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「共鳴」がブランドを強くする！？
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日）に「学び LIVE

」が開催されます

3人を紹介いたし

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

事例で学ぶブランド戦略：「共感」と

「共鳴」がブランドを強くする！？  

マーケティング学科便り
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

事例で学ぶブランド戦略：「共感」と

   

 

マーケティング学科便り

マーケティング学科はサイエンス教育の充実

目指しています

例えば、下の表は、昨年の

 

セブンイレ

ブン 

ローソン 

ファミリー

マート 

サークル

サンクス 

とファミリーマートが経営統合したために、サークル

えていますので、現在は大手

に一日でどのくらいの人が来店していたかというと、それぞれの期末店舗数と

客数を掛け算すると、それぞれ

10,238,270

計すると、44,961,108

万人もの人が来店し、商品やサービスを購入しているのです。コンビニは

代⾦を計算していますので、その購⼊記録は毎⽇

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。

 そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

たら、小売経営に有益な

ら、メーカーは小売企業との交渉で有益なデータを生み出せるのでしょうか？

マーケティング学科便り

マーケティング学科はサイエンス教育の充実

目指しています

例えば、下の表は、昨年の

期末店舗数

セブンイレ 18,572

 12,395

ファミリー 11,656

サークル K

 

6,350 

とファミリーマートが経営統合したために、サークル

えていますので、現在は大手

に一日でどのくらいの人が来店していたかというと、それぞれの期末店舗数と

客数を掛け算すると、それぞれ

10,238,270、11,656×914

44,961,108、つまり

万人もの人が来店し、商品やサービスを購入しているのです。コンビニは

代⾦を計算していますので、その購⼊記録は毎⽇

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。

そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

たら、小売経営に有益な

ら、メーカーは小売企業との交渉で有益なデータを生み出せるのでしょうか？

マーケティング学科便り
東洋大学マーケティング学科

マーケティング学科はサイエンス教育の充実

目指しています 

例えば、下の表は、昨年の 2 月末の日本のコンビニの状況を示しています。今は、ユニー

期末店舗数 1 日の平均

来店客数

（名）

18,572 1,057

12,395 826 

11,656 914 

 699 

(2015 年度⽇経コンビニエンスストア調査をもとに筆者作成

とファミリーマートが経営統合したために、サークル

えていますので、現在は大手 3社ですが、昨年度までは⼤⼿

に一日でどのくらいの人が来店していたかというと、それぞれの期末店舗数と

客数を掛け算すると、それぞれ 18,572×

11,656×914＝10,653,584

、つまり約 4496

万人もの人が来店し、商品やサービスを購入しているのです。コンビニは

代⾦を計算していますので、その購⼊記録は毎⽇

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。

そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

たら、小売経営に有益なデータが生み出されるのでしょうか？あるいはどのように分析した

ら、メーカーは小売企業との交渉で有益なデータを生み出せるのでしょうか？

平成 29

マーケティング学科便り
東洋大学マーケティング学科

学科⻑

マーケティング学科はサイエンス教育の充実

月末の日本のコンビニの状況を示しています。今は、ユニー

日の平均

来店客数

（名） 

平均客単価

（円）

1,057 621

 604

 565

 616

年度⽇経コンビニエンスストア調査をもとに筆者作成

とファミリーマートが経営統合したために、サークル K サンクスもファミリーマートに看板を変

社ですが、昨年度までは⼤⼿

に一日でどのくらいの人が来店していたかというと、それぞれの期末店舗数と

×1,057＝19,630,604

10,653,584、6,350×699

4496 万人です。一日で大手コンビニ

万人もの人が来店し、商品やサービスを購入しているのです。コンビニは

代⾦を計算していますので、その購⼊記録は毎⽇ 4500

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。

そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

データが生み出されるのでしょうか？あるいはどのように分析した

ら、メーカーは小売企業との交渉で有益なデータを生み出せるのでしょうか？
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マーケティング学科便り 
東洋大学マーケティング学科

学科⻑ 住谷 宏

マーケティング学科はサイエンス教育の充実

月末の日本のコンビニの状況を示しています。今は、ユニー

平均客単価

（円） 

平均日商

（円）

621 65,6

604 54,0

 

565 51,6

616 43,1

年度⽇経コンビニエンスストア調査をもとに筆者作成

サンクスもファミリーマートに看板を変

社ですが、昨年度までは⼤⼿ 4 社でした。この大手

に一日でどのくらいの人が来店していたかというと、それぞれの期末店舗数と

19,630,604、12,395×826

6,350×699＝4,438,650

です。一日で大手コンビニ

万人もの人が来店し、商品やサービスを購入しているのです。コンビニは

4500 万人分残るわけです。ポイント

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。

そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

データが生み出されるのでしょうか？あるいはどのように分析した

ら、メーカーは小売企業との交渉で有益なデータを生み出せるのでしょうか？

（2017 年 6 月配信）

 
東洋大学マーケティング学科    

宏 

マーケティング学科はサイエンス教育の充実・強化を

月末の日本のコンビニの状況を示しています。今は、ユニー

平均日商

（円） 

65,6 万 

54,0 万 

51,6 万 

43,1 万 

年度⽇経コンビニエンスストア調査をもとに筆者作成

サンクスもファミリーマートに看板を変

社でした。この大手

に一日でどのくらいの人が来店していたかというと、それぞれの期末店舗数と 1 日の来店

12,395×826＝

4,438,650 です。これを合

です。一日で大手コンビニ 4 社に約

万人もの人が来店し、商品やサービスを購入しているのです。コンビニは POS レジで買物

万人分残るわけです。ポイント

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。

そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

データが生み出されるのでしょうか？あるいはどのように分析した

ら、メーカーは小売企業との交渉で有益なデータを生み出せるのでしょうか？ 

月配信） 

 
 

  

 

・強化を

月末の日本のコンビニの状況を示しています。今は、ユニー 

年度⽇経コンビニエンスストア調査をもとに筆者作成) 

サンクスもファミリーマートに看板を変

社でした。この大手 4 社

日の来店

これを合

社に約 4500

レジで買物

万人分残るわけです。ポイント

カードを使っていれば、その購⼊者の属性（性別、年齢など）も残っているでしょう。 

そのような膨大なデータが日々記録されます。それらの膨大なデータをどのように分析し

データが生み出されるのでしょうか？あるいはどのように分析した
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お菓子の売り方、作り方：身近な

商品からマーケティングを考える 

 

                            

 そのため、マーケティング学科では、

目を設けています。「マーケティング学科の学生なら誰でも

きる」を合⾔葉に教育をしています。もちろん、

も充実しています。

統計検定資格支援講座が開講

 統計検定資格支援講座が、

６限・７限で⾏われています。全部で

大学准教授）が、

担当してくださっています。

 これは、一般財団法人

座運営担当責任者はマーケティング学科の石田

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、

（日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

講生は

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。

 

 

データでわかる消費者購買⾏動：

ビッグデータ時代のマーケティング 

 

身近な

 

 

                            正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。

データを分析して、マーケティング戦略の提案を科学的に裏付けようとしています。

そのため、マーケティング学科では、

目を設けています。「マーケティング学科の学生なら誰でも

きる」を合⾔葉に教育をしています。もちろん、

も充実しています。

統計検定資格支援講座が開講

統計検定資格支援講座が、

６限・７限で⾏われています。全部で

大学准教授）が、

担当してくださっています。

これは、一般財団法人

座運営担当責任者はマーケティング学科の石田

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、

日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

講生は 3級が 66

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。

正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。

データを分析して、マーケティング戦略の提案を科学的に裏付けようとしています。

そのため、マーケティング学科では、

目を設けています。「マーケティング学科の学生なら誰でも

きる」を合⾔葉に教育をしています。もちろん、

も充実しています。 

統計検定資格支援講座が開講

統計検定資格支援講座が、5

６限・７限で⾏われています。全部で

大学准教授）が、2 級を⽥栗正章先⽣（千葉⼤学名誉教授、⼤学⼊試センター顧問）が

担当してくださっています。 

これは、一般財団法人 統計質保証推進協会との提携で運営するもので、東洋大学の講

座運営担当責任者はマーケティング学科の石田

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、

日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

66名、2級が 15

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。

正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。

データを分析して、マーケティング戦略の提案を科学的に裏付けようとしています。

そのため、マーケティング学科では、1年⽣の秋に「マーケティングデータ分析⼊門」という必修科

目を設けています。「マーケティング学科の学生なら誰でも

きる」を合⾔葉に教育をしています。もちろん、

統計検定資格支援講座が開講

5月 9日（火）から

６限・７限で⾏われています。全部で 6回です。講師は、

級を⽥栗正章先⽣（千葉⼤学名誉教授、⼤学⼊試センター顧問）が

統計質保証推進協会との提携で運営するもので、東洋大学の講

座運営担当責任者はマーケティング学科の石田

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、

日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

15名です。受講生ができるだけ多く検定試験に合格することを

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。

正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。

データを分析して、マーケティング戦略の提案を科学的に裏付けようとしています。

年⽣の秋に「マーケティングデータ分析⼊門」という必修科

目を設けています。「マーケティング学科の学生なら誰でも 1年⽣の終わりには重回帰分析がで

きる」を合⾔葉に教育をしています。もちろん、2年⽣以上になったら履修できるサイエンス科目

統計検定資格支援講座が開講 

日（火）から 6月 13

回です。講師は、3

級を⽥栗正章先⽣（千葉⼤学名誉教授、⼤学⼊試センター顧問）が

統計質保証推進協会との提携で運営するもので、東洋大学の講

座運営担当責任者はマーケティング学科の石田 実 専任講師です。この講座は、マーケティン

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、

日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

名です。受講生ができるだけ多く検定試験に合格することを

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。

正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。

データを分析して、マーケティング戦略の提案を科学的に裏付けようとしています。

年⽣の秋に「マーケティングデータ分析⼊門」という必修科

年⽣の終わりには重回帰分析がで

年⽣以上になったら履修できるサイエンス科目

13日（火）まで、毎週火曜日の

3 級を⽵内光悦先⽣（実践⼥⼦

級を⽥栗正章先⽣（千葉⼤学名誉教授、⼤学⼊試センター顧問）が

統計質保証推進協会との提携で運営するもので、東洋大学の講

専任講師です。この講座は、マーケティン

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、

日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

名です。受講生ができるだけ多く検定試験に合格することを

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。

正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。

データを分析して、マーケティング戦略の提案を科学的に裏付けようとしています。 

年⽣の秋に「マーケティングデータ分析⼊門」という必修科

年⽣の終わりには重回帰分析がで

年⽣以上になったら履修できるサイエンス科目

日（火）まで、毎週火曜日の

級を⽵内光悦先⽣（実践⼥⼦

級を⽥栗正章先⽣（千葉⼤学名誉教授、⼤学⼊試センター顧問）が

統計質保証推進協会との提携で運営するもので、東洋大学の講

専任講師です。この講座は、マーケティン

グ学科が⼤学に提案し、今年度から始めることになりました。受講する学⽣は、6月 18

日）に実施される統計検定を受験していただくことになっています。マーケティング学科のサイ

エンス教育の充実・強化という方針に沿った支援講座です。今回が最初の支援講座ですが、受

名です。受講生ができるだけ多く検定試験に合格することを

祈念しております。また、秋の⽀援講座にはもっと受講⽣が増えると予想しています。  

正にビッグデータ時代のデータ分析が日々の企業活動にとって重要になってきているのです。

そのようなデータ分析も含めて教育しているのが、マーケティング・サイエンス教育です。ビッグ

 

年⽣の秋に「マーケティングデータ分析⼊門」という必修科

年⽣の終わりには重回帰分析がで

年⽣以上になったら履修できるサイエンス科目
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級を⽵内光悦先⽣（実践⼥⼦

級を⽥栗正章先⽣（千葉⼤学名誉教授、⼤学⼊試センター顧問）が

統計質保証推進協会との提携で運営するもので、東洋大学の講

専任講師です。この講座は、マーケティン

18日
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