
ＡＡＳは『正しい答えではなく、論理の妥当性で勝負する』スタイルの診断士受験専門機関です。 

1 
          無断転用・転載を禁じます。 

 

☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度・第２次筆記試験】事例Ⅱ（マーケティング・流通戦略）のポイント 

 

●本事例の全体像 

本事例の相談ごとは、最終の９段落の「成長と生き残り」である。「人口減少・・」など、このよう

な構造的な課題に対して、中小企業白書 2016 年版では「海外の需要」に着目した成長戦略について記

載されている。本事例でも「アジアからの外国人観光客」がターゲット層として設定でき、いわゆる「イ

ンバウンド需要」を取り入れていく前提で、診断・助言していくことになる。 

 第 1 問で「製品戦略を整理（分析）」して、第 2 問のターゲットを明確にした上で「今後の製品アイ

テムを見直すことになる。ここの製品戦略で出会った顧客と、プロモーションや販売戦略を通じて、関

係性を高めていくことになる。（後述する小大の 34ページの理論そのもの） 

 さらに、第 3問では「売上好調の飲食店」から、メリットや効果が問われ、生き残りをかけた戦略の

ヒントを見使えだすことになる。第 4問では、インターネット販売に乗り出す前提で「ブランド戦略」

と「コミュニケーション戦略」が問われている。第 1問から第 4問の全問について、ターゲット層が持

つ「情緒的価値と機能的価値」の「２つの切り口」で、見事に整理・体系化できることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＡＡＳ（アソシエ・アドバンス・スクール）は、中小企業診断士２次試験に特化した受験機関です。 

過去問を基軸に置いた学習で、スーパーフレームワークや設問分解練習法など独自の２次試験攻略

法を開発してきました。ＡＡＳでは「表現力×構成力×与件活用力」で答案を作成しています。 

ＡＡＳ関西（大阪・神戸・京都・金沢） 
解答例は AASの HPからダウンロード可能です。 

「ＡＡＳ関西」が作成した模範解答例について、その思考手順を説明している資料です 

第２問（設問１） 

ターゲットと必要な製品戦略 

X 市訪れる女性 

高回転率の製品絞り込み 

＜相談事＞ 新規顧客の獲得 

事例Ⅱ・設問の体系化 

外国人観光客 

減塩しょうゆ特化 

第１問 

これまでの製品戦略 

【しょうゆ関連製品】 

同業の動きで新製品投入 

【しょうゆ製品】 

伝統の製造手法 

診断 

第２問（設問２） 

プロモーションと販売戦略 

【販売戦略】 

Z 社の販売網の情報 

【プロモーション】 

食事付き見学ツアー 

第３問 

メリットと効果 

【効果】 

X 市：インバウンド需要 

【メリット】 

B 社：新製品開発 

第４問（設問１）ブランド戦略 インフルエンサー ブランドネーム 

第４問（設問２）ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ戦略 料理写真やレシピ・投稿 伝統の仕込み・ブログ 

ターゲットの２つの価値 

情緒的価値と機能的価値 

機能的価値（行動変数） 

食に敏感である 

情緒的価値（心理的変数） 

日本の伝統に興味がある 

助言 

助言 

助言 
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●第 1問の思考手順とポイント 

 

 題意は「これまでの製品戦略を整理せよ」である。よって、出題者が設定した「整理する基準」を与

件から読み取ると、第 5段落の「第 1に、・・・第 2に、・・・」を素直に受け入れることで、①基本調

味料としてのしょうゆ、②B社のしょうゆをベースにしたしょうゆ関連製品、の２つのタイプに、B社

製品を整理することができる。なお、これは、図表２の「しょうゆ及びしょうゆ関連製品の出荷数量の

推移」の整理方法とも同様である。図表２は、第 2問（設問１）の「今後の成長に必要な製品戦略につ

いて」根拠となる図表となる。 

あとは、これらの２つの製品について、80字で、どのような表現で答案を作成するかである。という

のも、本問が分析問題であるため、助言する設問との一貫性や整合性を踏まえてここで何を表現するか

を取捨選択することになる。結果、①基本調味料は、第２段落や第 5段落の「国産丸大豆を原材料・伝

統的手法で作られた天然醸造」などを表現し、②しょうゆ関連は、第 6段落の「同業他社の動きをみな

がら新製品を投入した」と答案表現している。これが、第 2問（設問１）につながることになる。 

 

第 1問のこれまでの製品戦略と、第 2問（設問１）ターゲット層と必要な製品戦略の関係 

  

基準 これまでの製品戦略 
ターゲット層の 

ニーズ 

図表２ 

出荷数量 

今後必要な 

製品戦略 

第１に 
基本調味料としての 

しょうゆ製品 

日本の伝統に興味 

懐かしさ 

しょうゆ 

減少傾向 

アイテムを 

特化する 

第２に 
B社のしょうゆをベース

したしょうゆ関連製品 

食に敏感 

健康に配慮 

つゆ・加工品・たれ 

増加傾向 

アイテムを 

絞り込む 

 

 

●第２問の思考手順とポイント 

 

小規模企業の商品（製品）戦略については、出題委員である岩崎邦彦著の「小は大を超えるマーケテ

ィング戦略（日本経済出版社）」で説明されている「顧客の理性と感性の両方に訴える仕組み」を活用

することができる。具体的には、顧客の持つ機能的価値を訴求する製品戦略で顧客と出会い、この顧客

が持つ潜在的な情緒的価値を訴求できる製品およびプロモーション戦略で顧客のライフスタイルに浸

透させていくことになる。あるいは、顧客の持つ情緒的価値を訴求する製品戦略で顧客と出会い、この

顧客が持つ潜在的な機能的価値を訴求できる製品およびプロモーション戦略で顧客に納得して買って

もらうことになる。 

 

顧客の理性と感性の両方に訴える商品づくり（マーケティングの仕組み） 

 

「機能的価値」で顧客をひきつけ、「情緒的価値」で顧客の生活シーンに浸透させる。 

 

「情緒的価値」で顧客をひきつけ、「機能的価値」で納得して買ってもらう。 

 

 

 

第 2 問の（設問１）と（設問２）で問われていることを俯瞰すると、「ターゲット」「製品」「プロモ

ーション」「販売」から、まさに、出典本で示されている枠組みで構成されていることになる。 

第３段落から、ターゲットは、「懐かしさを求めて女性やシニア層が連日街を訪れ、日本の伝統に興

味があるアジアからの外国人観光客も多い。」と、「食に敏感な女性を中心に、ランチ時には大行列がで

きる。」が読み取れる。というのも、「多い」「大行列」などから「需要がある」と判断できるからだ。 

 このターゲットの与件情報を、1次知識である「市場細分化変数」で分析すると、以下のように整理

できる。なお、心理的変数＝情緒的価値、行動変数＝機能的価値としている。 
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ターゲットの整理 

  

人口動態変数・地理的変数 心理的変数・行動変数 出会い方（客数） 関係性（客単価） 

X市に訪れる女性やシニア層 

アジアからの外国人観光客 

【情緒的価値】 

日本の伝統に興味・懐かしさ 

伝統手法の基本調

味料しょうゆ購入 

何らかの手段で機能

的価値を納得させる 

B社の飲食店で食事をする女性 
【機能的価値】 

健康に配慮・食に敏感 

しょゆ関連製品を 

使用した食事 

何らかの手段で情緒

的価値を浸透させる 

 

  

（設問１）の今後必要な製品戦略は、情緒的価値の「日本の伝統に興味がある」「懐かしさ」を訴求

できる製品戦略と、機能的価値の「地元食材の利用やカロリーや減塩など健康に配慮した」や「食に敏

感である」を訴求できる製品戦略となる。 

また、設問のリード文「しかしながら、製品アイテムは見直すことを考えている」の制約条件から、

答案作成にあたっては「製品アイテムをどう見直すか」を素直に表現することになる。 

さらに、図表２「しょうゆ及びしょうゆ関連製品の出荷数量の推移」を踏まえると、第 1問で説明し

たとおり、①しょうゆ製品は、製品アイテムを特化する、②しょうゆ関連製品は製品アイテムを絞り込

む、というあるべき姿が導けることになる。 

 

以上を踏まえると、基本調味料としてのしょうゆ製品は、「日本の伝統」を訴求した製品であればよ

いことになり、出荷数量が減少傾向にある中、製品アイテムを数多く揃える必要はない。よって、機能

的価値も訴求できる「減塩しょうゆ」の製品アイテムに特化することを助言する。 

また、しょうゆ関連製品は、出荷数量も増加傾向にあり、B社の人気メニューでも、めん類等のつゆ・
しょうゆ加工品・たれ類など増加傾向にある製品を使用していることが読み取れる。よって、第 6段落「同

業他社の動きを見ながら新製品を投入してきている。・・・87アイテムに上る。・・・回転率には今ではかな

りばらつきが生じている。」を踏まえると、今後は、食に敏感な女性の動きをみながら新製品を投入していく

ことが導けるため、設問の制約条件「しかしながら、製品アイテムは見直すことを考えている」から、こ
こでは「回転率の高い製品アイテムに絞り込む」ことを助言することになる。 

なお、ターゲットについては、設問文では「ターゲット層」が問われているため、「人口動態変数と

地理的変数」で、答案を表現している。 

 

（設問２） 

 プロモーション戦略と販売戦略が問われている。「製品」「プロモーション」「販売」から、マーケテ

ィングミックスの４P を出題者は意識していると思われる。よって、「販売＝チャネル」と位置付ける

ことが妥当だと判断した。これで、与件文の「Z社」をここで活用できることになった。 

 また、「図表１」も本問で活用することになる。プロモーションや販売戦略とは、「どうやって売上を

あげるか」が目的となるため、図表１の「購入数量、支出金額、消費量」というデータ項目と一貫性を

図ることができるからだ。 

さらに、図表１「しょうゆ関連データの推移」の出題者の意図（題意）は、図表下の注意書き（＊１）

（＊２）で「しょうゆ」の消費者が店頭で購入する数量と金額と、（＊３）で「小売店頭などで購入す

るししょうゆだけでなく、消費者が外食店や加工品から摂取するしょうゆの量も含まれる点、であった

と思われる。 

ここから、B社製品を消費者が店頭で購入できるのは、「B 社小売店頭と、Z社の販売先の店頭」にな

り、B 社製品を使用した料理が食べれるのは、「B 社飲食店」となる。なお、第 4 段落の親子丼で有名

な鶏専門料理店でも B社製品を使用した料理を食べることができるものの、ここは第 4問のブランド戦

略における「インフルエンサー」として活用するため、本問では外して思考することにした。 

 以上を踏まえ、ターゲットの持つ情緒的価値と機能的価値を訴求するためのプロモーションと販売戦

略は次のように、整理することができる。 
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ターゲット層の情緒的価値と機能的価値の両方に訴えるプロモーションと販売戦略 

 

ターゲットニーズ プロモーション 販売（チャネル） 

（図表１より） 消費者が外食店で食事をとる機会 消費者が店頭で購入する機会 

日本伝統に興味 
B社の蔵の杉桶などを見学できる 

情緒的価値を訴求する 

海外の日本食材で購入できる 

情緒的価値に対応できる 

食に敏感 
B社の健康に配慮した食事付き（弁当可） 

機能的価値を訴求する 

こだわりの自然食品店で購入できる 

機能的価値に対応できる 

 

 

 プロモーション戦略は、「B 社工場見学ツアー＋食事付き」で、ターゲットの持つ２つの価値を刺激

することができる。図表１を踏まえると、一人当たりの消費量に寄与するために、B 社は、ただ単に、

しょうゆづくりを見学してもらうだけではなく、B社飲食店で作られた健康に配慮した食事やお弁当な

どを工場見学ツアー参加者に味わってもらうことが重要となる。これこそが B社のまさに戦略といえる

はずだと考えた。つまり、図表１が提示されている以上、「食事付き」は採点基準上、欠かせない論点

となるはずだと考えている。 

まとめると、プロモーション戦略は、「日本の伝統や懐かしさ」という情緒的価値を求めて、Ｘ市を

訪れた（国内外の）観光客に対し、Ｂ社製品を使用した食事付きの工場見学ツアーを実施することで、

潜在的な「食に敏感や健康に配慮」という機能的価値を掘り起こすことができる。また、「食に敏感や

健康に配慮」という機能的価値を求めて、Ｂ社のランチを食べにきたが、大行列に並ぶ必要がある。工

場見学ツアーを予約すれば食事付きでＢ社のメニューを味わえるとなれば、おそらく申し込みする人も

出てくるだろう。この食事付きの見学ツアーに参加してもらうことで、潜在的な「日本の伝統や懐かし

さ」という情緒的価値を掘り起こすことができることになる。 

 

 販売戦略は、第８段落に丁寧に説明されている「Z 社」の販売網を活かしたい。上記の図表で整理し

たように、「海外では日本食材を取扱う小売店」「国内ではこだわりの自然食品店」と、ターゲット層の

情緒的価値と機能的価値にフィットできる販売網を有していることが読み取れるからだ。よって、B社

の小売店で B 社製品を購入した国内外のターゲット顧客が、継続して B 社製品を購入できるように、

販売先情報を提供することが考えられる。このことで、図表１の消費者が店頭で購入する数量と金額に

寄与することができる。特に、しょうゆやしょうゆ関連製品は最寄り品のため、ブランドを指名して購

入する傾向が強い。その際に、当該ブランドが手に入らない場合は、その場でブランドスイッチが起こ

り、代替えされることになる。よって、リピード購買を促すために、Ｂ社製品購入者に対して、国内外

のＺ社の販売先情報を提供することがポイントとなる。 

 

 

●第３問の思考手順とポイント 

  

問われていることは、「B 社が飲食店を直接経営することによって、どのようなメリットと効果を得

られるか」である。制約条件は、この飲食店は売り上げが好調であること、売り上げが向上すること以

外のメリットと効果であること、となる。与件リンクできるのは、飲食店の情報が詳しく書かれている

第３段落と、設問文と同じ文言「飲食店の好調な売り上げ・・」がある第 7段落となる。 

まず、わかりやすい第 3段落から思考する。第 1問や第 2問（設問１）の製品戦略を踏まえると、製

品アイテムを見直すことになる。すべての製品が 25 年前から発売されており、しかも、同業他社の動

きを見ながら新製品を追加投入してきた。この現状に対して、今後、B社はターゲット層の動きを見な

がら新製品を投入するというあるべき姿が導けるはずだ。よって、第 3段落の最終文「食に敏感な女性」

の動向を直接把握することができ、声や意見を直接聴くことができる。つまり、新製品開発のアイデア

を収集できることになる。この点をメリットであげればよい。 
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次に「効果」であるが、「メリット」とすみ分けたい。メリットの新製品開発よりもマクロ的な視点、

メリットであげたターゲットの「食に敏感な女性」ではなく、「日本の伝統に興味がある」の視点、で

思考することになる。 

マクロ的な視点としては、リンクする第 7段落が、わが国における「しょうゆ市場」の置かれている

現状が詳しく説明されている。特に、設問と直接リンクされる第 7段落の最終文「現在、B社の年商も

かろうじて・・・飲食店の好調な売り上げが貢献している。」から、本事例のテーマである「生き残り

と成長」に直接対応できることに気づくことができる。 

ここで「日本の伝統に興味がある」の視点をくわえると、「アジアからの外国人観光客」や「懐かし

さを求めて連日街を訪れる女性やシニア層（国内）」に着目できる。特に、最終の９段落「現状のまま

では著しい成長は期待できない、人口減少社会を迎え、縮小するしょうゆ市場の下で・・・」を踏まえ

ると、国内ではなく、「外国人観光客」、いわゆるインバンド需要を取り込むことが考えられる。 

ただ、「売り上げ以外」という制約条件があるため、答案表現については、注意をはかりたい。その

ため、最終段落の「B 社は、良くも悪くも伝統を重視してきたため・・・」に着目して、飲食店が、X

市を訪れる外国人観光客に対して B 社が重視してきたしょうゆづくりの日本伝統を発信できるコンタ

クトポイントであると考えた。結果、マーケティング 3.0の視点とした。 

 

 

B 社飲食店のメリットと効果のすみ分け 

 

すみ分けの視点 メリット 効果 

与件リンクのすみ分け 第３段落 第７段落→第９段落 

ターゲットのすみ分け 食に敏感な女性（国内） 
日本の伝統に興味がある 

外国人観光客 

マーケティングコンセプト 

のすみ分け 

マーケティング 2.0 

顧客満足 

マーケティング 3.0 

地域の活性化 

 

 

第４問の思考手順とポイント 

 

インターネット販売に乗り出す前提で、（設問１）でブランド戦略が、（設問２）でコミュニケーショ

ン戦略が問われている。与件リンクは第 8段落となる。与件リンクから、Z社が難色を示しているため、

何らかのすみ分けが必要となる。同時に、設問文にも与件文にも書かれているように、多くの中小しょ

うゆメーカーがインターネット販売を展開している。この点を踏まえて、「どう差別化するか」がポイ

ントになる。 

ただ、Z 社が難色していることは、設問文を読んでもわからないが、同業他社がすでにインターネッ

ト販売に乗り出していることは、設問文に、はっきり書かれている。しかも与件文にも書かれれている。

つまり、Z 社よりも、同業他社とどう差別化していくかという点が重要な課題であるから、設問では、

製品戦略というよりも、ブランド戦略やコミュニケーション戦略が問われていると解釈している。 

ここでも、ターゲット層が持つ２つの価値、「日本伝統に興味」と「食に敏感」との整合性や一貫性

で思考することになる。まさに、マーケティング戦略事例で思考しているかがポイントになる。 

 

設問の「ブランド」や「コミュニケーション」の文言を読んで、どのような知識が頭の中に出てきた

だろうか。過去問傾向および出題委員の公表により、事例Ⅱは、ほぼ岩崎邦彦氏で間違えがない。なら

ば、出題委員が提唱しているマーケティング戦略について、知識の整理と活用を狙いたい。1 次知識を

持ち出して恐縮であるが、「ブランド戦略」は、出題者の岩崎邦彦氏の著書「小さな会社を強くするブ

ランドづくりの教科書（日本経済新聞社）」の知識である。これは、平成 25年度の事例Ⅱ「さつまあげ

とかまぼこ事例」で出題がされ、今回で 2回目となる。コミュニケーション戦略は、同じく「小が大を

超えるマーケティングの法則（日本経済新聞社）」の知識である。これは、ほぼ毎年の事例Ⅱで出題さ
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れているといっても過言ではない。今回は「コミュニケーション力」の知識を活用することになる。 

また、（設問１）と（設問２）との一貫性や整合性も、ターゲット層の２つの価値の視点から図るこ

とも重要なポイントになる。これを踏まえて、以下のように整理することができる。 

 

ターゲット層の情緒的価値と機能的価値の両方に訴えるブランド戦略とコミュニケーション戦略 

 

ターゲットニーズ 

（知識）情緒と機能 

ブランド 

（知識）市場×製品で思考 

コミュニケーション 

（知識）受信と発信で思考 

食に敏感 

（機能的価値） 

（行動変数） 

＜市場軸＞ 

（知識）インフルエンサーの活用 

（与件）第 4段落の鶏料理専門店 

B社のしょうゆに惚れ込む 

＜受信＞ 

（知識）顧客参加（マーケティング活

動に参画させる） 

（思考）親子丼をヒントに、B社製品

を使用した料理写真やレシピ公開 

日本伝統に興味 

（情緒的価値） 

（心理的変数） 

＜製品軸＞ 

（知識）独自性のあるブランドネーム 

（与件）8段落の Z社が難色を示す 

多くの中小しょうゆメーカーが 

インターネット販売を行っている 

＜発信＞ 

（知識）B社の独自性を発信する 

（思考）第 2段落、多くの中小しょう

ゆメーカーがやめている「仕込み」の

日々の様子をブログで発信 

 

（設問１）は、まず、Z 社が難色を示しているため、ダブルブランドに着目した。同じ製品でも製品

名が違うという戦略である。インターネット専用のブランドネームをつけることをあげている、その際

に、ターゲットニーズとの一貫性が必要となる。「日本伝統」と「食に敏感」どちらに訴求すべきか。

これは、結果、第 4段落の親子丼が食に敏感に刺激できるブランド戦略として、インフルエンサーを活

用することができるため、「日本伝統」に訴求できるブランドネームをつけることになる。第 2 段落よ

り、競合となる中小しょうゆメーカーは、「生揚げしょうゆ」を大手メーカーから仕入れていることが

はっきり書かれているため、「生揚げ」を訴求できるブランドネームが導けることになる。これが差別

化できるポイントとなる。ただ、答案字数が少ないため、表現にあたっては、「外国人観光客の需要を

取り込んでいくこと」が生き残りと成長を目指す B社にとって不可欠であると考え、ここであげる外国

人は日本伝統に興味があるのはすでに他の設問で明らかにしているため、「外国人に訴求できるブラン

ドネーム」とした。 

 もう１つは、前述したが、第 4段落の「親子丼で有名な鶏料理専門店」を使いたい。B社しょうゆの

濃厚さと芳醇さにほれ込んでいるからだ。ここはターゲットの「食に敏感」を刺激するには、食の専門

家である鶏料理専門店の声を活かすことである。岩崎邦彦氏の著書では「インフルエンサーの活用によ

るブランドづくり」が提唱されている。なお、ブランド戦略は成長戦略そのものであり「市場と製品の

枠組み」を活用できる点にも気づいてほしい。 

 

（設問２）最適なコミュニケーションツールとして、「人から伝わる情報」をあげることができる。

これは、過去の事例Ⅱをトレーニングすると理解できることになるが、マーケティング戦略上のコミュ

ニケーションとは、「人的コミュニケーション」を意味しており、一人ひとりの顧客のライフスタイル

や、B社が有している専門知識を背景としたきめ細かなたアドバイスが、差別化のキーとなっている。 

さらに、受信と発信という双方向の視点から整理すると、受信は、顧客のライフスタイル＝食に敏感

を訴求できる手段として、（設問１）の親子丼をヒントに料理写真やレシピをあげている。顧客に B 社

のマーケティング活動に参画してもらうことがポイントとなる。発信は、B社のこだわりや独自性にか

着目する。第 2段落より「中小しょうゆメーカーは自社の蔵でのしょうゆ仕込みをやめ」とはっきり書

かれているので、この B社のこだわりをブログで日々発信することにした。 
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