さ

れている。

Old：コスト志向型価格設定

①知覚価値価格設定

顧客の価格への認識を重視した設定方法である。

ＰＳＭ分析（プライス・センシティビティ）などにより、

『売れる価格』を発見して価格を設定する。

②需要価格設定

市場セグメントごとに価格を変化させる方法で、顧客

層（学割），時間帯（早朝料金），曜日（平日割引）等

がある。

New：需要志向型価格設定
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③Ｐｌａｃｅ（流通）戦略 ＝Ｃonvenience／Channel

● “Ｐｌａｃｅ（流通）”とは、単に売場のことだけではない。「メーカー→流通→顧客」の流れ全体を示している。消費財と生産財では

その流れが異なるが、共にそれぞれ４つの流れがある（下図）。

●流通戦略の立案にあたっては、モノの流ればかりでなく、その仕組み自体が顧客（生活者）にとってどのような便宜性（Conveni-

ence），選択自由度（Channel）をもたらすのかを考える必要がある。

【ＢtoＣ：消費財のマーケティング・チャネル】 【ＢtoＢ：生産財のマーケティング・チャネル】

〈１〉： ダイレクト・チャネルと呼ばれ、製造業者から

顧客（生活者）に直接販売される。

〈２〉： 中間流通のうち卸売業者を介さず、小売業者

から顧客（生活者）に販売されるもので、日本

のメーカーの系列店などがこれにあたる。

〈３〉： 卸売業者が製造業者と小売業者の中間にあ

り、製造業者に代わって、物流などを行う。

〈４〉： ジョバー（地域卸売業者）が、特定地域の小売

業者に商品を卸していく。

〈１〉： ダイレクト・チャネルと呼ばれ、製造業者から

顧客企業に直接販売・納品される。

〈２〉： 生産財を扱う特殊流通業者が製造業者に代

わって企業に販売・納品する。

〈３〉： 製造業者と提携関係にある販売代理商が、

製造業者に代わって企業に販売・納品する。

〈４〉： 製造業者の地域営業所が、特定地域の顧客

企業に販売・納品する。

製

造

業

者

顧
客
（生
活
者
）

卸売業者 ジョバー 小売業者

卸売業者 小売業者

小売業者

〈１〉

〈２〉

〈３〉

〈４〉

製

造

業

者

企

業

生産財
流通業者

〈１〉

〈２〉

〈３〉

〈４〉 卸売業者

製造業者
販売代理商
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④Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ（販促）戦略 ＝Communication

● “Promotion（販売促進）”とは、企業が商品やサービスを顧客に“売り込む”ことを目的にした手段である。

●大きく分ければ、広告で商品を“買う気にさせる”｢プル」の考え方と、販売員が直接“売り込む”｢プッシュ」という２つの方法がある。

プロモーション戦略の立案に当っては、送り手（企業）の一方的な考えではなく、受け手（顧客・生活者）との価値の共有

（Communication）を考えておかなければならない。

広告

口コミ
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ含む）

パブリシティ

人的販売

販売促進
（ｾｰﾙｽ･

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）

テレビ，ラジオ，新聞，雑誌，交通広告，

屋外広告，ＤＭ etc.

販売デモンストレーション，ＰＯＰ，サンプ
ル配布，クーポン，値引，ポイントカード

etc.

店頭，家庭訪問，街頭 etc.

テレビ（ニュース），新聞・雑誌（記事），

インターネット（記事） etc.

口頭，文書，E-mail，ＨＰ（個人，掲示

板） etc.

ツ ー ル

セールスインセンティブ，バックリベート，
値引，増量，ＰＯＰ，協賛，マーケティン
グデータ提供 etc.

主にマスをターゲットとしたメディア経由のプロモーション手法をいう。

情報伝達は一方方向である。

生活者向け
なんらかのメリットを提供し、商品やサービスの消費を促進させるプロ
モーション手法をいう。情報伝達は一方的であることが多い。

生活者個々に対する会話やデモンストレーションによるプロモーション手

法をいう。情報伝達は双方向である。

公的メディアを通じてプロダクトの情報を配信するプロモーション手法を

いう。情報伝達は一方方向である。

生活者個々のネットワーク上での伝達を目的とした情報提供から情報伝
達全体を指すプロモーション手法をいう。情報伝達は双方向であるが、
個々のネットワークに乗った情報はコントロールが困難である。

特 徴

流通チャネル向け
チャネルに対してメリットを提供し、商品やサービスの取り扱いを促進さ
せるプロモーション手法をいう。情報伝達は一方的であるが、メリットの条
件などは協議で決定されることが多い。
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（２）顧客の視点で指標の具体化

●顧客への「期待：対応」による満足グリッド

期待以上
の対応

期待通り
の対応

期待以下
の対応

感 動 大満足 満 足

無関心 普 通

冷たい関係 不 満
大不満
＝クレーム

無意識 漠然とした欲求 明確な欲求
対応

期待

●顧客視点での業績評価指標例

マーケット・シェア （％）

セグメント別マーケット・シェア （％）

新規顧客増加数 （人）

顧客１人当たり年間売上高 （額）

顧客満足度 （指数）

クレーム発生件数 （件）

繰り返し購買率 （％）

関連商品・サービス売上高 （額）

顧客紹介数 （人）

ブランド・エクイティ （額）

継続的
満足
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●生産財のマーケティング（B to B）においても、基本的には消費財マーケティング（B to C）に関する理論を適用できるが、いくつか

の点で生産財特有の問題・課題があり、消費財とは異なる部分がある。

● ここでは、生産財と消費財を対比し、また生産財特有の課題も見直し、基本となる消費財マーケティングを通して、生産財マーケ

ティングの考え方を再確認しておきたい。

顧 客
⚫ 企業などの組織

⚫ 限定マーケット（技術的要素）

生産財 （Ｂ to Ｂ） 消費財 （Ｂ to Ｃ）

価 格
（Price）

チャネル
（Place）

プロモーション
（Promotion）

⚫ 顧客企業のコスト
⚫ 経済的合理性を重視

⚫ 一案件での取引額大

⚫ 直接が中心

⚫ 限定的

⚫ 人的プロモーション中心

商品／サービス
（Product）

⚫ 顧客へのカスタマイズ

⚫ 機能重視

⚫ 最終消費者

⚫ マスマーケット中心

⚫ 標準品が基本
⚫ デザイン・パッケージ／ブランド・イメージも

重要

マーケティング
の焦点

⚫ 他のマーケティング・ミックスとの関連で戦
略的に設定

⚫ 生活者の認知価格

⚫ 選択の幅大（選好）

⚫ 選択の幅大（コミュニケーション）

⚫ 顧客との関係性
⚫ 商品機能

⚫ 技術的要素

⚫ 顧客のセグメンテーションとニーズの発見・
適合／One to One

⚫ ４Ｐの一貫性

生産財マーケティング（B to B）と消費財マーケティング（B to C）の比較
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（製品評価のネット上での共有）

消費財[BtoC] の
購買プロセス

ttention（注意）A

nterest （興味）I

esire    （欲求）D

emory  （記憶）M

ction    （行為）A

wareness（認知）A

nterest （関心）I

valuation （評価）E

rial （試行）T

doption （受容）A

ttention （注意）A

nterest （興味･関心）I

earch （検索）S

ction （行動・購入）A

hare      （共有）S

生産財[BtoB]の
購買プロセス ネット購買のプロセス

顧客の購買態度も変化する
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２１世紀のマーケティングは、顧客との「関係形成」にあるといわれます。瞬間的に刺

激を提供して、顧客からの反応を待つスタイルだけではなく、顧客と一緒になって新し

い商品を考えたりする「協働」型のビジネスも生まれてきています。

送り手が顧客を縛り付けるように「管理」をする発想ではなく、必要な時に必要に応じ

てモノやサービスを提供できる体制を持つ、いわば、顧客に「寄り添う」ことが求められ

るようになってきているのです。

顧客の体験知や知識などが積み重なった「知覚」の層を揺さぶって、新しい知覚を

提供していくことで、マーケティングのチャンスが生まれてきます。

新しいビジネスのチャンスを考えてみましょう。

顧客の知覚を揺さぶることもマーケティング活動。
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顧客

“指向”

＊ 「顧客“指向”（Point，Directive）」は顧客の方を

指しているが、まだ顧客からは距離があり、企業

論理の部分が多い。

顧客

“志向”

＊ 「顧客“志向”（Intention，Orientation）」は「顧

客“指向”」よりは顧客に近づいているが、依然と

して顧客から遠い存在になっている。

顧客

“主導”
［思考］

＊ 「顧客“主導”（Driven）」は、前の２つと異なり、全てを顧客が評価すること

を主眼に経営の仕組み自体を組み立てること。

ex）顧客の苦情窓口を設置した時、何回のコールで電話を取るのが良いかを顧客に

聞き、３回まで大丈夫であればそれを制度化する。

＊組織として制度化されたもの。

ex）人事：評価制度

財務：国際会計基準の転換

組織：チームマネジメント etc.

＊経営の意思決定にまで「顧客“主導”」の概念を採り入れ、実行すること。

真のマーケティング実行力が問われる時代

「顧客」は誰か？

【１】新時代の経営は“関係形成”

（１）“顧客主導”型ビジネスモデルが注目される
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価値
創造

企業
（店）

顧客
（生活者）

購買刺激

企業
（店）

顧客
（生活者）

価値提案

企業
（店）

顧客
（生活者）

●21世紀型マーケティングへの注目は、顧客に対する価値提供の仕組みを顧客の立場から見直そうとする

経営スタイルの転換でもある。

経営
ｽﾀｲﾙ

～’70年代

「刺激-反応」重視

’80～’90年代前半

「交換」重視

’90年代後半～21世紀

「関係性」重視

「顧客学習」が関係を深める

（１）双方向の対話やフィードバックを通じて顧客ニーズを知る。

（２）そのニーズに応じた商品やサービスを提供し、その仕様を記録する。

（３）さらに、顧客のパーソナルなニーズを探るため、対話やフィードバックを続ける。

（４）競合社（店）に顧客を奪われないよう、顧客の満足を満たす努力を継続する。

（２）「顧客価値創造」の経営を目指すこと
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●マーケティングとは、顧客のニーズやウォンツを的確に把握し、それらにマッチした商品を最適の方法で顧客に伝え、

最適の価格・最適のルートで提供することにより、企業と顧客双方に価値を生み出し、企業の長期的成長を図ること。

特に、商品・サービスが溢れ、競争が激化している現代の市場環境のもとでは、「顧客志向」と「競争志向」の２つを

達成することである。

自社がターゲットとする顧客層を設定し、そのターゲット顧客のニーズ・ウォンツを満たす商品・サービ

スを、変化に対応しながら創造し、さらに最適な方法で提供する。

 商品・サービスレベルでの対応

 具体的手法は、ターゲット顧客とマーケティング・ミックスの構築

外部環境を把握し、競合他社と比較して自社にどのような特長があるかを明確化した上で、その特長

を競争上有効に活用した競争に勝ち残る独自の仕組みづくりをする。

 事業レベルでの対応

 具体的手法は、持続的競争優位確立に向けたマーケティング事業戦略

マーケティング事業戦略
－事業レベルでの競争志向－

マーケティング・ミックス
－商品・サービスレベルでの顧客志向－

外部環境分析：生活者市場，業界と競争，マクロ環境 ・・・・・

顧客志向

競争志向

⚫ 持続的競争優位
の基本戦略

⚫ 商品戦略
⚫ 価格戦略

⚫ 競争対応戦略
⚫ マーケティング個別戦略

⚫ プロモーション戦略
⚫ チャネル戦略

マーケティングは、「顧客志向」＆「競争志向」
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“Ａｆｔｅｒ ｔｈｅ Ｓａｌｅ ｉｓ Ｏｖｅｒ”：販売の終わった後

〈Theodore Levitt（ハーバードビジネススクール 教授）／1983年〉

お客さまが欲しがる商品を作れば、
それでお客さまは満足するのだろうか？

お客さまは商品だけではなく、

⚫商品価値に適した値段

⚫購入のしやすさ

⚫魅力的な広告 など

商品以外の様々な要素と商品との組み合わせに価値を感じ、満足をする。

販 売
（購入）

売ること

使うこと

お客さまの関心

企 業 ＝終着点
お客さま ＝出発点

企業の関心

【２】「顧客価値」の創造

（１）「顧客志向」と「顧客満足」
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「売る」ことが目的

→「顧客志向」も「顧客満足」も「売る」ことを目的としている。

「お客さまとの関係継続」が目的

→「お客さまとの継続的な関係づくり」を目的としている。

（２）「顧客価値」の実現を目指す

●「顧客価値」とは、下に示す３極構造によって構成され、モノ中心のマーケティングではなく、「顧客主導」

マーケティングの時代であることを確認しておかなければならない。

従来の考え方

これからの考え方

Value
（価値）

＝
Quality（品質）

Price（価格）

Customer
Value

〈モノが溢れる時代〉

Service

＝顧客価値Ｑ

Ｐ Ｓ
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（３）知覚品質の向上がポイント

“知覚品質”とは、お客さまが評価する相対的品質。

お客さまはＡ社とＢ社とを比較し、商品（ハード）ばかりでなくサービスや

コミュニケーションなど、全体商品（ホール・プロダクト）の品質を判断する。

A B C＜ ＞

“知覚品質”とは

お客さまが評価

する、競争相手

に対する相対的

な品質である。
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（１） 基本性能 ： 筆記具なら「書ける」、時計なら「時を刻む」など、商品の基本的 特

性、性能や機能、効用など。

（２） 特 徴 ： 筆記具でも時計でも「デザインがいい」「軽い」など、商品の二次的

要素で、商品が類似の場合には、この要素が分別手段となる。

（３） 規定品質 ： 仕様書通りに出来ているかどうか。不良品でないということ。

（４） 信 頼 性 ： 筆記具なら「いつでも書ける」時計なら「止まってしまわない」など基

本性能 が一貫して、いつでも得られること。

（５） 耐 久 性 ： 過酷な条件でも簡単には壊れない、長期間の使用に耐える、耐用

年数など。

（６） サービス性 ： 故障や問い合わせへの対応力。

（７） 美 し さ ： 仕上がりの良さ、洗練された外形・美観など。

（８） 名 前 ： 名前から連想されるイメージ要素など。

①物的知覚品質
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（１） 有形要素 ： ホテルやレストランのハードウェア、物的な施設、設備、什器、従
業員の衣装など。

（２） 正 確 さ ： 依頼内容が間違いなく提供できる、予約や支払い、問い合わせに
正しく答えられる。

（３） 専門能力 ： 当該サービスを提供する能力、医師の治療能力、教師の教育能
力など、プロフェッショナル、専門家としての知識、技能など。

（４） 反応の良さ ： 顧客に機敏に反応したり、要求に迅速に対応できる。

（５） 共 感 性 ： 顧客の事情や都合がわかり、共感的に対応できる。

（６） 約束を守る ： 依頼や約束を忘れずに約束した通りに必ず果たす。

（７） 頼りになる ： 困ったときに助けてくれる、難しい依頼や面倒なことにも応えてく
れる。

（８） 礼 儀 ： マナー、エチケット、礼儀作法、接客態度など。

（９） 安 全 性 ： 身体的な危険の無さ、法令遵守など。

（10） 連絡しやすさ ： 会社と連絡とりやすい、すぐに会いにきてくれる、など。

（11） コミュニケーション ： 顧客の期待や要望を真剣に聴いてくれ、話しを発展させることが
できる。

（12） 顧客の理解 ： 顧客を知ろう、理解しようと努めている。

②非物的知覚品質
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③当たり前品質と魅力的品質

ディズニーリゾート → 当たり前品質 ＜ 魅力的品質

（公共）交通機関 → 当たり前品質 ＞ 魅力的品質

商品・サービスの性質によって、どちらに重点を置くかは異なる。

⚫お客さまが「あって当たり前」と思っている

⚫ 「ない」と不満に思い、怒る

⚫いくらきちんとやってもウワサにならない

当たり前品質の欠如

当たり前品質

顧客
不満

⚫ 「なくてもいい」が「ある」とうれしい

（ただし、当たり前品質が満たされている場合に限る）

⚫魅力的品質は「ある」とウワサになる

魅力的品質がある

魅力的品質

顧客
満足
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商品を売る

Marketing 1.0
商品中心マーケティング

物的ニーズをもった

マス購買者

産業革命

Marketing 2.0
顧客志向マーケティング

マインドとハートをもった

スマート顧客

情報技術

顧客満足と維持を図る

Marketing 3.0
価値創造マーケティング

社会変革：よりよい世界を創る目的

推進力

市場の

見方

商品開発

機能性

商品仕様明細

機能性と情緒性

企業と商品のポジショニング

差別化
キイ・

コンセプト

ガイドライン

価値提案

顧客との

相互作用

ニュー・ウェーブ技術

マインド（mind）、ハート（heart）、

スピリット（spirit）をもった人間

価値創出

企業使命、ヴィジョン、

そして価値観

機能性、情緒性、

そして精神性

一対多の取引 一対一の関係づくり 多対多の共同・協働

マーケティングの進化を知る
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