■各チームのプレゼンテーション内容■

第

期 Ｐ Ｃ Ｄ 養 成 講 座

報 告

課題は「ぽんずジュレ」市場商品

つめた成果を見せ、力強く説得力ある

期 Ｐ Ｃ Ｄ 養 成 講 座 の 課 題 商 品 は、

第
提案が行われる。
ディレクター養成講座は、副題を「～

プロモーショナル・クリエイティブ

急速に売り上げを伸ばす「ぽんずジュ
名が６チーム
内制率を高め、協力会社業務も効率化

レ」市場商品。受講生
に分かれ、プロモーション・クリエイ
する～」としている。
講座内容は、まず①コンセプト開発
に必要な基礎知識を習得し、②ワーク
シートを使ってのコンセプト開発演

期プロモーショナル・クリエイ
習、そして③「キーワード」と「キー

日、

日、３月６

日、
ビジュアル」への展開を考え、受講生

社から

日の、毎週火曜日、４日間、日本印刷
会館会議室で開催され、
次にグループ演習では、④プロモー

が受講した。
初日は、プロモーション・クリエイ
ション手法への展開、⑤ＳＰメディア・

初対面の他社受講生と短時間で打ち
テーションを実施する。中間プレゼン

への展開、をまとめ、中間のプレゼン

ンへの展開、⑦ネット系、サイネージ

解けて、
課題商品の実技演習に入った。
テーションに対しては講師より講評と
修正指示がある。
そして最終のプロモーション・クリ

ン・クリエイティブ評価シートを使用

ロ モ ー シ ョ ン 施 策 の 開 発、 プ ロ モ ー

今期の最終プレゼンテーションを審

エイティブプレゼンテーションに臨

査し講評を行った講師は、鎌田一成氏、

ション・クリエイティブ提案書作成を
では講師からの厳しい企画書の修正や

む。

最初からやり直しといった指摘もあ
した各チーム間の評価結果の報告と講
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る。最終プレゼンテーションでは、全
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あっ 小さい ゆず みいつけた！

チーム

ＨＯＴジュレ－今年はジュレが熱いのよ－

評で締め括られた。

こなして中間発表となるが、中間発表

発、キービジュアル案の開発、店内プ

表現テーマの設定とキーワードの開

組んだ。

ティブの基礎を受講し、２日目より６

26

ツールへの展開、⑥店内プロモーショ

20

チームに分かれてグループ演習に取り

の講評を受ける。

間でプレゼンテーションを行い、講師

座は、２月

ティブディレクター（ＰＣＤ）養成講

第

を行った。

ティブを実践し、プレゼンテーション

36
28

名
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最後に坂井田稲之氏よりプロモーショ

最終日プレゼンの会場

14

講師による講評

「内制率を高め、協力会社業務も効率化する」
講座
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チームとも直前まで熱心に企画内容を

B

株式会社ミプロス
株式会社ヒロモリ
西巻印刷株式会社
水上印刷株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社ノムラデュオ
坂寄めぐみ
徳永大祐
小野塚順久
久保健太
奥田武浩
三宅絵巳

チーム

あれこれのっけて、座布団１枚！

A
さっぱり！めざましジュレぽん酢
チーム

2
2012.4 JPM Network
2012.4 JPM Network

3

Course

回

プ ロ モ ー シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 研 究 会

■リテール２・０
○「世界の流通」
、
「日本の流通」の現状は…
世界の流通は、自社のブランディングを強化
取り込み、クローバル化を図っている。これに対

し、顧客を囲い込み、 ストアブランドでニーズを
し、日本の流通は、地域差が大きいことから、特
異な中間流通を発達させ、固有の特殊性を持って
いる。

メーカーは豊富な資金で消費者を調査し、 カテ

報システム。取引先メーカーと販売・在庫情報を共

】とは
○リテールリンク【 Retail Link
年に構築した、民間最大の情

た情報をインターネット経由で取引先に提供、品

生活者の商品やサービスの買い方は劇的に変化

だ決めていない「目的地」へ導かれたりする。
○まとめ
▼川下のデータ収集
生産を効率化するために、また、消費者ニーズ
を捉えて即応するために、小売り、メーカーが手
を携えて様々な挑戦を行い、「川下のデータ収
集」を行っている。
▼デジタル革命

ようになり、購買に至るまでの行動の全容がト

▼分析、解析、仕掛けも多様化
自分でも判らない行動の理由すら解釈し、欲
求、欲望、人間関係にも影響を及ぼし始めている。
▼ＳＰ会社が生き残るためには
モノを売る、というのはいかなることかを知る
こと。購買行動を深く洞察すること。 あらゆる仕

ＳＴＥＰ１ 従来の広告にて〈刺激〉を受ける。
→ Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ ２〈 買 い 物 前 〉 に 、

の時代に備えた検討が欠かせないのではないか。

いずれにせよ、「営業力・プレゼン力」こそ、次

タを「共有」する必要もあるのではないか。

掛けを既成概念にとらわれずに利用可能な状態に
置くこと。必要に応じてＪＰＭ内で購買行動デー

Zero Moment of
（ Ｚ Ｍ Ｏ Ｔ ＝ ジ ー モ ッ ト ） を 得 る 。 →Ｓ Ｔ
Truth
ＥＰ３〈店内の陳列棚〉にて、

First Moment of

を得る。→ＳＴＥＰ４ Second Moment of
Truth
にて〈体験〉する。
Truth
インターネットでは、大半の人が商品の特徴や

4

第

キャンペーン総件数は３倍に（２００２年＝
件→２０１１年＝２６９件）
。 但し、値引き系が主

第１回から第４回まで、前２号にわたって掲載
してきた「営業力とプレゼン力」講義の最終、第
流となった（ ％→ ％）。 景品／抽選は減（ ％

兆７０００億円
（そこで、世界最大の小売業で、全米最大の物流
）の
業でもあり、ＥＤＬＰ（ Everyday Low Price
元祖であるウォルマートから見ていきたい。）
○ウォルマートについて
年にデー

１９７７年からコンピュータでデータ管理し、
年に衛星通信ネットワークを完成。

タウェアハウスを完備。その後、メーカーのリ
テール・サポートのお手本とも言われる「戦略同
盟」を、Ｐ＆Ｇとの間で結ぶことになる。
即ち、「ウォルマートとＰ＆Ｇとは、同じ消費
者を相手にしながら、双方何も共有せず全く別個
に存在し、無駄なコストを積み上げて敵対してい
るリテーラーとベンダーの関係に終止符を打つた
（リ
め」である。さらに、その後、「 Retail Link

ゴリーの利益を最大化する提案を行い、自社に有

■リテール１・０

け、「次の購買」を確実に刈り取る時代になる。
利な棚割りを行っていた。さらに売り場メンテナ

テールリンク）」を形成した。

「営業力・プレゼン力」も、現状への対処だけで

メーカーの独壇場を形成した。

ベネフィットの情報を求めている。 これに対して

行動ターゲティング、リターゲティング、アド

○One to One Just in Time

「ジャスト・イン・タイム」が動き出している。

こうした状況において、「ワン・トゥ・ワン」

に興味をもっている。

店舗任せにせず、本部でできることは全て本部で
になっている。

店頭では、多くの人が値段や特別サービスの情報

ラムを導入し、一緒に買われる商品を近接陳列
■リテール３・０

行う。そしてこれがテスコＰＢの大躍進の原動力

し、消費者の購買意欲を刺激。例えばベビー用品

考えられ、日々の生活の中で、人が残す様々な痕

─ ＯＳデータの活用方法が
ＰＯＳデータ、ＩＤ Ｐ

○そして３・０の時代

した。
月

ネットワークの反応、ブラウザの閲覧履歴、そし

年

跡をつなぎ合わせれば、よりリアルに購買に至る

ウォルマートは、リテールリンクでベンダーと

し、以前とは購買決定のプロセスも違う 。デジタ

○今日、購買決定はほとんど来店前
Ｐ＆Ｇ が、店頭で商品を購入するか否かを決定

でも判らなかった「買う理由」が示されたり、ま

から稼働させ、これまで非公式だった個別店舗や

情報を共有し、ＩＴで製配販を一元管理した。こ

ルメディアや、ディバイスの普及により、 何かを

○購買に至るまでのプロセスを読み解く視点

スできるようになった。

れに対抗するグループが世界を２分して拮抗して

クス」が稼働している。
○アジェントリクス（ＡＧＥＮＴＲＩＣＳ）とは

レースできる時代となった。さらにデジタルデバ

ＰＯＳが、ＩＤ ─ＰＯＳ へと進化しただけでな
のこと。
ＭＯＴとは、 First Moment of Truth
今日、ショッパーが購入前に利用する情報源の

する瞬間を表すＦＭＯＴという概念を創った。 Ｆ

数は 車＝ ・ 個、旅行＝ ・ 個で、食品や日

く、プロモーション情報の接触状況が把握できる

Ｂプラットフォーム。グローバル小売業はＩ

・４個で、前年の５・３個の倍に。利用された
情報源は従来のメディアや店頭に限らず オンライ

種）。

○そこで、購入決定の新しいモデル

ンメディアの利用率が高く、その影響も強い。

か」とか「英国の伝統的な商品か」とか

か」を調査し、来店客や商圏に合わせた品揃えを

また、「なぜ買ったのか」「なぜ買わなかったの

30

製品ＤＮＡ（商品特性）を付番（「健康に良い

を判別。客の「好み」を分類するため、商品に、

同社では、客が何を食べるか（＝買うか）で客

○英国 テスコについて

て説明したい。）

（次に、「テスコクラブカード 」で、消費者の購

10

買行動を把握し品揃えする「英国テスコ」につい

るプラットフォームとなっている。

イスの進化で、その瞬間にプロモーションを仕掛

2

常品でも、平均７個以上の情報源が利用されてい

10

Ｔを駆使することで仕入れの効率化を追及してい

2

けることも可能となった。

18

る。２０１１年、カテゴリー全体の情報源平均は

to

る。 今日では、グローバル小売業の全てが参加す

Ｂ

。世界のスーパーマーケットが世界中の
Solution
ベンダーから商品を大量に安く調達するための

AGENT for Retail Information & Collaborative

い情報を能動的に得ることが可能になった。

買う際、自宅でも通勤途上でも、店頭でも、 欲し

05

のプラットフォームに統合され、「アジェントリ

いたが、

年に両者が統合し、現在は世界が１つ

○その後の経過

化に協力し、仕入れ条件も改善している。

てスマホの固有ＩＤなどとの照合をもとに、自分

ちなみに、西友は、リテールリンクを

91

までの情報収集過程や意思決定プロセスをトレー

12

物流センターの情報を開示して取引先の経営効率

03

の横にカメラのフィルムを置き、ついで買いを促

97

ウォルマートが

なく、次の時代への備えが重要となる。

有し、「いつ、どの店舗で、何が売れたか」といっ

年に「マーケット・バスケット分析」プログ

切れ防止や販促企画の立案につなげている。

ＣＶＳでの飲料キャンペーンの変遷をみよう。

ンスを行い、セールスフォースを武器に、 巨大

の痕跡の集積・解析を行い、売り場や接触点を通

ション」の流れである。

これらが、「ショッピング・トランスフォーメー

ッパー・パワーへと移行する。

ーであった。しかし、リテール３・０では、ショ

あった。リテール２・０では、リテイラー・パワ

リテール１・０では、サプライヤー・パワーで

○そして、リテールの進化・発展について

「ネット系」の販売額が依然、拡大を続けている。

・ネットスーパー、２４００億円

・コンビニ、６兆５０００億円

・スーパー、 兆円

・百貨店、７兆５０００億円

・ネット通販、

２０１０年の商業販売額は１３５兆円。内訳は、

○続いて、商業販売額について

と大きく方向を変えている。

→ ％）。と、「値引き系」が ％を占める時代へ

32

○最初に、「現況認識の共有」

○メーカーのマーケティング全盛の時代

年間は、デジタルデータで生活者の無数

76

76

じ、多様な仕掛け（プロモーション）を浴びせか

今後

う。

20

５回目の講義内容を抜粋し、以下に掲載する。
（文責・ＪＰＭ事務局）

月 日）

年間に、プロモーション環境は激変。今

年間、「ワン・トゥ・ワン」「ジャスト・イ

過去

○講義の要約

（モメンタムジャパン 執行役員 企画開発局局長）

田中 茂 氏

「ＺＭＯＴ時代の販売促進」

第5回 （２０１２年
８

54

6

19

３

ン・タイム」のプロモーションに進化するであろ

後

10
10

87

78

（第５回目の講義）

講義を行う田中茂氏
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2012.4 JPM Network
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「営業力とプレゼン力」講座ダイジェスト

Course

Communication

Ｊ Ｐ Ｍ マ ネ ジ メ ン ト 定 例 会 〈 ２ 月 〉

スピーチは、大日本印刷 常務取締役・清水孝夫氏

年にDNPに入社しました。阪
月

そこでまず、基本的な問題として、商売をする
上で必要な要素は、 つあると言われます。

年でしたが、今は

いというのがあります。

年で動かさないとできな
つの要

・それを買う人がいるということ。
らなければ、海外で商売することはほぼ不可能だ

じゃないけどできない。４つの要素を分担してや

素をすべて満足させようとやっていると、とても

ですから、海外に出た時、自分たちで

・それを売る店があるということ。

・売るものがあるということ。

し

プロモーション関係企業が海外で仕事をしていくために
「ＪＰＭマネジメント定例会」の第４回目を２月
分より開いた。参加者は、

名。今回のスピーカーは、大日本印刷常務

日（金）午後６時

社

取締役（情報コミュニケーション事業部 事業部
長）の清水孝夫氏。テーマは、「プロモーショ
ン関係企業が海外で仕事をしていくために」。以
下、スピーチから抜粋する。

■清水氏のスピーチ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

年で、

「本題に入る前に少し自己紹介します。生まれは
昭和
神・淡路大震災が起こった年（平成７年）の

・それを宣伝して皆さんに知らしめるということ。
と思います。各々が分担して、どこの企業とどこ

年ほど名古屋にい

私の生まれは奈良ですが、東京へ来た時に標準
つ

ましたが、それを除きずっと東京にいます。
我々が海外で商売していくときにも、この

年間でまたきっちり関西弁に
これまで大手メーカーが海外進出されています
が、その大半が、自社でお客様を探してきました。
ＤＮＰでも、

年近く前に中国に出ていって失

と、商売として成り立たないだろうと思います。

いう感覚を持って海外の地で商売をしていかない

語を話そうと努力し、かなり標準語になったんで
すが、名古屋での
戻りまして、それ以来戻す気持ちは毛頭なくな
さて、今日は私自身が考えている、海外での仕

り、今日も関西弁で話をしたいと思います。
敗、またヨーロッパでも失敗しました。それは、

それは、ＰＯＰや印刷物の企画や制作、店頭展

しかし今、ネット情報社会になって、世の中は非常

開などを行っている我々の業界が出ていくときに

分担を考えずにＤＮＰ独自で出ていったためで、

生産体制、販売体制の整いが、世の中、海外を

に小さくなってきていますから、自分たちでお客

廻るスピードが、十数年前の 分の のスピード

まず、私がおります印刷業界では、現在のとこ
係の会社もありません。ですから逆に言えば、

も同じことだと思います。きちっと各々の会社の

その轍は踏まないでおこうと考えています。

我々が海外に出ていくとき、どういう形で出てい
で動いています。例えば輪転の機械を一台入れま

様を探したりしていては、とても間に合わない。

くのがベストなのかということがよく分からない

強みを持って、役割分担をして出ていかないと商

というのがあります。

売にはならないんだろうと思います。
例えば、印刷には大きく分けてオフセットとグ

ます。使っていただけるんであれば大いに使って

年ほどの間にかなり

は「刷る」ところ、機械を回すところに技術のコ

にして人間工学とか心理学とかを使いながら、い

か「意識的にコントロール可」というものを基準

従来の定性調査では「言語」とか「理性的」と

それは、ニューロマーケティングです。

は日本だけではなく、世界中で使えるのではない

よって、このニューロマーケティングというの

ました。

の企業体に使ってもらうことができるようになり

非常に反響があり、足かけ

ア、ノウハウが詰まっています。これに対しオフ

いただければと思います。

セットは、機械は誰でもボタン一つで動かせます

つの種類がありまして、グラビア

1

かなと思ってやっています。

2

8

3

ろいろな人間の行動を観察するという手法をとっ

ラビアという

います。このことを２０１０年に発表しました。

すと、かつては減価償却するのに大半が 年ない

ろ、外資系の印刷会社はありません。企画制作関

事について考え方をお話ししたいと思います。

いだろうと考えます。

の企業が手を組んでと、そしてオールジャパンと

に東京に参りまして、一時期

スピーチを行う大日本印刷常務取締役の清水孝夫氏

の要素がきちんと揃っていないと、なかなか難し

4

3

30

3

売するかというのは大いに考えないといけないと

くか、どういう役割を持って世界に出ていって商

あるわけです。このコアの技術をどう動かしてい

て版行（はんこう）を作るところにコアの技術が

ル・マーケティングをきちっとやる、モノを考え

つまり、この業界がやっているプロモーショナ

学とか人間工学とかを入れて行動観察をしてまと

これは、今までやってきたマーケティングに心理

ういう人だ」というふうに分類した図鑑ですが、

こういう行動をする、こういう行動をするからこ

れは、「このおじさんはこんな格好をしているから

館の「おじさん図鑑」という本がありますが、あ

てきました。例えば、今、関心を集めている小学

販売では折り込みチラシ、出版社ではファッショ

とウェブサイトに関する調査を、それから、通信

レット、広告代理店では広告表現、金融ではDM

査を、生活雑貨では通販カタログ、保険はパンフ

家電ではカタログ、流通では折り込みチラシの調

と、教育に関する企業では小冊子に関するもの、

今までやってまいりましたところを紹介します

そこに、もうひとつ精神を、
「非言語」とか「感性

ました。いくつかアイトラッキングやグループイン

調査、新聞社は新聞紙の広告に関する調査を行い

ン誌に関する調査、化粧品はテレビCMに関する

そうすると、我々がやらなくてはいけないこと

的」とか「潜在意識的」とかをマーケティングに

タビューを同時併用して、まとめ上げています。

めあげたものです。

は、何かとんがったもの、世の中にないというよ

使おうという大胆な発想で、やり始めています。

を打っていく人間、それは、組んで行うどこの企

“とんがったもの”を持っている人間、それで釘

特に海外で商売をする時は、最初に、言うなら

それをうまくわける潜在的な意識はどうあるんだ

ることになるのか。見るところと見ないところ、

で見ていけば、無意識のうちに気持ちよく見てい

CMとかウェブとか雑誌広告などは、どういう形

き人間の頭の中はどうなっているのか。テレビ

や冊子、パンフレットなどのページを見ていると

それはどんなものに使うかというと、カタログ

ざいました。」

売がしたいと考えています。ご清聴ありがとうご

ろんなところと組みながら打ち込んで、海外で商

マーケティングの手法をきちっと作り上げて、い

我々は基本的には印刷会社ですので、こういう

初に、新入会（２０１１年

40

なって出ていって海外で商売をするという形。

業が出しても構わないわけで、そういう人間が必

というような使い方。それから、店頭とかPOP

月）の㈱アール工房

分の「スピーチ」のあと、「懇親会」の最

要だと思います。特に、我々、プロモーションを

とかパッケージは、どのような意識で見ているの
ようということです。
DNPでは、その測定データを慶応大学と一緒

調査はヒアリングとかグループインタビューな

来年創業 周年を迎

行っている会社で、

作設置をメインに

り「サインの企画製

締役、谷元大作氏よ

を紹介。同社代表取

12

自社紹介を行ったアール工房代表取締役の谷元大作氏

約

扱っている業界にとっては大いに必要だと考えて
育てていかなくてはいけない。」

ニューロマーケティングへの
取り組み

になって分析しています。それを分析して、興味
けじゃなく、世界でも通じるだろうと思われるも

どで行い、そこで出てきたデータをツールにまで

のある関心度を出していっています。
のを開発しなければいけないということで、その

落とし込むということを、ワンストップで行って

「そうしたなかで、DNPとしては、日本国内だ

うちのひとつを今日皆さん方に紹介したいと思い

ていった。

親」「交流」に入っ

り、会員同士の「懇

えます」と挨拶があ

20

かといった脳の働きから、マーケティングを考え

います。そういう最初に釘を打っていける人材を

そして、各々の強みを持った企業体がひとつに

うなものをまず企業として持たないといけない。

大きな意味があるんだろうと考えます。

ころであって、そこにこれから世界で商売をする

が、その前に「コアの技術」があるんです。

2

6
2012.4 JPM Network
2012.4 JPM Network

7

12

49

9

56
25

4

30

3

4

24 17

News from

者・教育担当者＝デザイン部部長
＝神谷育直
住所／〒１０８８５５１東京都
港区芝浦４ 
電話０３５４７６５２５２
ＦＡＸ０３５４７６６１１５
大東印刷工業株式会社
営業品目「ポスター、カタログ、

◉会社代表者・会員代表者・連絡

Ｇ制作）をワンストップで提供」

制作（撮影、ストックフォト、Ｃ

ル制作を活かした企画～デザイン

特色「アマナグループのビジュア

ザイン制作」

◉会社代表者＝代表取締役 佐竹

ション」

質、当社のワンステップソリュー

貫した自社工程による確かな品

特色「最新の設備と職人の技、一

製本、加工全般等」

カー、包装紙、その他印刷全般、

港区東新橋１８３汐留アネッ

住所／〒１０５００２１東京都

堀口健

取締役 輿石正和／連絡担当者＝

◉会社代表者・会員代表者＝代表

チした人員で体制を組む」

提案部署があり、それぞれにマッ

リーフレット、パンフレット、書

担当者・教育担当者＝代表取締役

センターが、デザイン事業部とな

特色「旧沖電気宣伝部・デザイン

販促支援、展示会など」

営業品目「セールスプロモーショ

フィック

株式会社電通オンデマンドグラ

日実施）
、ひとつは、
「
『自分に出

今回のＪＰＭセミナー（２月

ン事業部長 林晴美／連絡担当

下柿元英夫／会員代表者＝デザイ

◉会社代表者＝代表取締役社長

部署、オンデマンド領域の企画・

特色「営業・制作進行管理と内製

の制作」

（エムディ・ソリューションズ代

モーション」と題し、大橋和幸氏

来ること』は何か？ 大震災プロ

が合併した会社」

ンの制作、店頭・店内ＰＯＰの企

27
画・製作、新聞・雑誌・交通広告

ＦＡＸ０３３６２４５９５０

電話０３３６２５７４８１

墨田区向島 ３  ９

住所／〒１３１００３３東京都

クスビル

籍、定期刊行物の企画。美術書、

余議なくされましたが、今年は美しく咲き誇
る満開の桜の下で花見を謳歌したいものです。
しかし、季節が一回りしても、東北の「復興」
はまだ緒に就いた状態で、大きな変化は見ら
れていません。ところで、プロモーションは
季節の変化に即応し、敏感に察知しながら展
開されていきます。だから、そこに“新しさ”
を感じることができるともいえます。 （秀）

表取締役社長）が講演。
３・ 直後

2012 年度がスタートしました。寒い日が続
き、新年度の始まりにふさわしい桜の開花が、
例年より少し遅れました。昨年は“自粛”を

一郎／会員代表者・連絡担当者・

8

社長 八島道夫

6
News from JPM

発局長）が講演。
「マーケティン

新宿区神楽坂６ ＦＮビル７
電話０３３２６７７３４６
ＦＡＸ０３３２６７７２４２
株式会社ＯＫＩプロサーブ

35

り、沖物流、沖デベロップメント

営業品目「プロダクト開発、
広告、

F

りましょう」と締めくくる。

し、
「マーケティングな生活、送

領域の概念を転用」などを題材に

軸を組み合わせる」
「他業界、他

像力」
「比較から始める」
「二つの

考える」
「～たった一言からの想

ために～その人の気持ちになって

かる事」
、
「インサイトを見つける

ジー」や「生活者発想で簡単に分

「愛とマーケティングのアナロ

疑似体験してもらう」
というもの。

いて、
発想思考過程を（受講者に）

グ・プランニングの必須条件につ

グな生活」と題し、竹中雄三氏

もうひとつは、
「マーケティン

キャンペーンなどが報告された。

カー・流通・サービス企業の支援や

の変化、行われたイベント、メー

ン指示、新需要促進から、チラシ

の流通の対応、コミュニケーショ

11

8

2012.4 JPM Network

4
研究会」第５回ダイジェスト

（日本マーケティング協会研究開

第４回「ＪＰＭマネジメント定例会」

電話０３６２１７１２７０

第10回 「プロモーション・マネジメント

ＦＡＸ０３６２１７４７７１

表紙（文＋AD・イラスト）

JPMセミナー２題

教育担当者＝第二営業部営業二課

多田亮三＋髙橋 稔 1

「大震災プロモーション」
「マーケティングな生活」
報告

二係 取締役部長 林憲三

CO N T E N T S

住所／〒１６２０８２５東京都

株式会社エイ・アンド・エイ

記
後
集
編

22

2
報告
第11期ＰＣＤ養成講座

11

営業品目「セールスプロモーショ

（ 50音順 ）

パッケージ紙器、シール、ステッ

２月理事会にて承認4社

ンの企画・制作、店頭ツールのデ

新入会企業 紹介
67

東京・世田谷区にある砧公園の桜

■発行人／多田亮三
■広報・編集委員会／小林伸行
■発行所／社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8 日本印刷会館7F
Tel：03-3523-2505 FAX：03-3523-2508
HP： http://www.jpm-inc.jp

JPM協会

2012 4 月号 Vol.10

