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映画館割引料金の実態と鑑賞者行動
−料金をどこまで下げれば鑑賞頻度が増加するか−
芦 野 な つ み

(跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科｝

問 題

体の98％が1800円という価格設定を高額である

現在1800円の映画鑑賞料金だが、レディース

と感じている。希望の価格として一番多かったの

デー等の割引サービスが存在し、多くの人は定額

は「1100円｣。つまり割引サービスの実施におい

よりも安い価格で鑑賞している。それにも関わら

て多数設定されているこの価格は多くの人の心を

ず、映画館で鑑賞しなくなった若者が増加してい

とらえている。これ以上高価になると￨決画館での

る。背景の一つとして、レンタルビデオ屋の発展

鑑賞回数が減少するとの回答は多いため、今後よ

が考えられる。もし、映画館鑑賞料金が現在の価

り多くの人が割引の対象になるようサービスの該

格よりも安ければ人は映画観賞をする頻度は上が

当日を増加させることが求められる。
既眠醗嘘醗呪醗醗眺峨叫
０９８７６５４３２１

１

るのだろうか。また、鑑賞者が求める割引サービ

6

スとはどのようなものなのか。

目 的
本稿では、映画館での鑑賞料金である1800円
という価格設定に対し鑑賞者はどのように考えて
いるのかを調査する。そして、各種割引サービス

22.5％
32.4％

44.7％

77．5％

67.6％

55．3％

変わらない
■増える

￨
L
−
−

減,談獄減

によって行動変化が起きているのかを検証し、今

籍綴蚕 綴 ・〆，

後の価格設定について考察していく。

方 法

考 察

鑑賞料金がいくらになれば、人は映画館に足を

鑑賞者にとって一番良いのは現在の基本料金の

運ぼうとするのか大学生を中心とした108名にア

値下げだ。しかし映画館側の経営の関係上、基本

ンケート調査を実施。人の割引サービスに対する

料金を下げることは難しい。よって割引サービス

意識を検証し今後の割引サービスを設定する上で

を上手く使い、集客に努めることが望ましい。そ

のポイントとなる点を考える。また、海外の映画

の一例としてアメリカに見るビジネスモデルがこ

料金や割引サービスを見て日本でも実施可能なこ

れを実現可能にさせる。映画ごとに鑑賞料金を変

とを調査する。

えるこのシステムは、「1800円まで出して見るほ

結 果

どの映画ではなかった」という全体の70％の鑑賞

これからの割引サービスは「より多くのターゲ

者が感じる失敗経験を減少させる。そして、鑑賞

ットに対しての割引サービスをつくること」と｢割

者が求める「1100円」という価格に近づけること

引後の価格は1100円以下」であることが求めら

は、映画館離れの改善につながる。

引用文献

れる。

斉藤守彦（2009年）『映画館の入場料金はなぜ

（財）社会経済生産'性本部が発行する「レジャ

1800円なのか？』ダイヤモンド社

ー白書2013｣による余暇活動の参加人口の第4位

他

に映画鑑賞が過去4年連続でランクインしており、
注）2014年度卒業論文指導教員：山津成康先生

映画館での鑑賞の需要は多いにある。しかし、全

1

東京ディズニーランドの物販戦略
―商品配置からはかる物販戦略―
石島愛
（跡見学園女子大学 マネジメント学部マネジメント学科）
店舗タイプのお店を詳しく見ていくと、品揃え

問題
東京ディズニーリゾートが２０１３年に３０周

が多い店舗がワールドバザールに集中しているこ

年を迎えた。遊園地・レジャーアイランドの市場

とが分かる。物を買うという現実的な行動を入園

では半数近いシェアを誇っており、リピート率も

口の近くで行わせることにより、非日常の世界へ

高い。東京ディズニーリゾートを運営しているオ

入りやすくする効果があると考えられる。

リエンタルランドの発表によると、ゲスト一人の
売上高で商品販売収入は 2013 年度 4,185 円だった

②期間限定商品の棚の比率を調べると、
「七夕」の

という。

場合は 4.4％、「ワンス」は 1.7％でそれほど高く
はない。
目的

表

期間限定商品の棚の比率

入場者数だけではなく、商品販売収入も高いレ
ベルを保っている。その秘密はなにかを探るのが
目的だ。
ゲストに商品を買わせる工夫としてディスプレ
イや商品の配置の工夫があると仮定し、検証して
いく。
方法
実際に東京ディズニーランドへ行き、以下のよ
うな調査を行う。
①東京ディズニーランドで配布されるガイドマッ

③イベントでまとまっている方が圧倒的に見つけ

プに掲載されている商品が、どの店舗に取り扱い

やすく、時間差は１分５７秒差があった。

があるかを調査した。
②期間限定商品（七夕限定商品、ワンス・アポン・

考察

ア・タイムの商品）がお店にどのくらいの割合で

イベントでまとめて配置する方法は非常に有効

配置されているか調査した。

であり、期間限定商品が欲しいと思っているゲス

③ある商品いついて、イベントでまとめて配置し

トに対して購買意欲を増幅させる。また、期間限

てある場合とカテゴリでまとめて配置してある場

定商品はワールドバザールの店舗に取り扱いが多

合で、どのくらい見つけやすさが違うかを調査し

い。これは物を買うという現実的な行動を入口の

た。見つけやすさの尺度としては、見つけるまで

近くで行わせることにより、非日常の世界へ入り

の時間とした。

やすくすると同時に帰る時に買い忘れがあっても
商品を買ってもらえるようになっている。
結果

①期間限定商品は基本的にどのお店にも取り扱

参考文献

いがあった。店舗タイプ、ワゴンタイプの２種類

OLC GROUP 業績ハイライト

に大別でき、其々で基本的な品揃えが変わった。

(http://www.olc.co.jp/ir/highlight.html)

ワゴンタイプのお店ではどのお店でも身につけ

――――――――――――――――――――――

るグッズの取り扱いがあった。

注）2014 年度卒業論文 指導教授：山澤成康先生
2

ゆるキャラ活用による
まちおこしの可能性
−ストーリー'性とメディア戦略がもたらす経済効果一
伊埜山麻美

(跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科）

問題

スザンヌさんも参加し大がかりなプロモーション

近年、都市部と地方の格差拡大が進んでいる。

を行った。くまモン大捜索の様子は全国で報道さ

地方は過疎化し､都市部には人口が集中し経済的、

れ､「くまモン｣の存在を知らしめるまでになった。

文化的にも差は開き続けている。この格差の解消

要因③は話題拡散の段階における対応である。

策として、地域おこしや町おこしを目的に登場し

これまで以上に多くのユーザーに広く伝え繋がり

た「ご当地ゆるキャラ」に着目したい。

を深める為にくまモンはFacebookやTwitter等

目的

のSNSを活用することで、口コミ拡大やサイト

「ご当地ゆるキャラ」とは、日本各地で地域の

誘導を狙った。

活性化を図るPR活動のための新たな媒体として

結果

数年前から存在するものだ。空前のゆるキャラブ

3つの成功の要因を踏まえた「くまモン話題化

ームが到来し、中でも熊本県の「くまモン」はス

計画」は見事に成功し、2011年くまモン関連商品

トーリー'性とメディア戦略を駆使し、熊本県に莫

の売上高は25億円以上であった｡そして2012年

大な経済効果をもたらした。そんな「ゆるキャラ

からの2年間での合計は1250億円という、莫大

の成功例」ともいえる「くまモン」を手本に、地

な経済波及効果をもたらしたのだ。

域活化の可能'性を分析し、考察していく。

考察

「くまモン」の成功要因であるこれまで熊本県

方法

熊本県は、九州新幹線の全面開業による、関西

が行ってきたプロモーション戦略を詳しく考察し

以西からの観光客誘致などの交流人口を拡大させ

論じてきた｡ここから分かることは､｢ゆるキヤラ」

るため、「くまモン話題化計画」を行った。くまモ

は各県における一定の経済効果が見込め、更に観

ンを使って関西人に熊本県の魅力を印象つけると

光客数や各県の認知度を上げる媒体として成立す

ともに一連のキャンペーンを通して認知・興味関

るという事である。

心の向上を図った。「くまモン話題化計画」の成功

今後は、各県における地域活'性化だけでなく、
「ゆるキャラ」どうしの交流により、他県との交

の要因を3段階に見ていく。

流や他県と共同の地方活'性化へなどの可能'性が考

要因①はストーリー性だ。くまモンは半年以上

えられる。

に及ぶ関西でのPR活動を行った。熊本県のキャ

ラクターということを隠し、大阪の観光名所に突
然出没・排ｲ回させることで都市伝説のように広ま

引用文献
菅原由以著（2009年)『キャラクタービジネスの戦略に関

ることを狙った。

要因②は口コミ活用によるメディア戦略だ。突

する研究』文教大学情報学部経営情報学科

如大阪に現れたくまモンが次は失院した、という

注）2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生

設定の下熊本県が一丸となって知事やタレントの

3

献血事業を活性化させるための取り組み
献IllI.者数増加に向けてのプロジェクトとその効果一
加藤紗織

跡見学園女子大学マネジメント学科一

29歳までを対象に行ったアンケートでは、「献血

問題
献血ルームを訪れると、10代、20代といった

に関心はあるか」という質問に対し半数が「関心

若い世代に向けてのキャンペーンが多く行われて

がない」と答えている。

いることに気づいた。なぜ、若年層に向けてのキ

3つ目の要因としては、寝不足、貧血といった

ャンペーンが多く行われているのか、それらキャ

若者の健康状態がよくないことから、献血ができ

ンペーンの効果はあるのかを考えていきたい。

ないということである。

目的

このような状況を改善するため、精力的にメデ

なぜ若年層の献血者数が減少しているのか、赤

ィアでの告知を行う「LOVEinAction」キャンペ

十字社では若者向けのキャンペーンを展開してい

ーン、新たに成人を迎える「はたち」の若者を中

るがその効果は現れているのか調査する。

心として広く国民各層に献血に関する理解と協力

方法

を得るために「はたちの献血」キャンペーンが行

若年層の献血者数の減少が問題j視され始めたの

われた。

は、平成16年頃からである。そのため、平成16

また秋葉原の献血ルームは宇宙船をモチーフに

年以降様々なキャンペーンが展開されてきた。ど

新宿では「ファッション」をテーマにした内装と

のようなキャンペーンが行われたのか、キャンペ

なっている。こうしたコンセプトを持った献血ル

ーンが行われた後には献血者数が増加したのか調

ームの内装は、今まで献血に対し興味を持ってい

査する。

なかった人々へのアヒ°−ルポイントとなっている。
結果

考察

献血者数が減少しているのは、主に3つの理由

キャンペーンが行われるようになった平成16

がある。1つめは少子化で10代20代の人口が減

年度以降も､若年層のi献血者数は減少傾向にあり、

少していることである。

なかなか増加の兆しは見られない。しかし、

「LOVEinAction」キャンペーンの一環で開催さ
表110代、20代の献血者数の推移

れているイベントが若年層から好評を博し、5年

連続で開催されていることからも、日本赤十字社
1500

が企画するイベントは定着しつつあるといえる。

1000

プロジェクトを継続していくことは、献血に関心

5
0
(
）

‑10代

を持ってもらうために重要なことで、長期的には

÷20代

献血者数の増加に役立つと考えられる。
引用文献
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日本赤十字社「数値で見る献血事業」
2014/12/29

2つ目に考えられることは､若者がそもそも「献

血」に対して関心を持っていないということだ。
注)2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生

厚生労働省が平成18年に献血ができる16歳から

4

プロ野球の女性ブームはなぜヒットしたのか
−女性をターゲットとした経済戦略一
熊谷未来
剛《見学園女子大学マネジメント学科。

問題

3つ目は、「リヒ°一卜率｣。広島東洋カーブは12

近年よく耳にする「カーブ女子」という言葉。

球団の中でも女性のファンクラブ加入率がとても

プロ野球の市場は男性が大きな割合を占めていた

高い。継続してファンになってもらうために女性

中、なぜこれほど女'性ファンの割合が増加したの

限定イベントや特典などでリピート率を上げてい

か。また、多くの企業が女性に限定した市場に注

る
。
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は「厚生労働省」を参照し、女'性のプロ野球市場

女性の割合の推移

拡大の可能 性について分析する。
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性の消費活動が拡大していることがわかる。

Figure2管理職につく女性の割合

次はプロ野球市場である。今回筆者は、広島東

考察

洋カーブの女性ファン「カーブ女子」をプロ野球

今回は広島東洋カーブの女

性ファンに限定した

の女 性市場拡大の代表例として取り上げた。「カー

分析だが、12球団すべてに対する検証や、野球

ブ女子」のヒットの要素は次の3つである。1つ

ファンに対してのアンケート収集の必要があるだ

目は、「嫌われる要素をなくす｣。女性が球場に行

ろう。

きやすいようにトイレなどの美化活動や改善に力

引用文献

を入れ、女,性が球場に持っていたイメージを覆し

「球団別インデックス・パシフィックリーグとセントラル

た。2つ目は、「新しい価値観の提供｣。球場に簡

リーグ」「年度別観客動員数」<http7/www.npb.or.jp/>2

易のネイルサロンを設置したり、広島PARCOと

014年12月15日アクセス日本野球機構オフイシ

のコラボを展開したりと男'性にはない女

ヤルサイトほか

性ならで

注)2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生

はの新しいプロ野球の楽しみ方を提供している。

5

ファッション・サイクルが繰り返される仕組み
―過去の流行から見える周期―
小金丸 紗也夏
マネジメント学部

マネジメント学科

問題

グーグルトレンドの検索件数

テレビや雑誌などをはじめとする情報媒体を通

（最大値＝100）

じ、頻繁にファッションにおける“流行”を目に

120

する。それと同時に、
“流行は繰り返している”
“昔

80

も流行ったアイテム”という言葉も耳にする。そ

40

れでは、どのような仕組みで“流行”が決まり、

0

100

タイトスカート
ペンシルスカート

60

過去に流行したアイテムが再び流行するのであろ
うか。また、それら服飾における流行が生み出す

2004‐01‐11 ‐ 2004‐…
2004‐06‐27 ‐ 2004‐…
2004‐12‐12 ‐ 2004‐…
2005‐05‐29 ‐ 2005‐…
2005‐11‐13 ‐ 2005‐…
2006‐04‐30 ‐ 2006‐…
2006‐10‐15 ‐ 2006‐…
2007‐04‐01 ‐ 2007‐…
2007‐09‐16 ‐ 2007‐…
2008‐03‐02 ‐ 2008‐…
2008‐08‐17 ‐ 2008‐…
2009‐02‐01 ‐ 2009‐…
2009‐07‐19 ‐ 2009‐…
2010‐01‐03 ‐ 2010‐…
2010‐06‐20 ‐ 2010‐…
2010‐12‐05 ‐ 2010‐…
2011‐05‐22 ‐ 2011‐…
2011‐11‐06 ‐ 2011‐…
2012‐04‐22 ‐ 2012‐…
2012‐10‐07 ‐ 2012‐…
2013‐03‐24 ‐ 2013‐…
2013‐09‐08 ‐ 2013‐…
2014‐02‐23 ‐ 2014‐…
2014‐08‐10 ‐ 2014‐…

20

経済効果はどれほどのものなのだろうか。
目的

次に、ファッション界における大舞台である“パ

流行が繰り返される周期が、およそ何年ごとな

リコレ”
（パリ・コレクション）における経済効果

のかを検証することにより、近い将来、どのよう

を調査したところ、高級ブランド産業は１６万人

な色・形状のファッションが流行するのか、推測

の雇用を生み、年間１５０億ユーロ（約１兆８０

することも可能になる。流行が生み出され、繰り

００億円）を売り上げるということがわかった。

返される理由を知ることを目的とする。

また、１０代から２０代をターゲット層として

方法

いる舞台“ＴＧＣ”（東京ガールズコレクション）

１０代後半から２０代前半の女性を対象とし、

の経済効果を調査した。ＴＧＣの経済効果は、１

ファッション・サイクルの展開過程に関して触れ、

００億円にまでのぼると報じられていた。

赤文字系雑誌の代表とする『ViVi』を中心に検証

考察

していく。具体的な方法としては、以前流行した

今回、周期を検証する上で用いたアイテムが２

アイテムと、近年流行しているアイテムで共通し

種類（タイトスカートとルーズソックス）のみで

たものを幾つか挙げ、そこからおよそ何年空いて

あったため、１５年から２０年という数値が絶対

いるのか割り出していく。

であるとは言えない。しかし、
「自分の親が若いこ

結果

ろに流行したものが今流行している」というのは、

まず、流行が繰り返される周期であるが、１５

普段から頻繁に耳にするため妥当性がある周期で

年から２０年であると言える。近年（２０１３年

ある。

～１４年）流行したアイテムである「タイトスカ

引用文献

ート」(図参照)）を例に、それらが以前、いつご

・山本真司（2013 年）『勝者が一瞬で敗者になる

ろ流行していたのか調査したところ、バブル期中

時代のサバイバル術』ＰＨＰ研究所

ごろから、バブル崩壊後すぐにあたることが判明

・遠入昇（1987 年）『アパレル』日本経済新聞社

した。

――――――――――――――――――――――
注）2014 年度卒業論文
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指導教授：山澤成康先生

100円セールにおける購買意欲の変化
−ミスタードーナツの100円ドーナツが魅せる効果一

近藤｜￨童
(跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科）

20代は28人、30．40代と50．60代は共に1人

目的

人々が生活の上で、「モノ」を購入しないと生き

という結果が出た。

ていけない。この論文では「なぜ、その人はその

図A女性二変化あり（計46人：

モノを欲しいのか」という購買動機を￨ﾘlらかにす

■安いf直段■同じf直験畠い値段
人員

る
。
1o代

今回の調査は、オープンから約40年、店舗が
20代

駅前の立地に多くあり、テレビコマーシャル等で

戸

馴染みのある「ミスタードーナツ」を選択した。

ﾖo･4of七

1
F

5o･6o代以̲皇

Ｆ陛乱ヨ

「ミスタードーナツ」では不定期にドーナツを一
律100円にする割引セールをやっている。
このセールで、人々は買うドーナツを変えるの

考察・結論

かどうか、また、世代によって行動に違いがある
かどうかを検証した。

年齢別で見ると30〜60代以上は、セール時に
関わらず同じドーナツを選ぶ傾向があり、自身の

方法

好みのドーナツを購入する人が多かった。しかし

調査方法は、紙のアンケートを配布し、記入方

10‑20代(主に学生)は、100円セールになると、

式で実施した。合計177名（男性30名、女 性14？

約半数以上（52％）の割合で、定価の高いドーナ

名）のアンケートが集まった。期間は、10月下旬

ツを購入する人が増えた。

〜11月中旬。通常期のドーナツの絵と値段を10

よって、若年層は価格に反応して購買意欲が変

種類載せ、食べたい順位1〜3位を調べた。次に

わるが、年齢層が高くなると、あまりドーナツの

100円均一セールがあった時について同様の質問

種類を変えないことがわかる。
ミスタードーナッツは不定期にセールを実施し

をした。

ており、またその都度購入する人は少ないだろう。
そして、30〜60代以上の人は、セールでなくても

結果

セール時に選ぶドーナツが変わる人を「変化あ

購入するが、Il.l'f入頻度はそれほど多くない為、新

り」、変わらない人を「変化なし」とすると、「変

たな手段で1職買意欲を高める必要性があるのでは

化あり」は人、「変化なし」は人だっ

ないかと思う。

た。図Aは、女 性で「変化あり」と答えた人の内
訳である。変化があった人数は、10代は16人、

注）2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生
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関ジャーooのCD売上と経済動向の相関について
−CD売上と景気の相関についての分析一
志田知香

2006年からジヤニーズ事務所のグループであ

蚊

一元

上

52唾2

蚊

2，4Z

ＰⅡ診

動に左右されているのかどうか、疑問に思った。

ﾉ
◇
Y
ハ

一一

まな楽曲が販売されているが、その売上は経済活

︐た
Ｃあ

CD/DVDは出るたびに毎回購入している。さまざ

霊個

る「関ジャーoo(エイト）」を応援しており、

1曲当たり売上枚数と実質GDP

ｍ却却︑和皿
印︑釦ｍ刃叩︑

唖︑唖価如唖函

問題

３０

(跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科：

72Ⅸ〕82m92mO20112m2ZO132(〕1号.。

目的

CD売上高がどのような要因に左右されている

考察

のかを分析し、どのような条件が揃えばCDが売
れるのかを研究する。

普通のアーテイストは楽曲の善し悪しが売上枚
数を大きく左右するが、ジャニーズアイドルに関
方法

しては人気があるかどうかが売上枚数に大きく影

各CDの売り上げ枚数と、販売形態、楽曲の良し

響している。楽曲の良し悪しがわからない状態で

悪し、当時のCDPの水準を比較する。

も、CDの特典目当てに購入する熱心なファンが多
いためだ。

このため、販売形態が景気以上に大きな影響を

四半期婁報GDPと

必靭
Ｅ皿
唖耐
必︒
廻釦
無幽
理皿
咽
凹

の売上

与える。同じ楽￨Ⅱ￨でもジャケットが違ったり、特

出品).岬'U

3L1 L唾,U

典が付いたりすると売り上げが増加することが何

郷Ⅱ酌,q1

度もあった。

日21L唖〕!心

'出Ⅳ‑1座1 11

午､11輪

2008年発売の「無責任ヒーロー」で初めて特典

,m一一L』5
4画・ﾛ

DVDが初回限定盤についた。デビューから4年

,I①PhllIIl

4ﾉblnFF紬

I劫I

後のことだった。このII寺の売り上げはそれまで突

.､,U

破できなかった40万枚以上を売り上げている。

IUI"1Lq●'1匹？

鍵〆，夢 溌蕨′灘:蕊鍵謬錬諏感鍵蕊蕊ざ

この時は初回限定盤A、B、通常盤の3形態販売

結果

している。

関ジャーCOのCD販売枚数と実質GDPは､多少

過去の売り上げをまとめると、3形態だせば25

の連動がみられることがわかった。特に大きな経

万枚は売れるような状態である。特典DVDを付

済的事件が起きた時は影響が大きい。リーマンシ

けていても2形態でのシングルCDは20万枚を

ョックの時は､経済全体の低迷によりCD販売枚数

切ることがしばしば見受けられる。

は減った。リーマンシヨック後の2009年のシング
引用文献

ルCDリリースは少なく、1枚だけだった。東日本
大震災や消費税率引き上げ後も販売枚数が落ちて

オリコン「シングルCD売上枚数」

いる。

内閣府『国民経済計算(GDP統計)身

また、1曲当たり売上枚数と実質GDPを年度
注)2014年度卒業論文指導教授：山淫成康先生

で集計してみると、両者の相関がかなり強くみら
れる結果となった。
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ロケ地と観光を掛け合わせた新たなニューツーリズム
「ロケツーリズム」の成功の秘訣
―成功例からわかる意外と知られていない観光地―
マネジメント学部

田代

マネジメント学科

彩織

③遊び心

ロケ地マップを作成。滞在時間を増やすため。
長野県上田市は信頼関係を構築するための取り
組みを行っている。
「対面コミュニケーションを心がけるなど、地
④信頼関係 域住民とのコミュニケーションを密にし、信頼
関係を築くことでロケの協力を得やすい風土を
醸成している」

問題
「従来のロケ誘致に力点を置いたフィルムコミ
ッションではなく、ロケの観光面での活用に力点
を置いているもの（観光庁）」としているロケ地だ
けでなく、プラスアルファで観光を楽しもう、と
いう概念である。フィルムコミッションと観光を

考察

掛け合わせた新たな観光誘致ともいえる。

以上の４つの項目が当てはまっている都市として
川越市を挙げる。今後川越市がロケツーリズム成

目的

功例とし注目を浴びる可能性が高い。

フィルムツーリズムとロケツーリズムの違いを
明らかにした後、ロケツーリズムの成功例を３つ

①自転車、車いすとのコラボレーション：観光
用レンタサイクル、観光用車いす貸出可能
②鉄道会社とのコラボレーション：東武東上線
沿線フォトコンテストを開催

取り上げ、成功例の共通項を探るのが目的だ。今
後「ホット」になるに違いない取り組みをしてい
る、川越市を検証していく。

③川越きものの日とコラボレーション：川越き
コラボ レー ものの日である毎月１８日をはじめ、毎月8が付
く日（8日、28日）に着物姿で下記施設に来館し
ション
た方は、団体料金にて入館できる。

結果
ロケツーリズムの成功要因は①他人を巻き込
む②コラボレーション③遊び心④信頼関係－4
つの要因が考えられる。藤沢市と上田市を例に
挙げると以下の表にまとめられる。

遊び心

藤沢市は「警察署や交通事業者など多くの地域

①他人 を巻
関係者からなる組織を設置し、円滑な関係者調
き込む
整を行っている」
１つだけでは伝わらない魅力を２つ３つと組み
合わせることで観光地として大きくＰＲできる
②コラボ のである。
レーション 神奈川県藤沢市では地元高校とのコラボイベン
トを開催している。

④婚活事業とコラボレーション：「縁結びレイ
ンボーパーティ―～恋のかけはし～ ｉｎ鶴ヶ
島」といった婚活パーティーを開催（川越市、
坂戸市、鶴ヶ島市、日高市 、川 島町 、毛 呂山
町、越生町の4市3町）
①ロケ地マップを作成（朝ドラロケ地マップ、
アニメロケ地マップ、ロケ地マップの３つを作
成している）
② 小 江 戸川 越み どこ ろ90 観光 コー スと いう 、観
光 客 の ニー ズに 応え た９ ０の 観光 コー スを 用意
している。

参考文献
観光庁ロケツーリズム事例集
《http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/l
ocatourism.html》
川越市
《http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/
toppage/0000000000000/APM03000.html》

―――――――――――――――――――――
注）2014 年度卒業論文 指導教授：山澤成康先生
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企業不祥事による消費者行動への影響
―日本マクドナルドホールディングス株式会社

食肉問題をもとに考察―

利根川 恵
(跡見学園女子大学

マネジメント学部

マネジメント学科)

問題
近年、企業の不祥事が絶えない。不祥事は一度

なった 2014 年 7～8 月にかけてさらに売上減少に

明るみに出ると消費者との信頼関係は崩れ、活動

拍車がかかった。9～10 月は 8 月よりも前年売上

するうえで大きなダメージとなる。

比若干の回復となったが、食肉問題の影響は深刻

2014 年 7 月 20 日に発覚した、日本マクドナル

なものであった。その結果、2014 年 1～9 月期の

ドホールディングス株式会社（以下、日本マクド

連結決算は、最終損益が 75 億円の赤字（前年同

ナルドナルド HD）の仕入先の事件もその一つだ。

期は 63 億円の黒字）となった。

「上海福喜食品有限公司」
（以下上海福喜食品）が

問題が発覚するや否や消費者の購買意欲は低下

期限切れ食肉を使用したナゲットを輸出していた。 し、売上・営業利益に直接影響する。たとえ問題
目的

が迅速に対応され、企業が安全を呼びかけても、

数ある不祥事の中でも、食品に関する不祥事は

消費者たちは敏感になっている為すぐに購買意欲

私たちの生活にとても身近な問題である。本稿で

が回復するとは言い難い。それくらい企業不祥事

は事件後の売上や客数などを調査し、今後日本マ

はブランド力の低下、売上不振など企業発展の弊

クドナルド HD はかつてのように再建できるのか

害になる。

考察をする。

考察
方法

企業不祥事というものは一度起こすと取引先や

主に日本経済新聞の過去の記事や、日本マクド

消費者との信頼関係が崩れ、それを修復するには

ナルド HD の公式ホームページを参考に調査し考

並大抵のことではない。二度、三度と繰り返した

察を行った。

場合は信頼関係の修復はほぼ不可能だ。日本マク
ドナルド HD は再発防止を徹底し、安全を確保す

結果

ることが第一に大切である。マクドナルドのかつ
ての専売特許だった「早い・安い・うまい」は競
合他社でも実現できている。客足流出に歯止めを
するには、安全が確保されているのはもちろん、
魅力的な商品を揃えることが重要だ。それらを克
服した時、マイナス成長からの脱却、そしてさら
なる利益を生む企業になるであろう。
参考文献
・日本経済新聞

マクドナルドＨＤの売上高と客数（前年同期比）

・日本マクドナルドホールディングス株式会社
元々日本マクドナルド HD はコンビニエンス

公式ホームページ

ストアやその他外食産業との競争が激しく、利益
注）2014 年度卒業論文

を伸ばすことが出来ず苦心していた。しかし、図
を見ても分かるように、食肉問題が世に明るみに

10

指導教授：山澤成康先生

ローソンのアニメキャンペーンの成功要因とは
−2週間で1億円売り上げたビジネスー
中村舞
(跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科）
スク・ローリターン商品がうまく組み合わせれて

問題

おり、興味の度合いが異なるファン層に対応でき

2005年頃からアニメキャンペーンを行ってき
たコンビニ業界。SNSが普及し、 情報の拡散力が

る
。

高まったことで、メディアにも注目されている。

[調査2]キャンペーンでの一番多い商品は｢クリア

中でもローソンのアニメキャンペーンに対する

ファイル」と「キーホルダー」だ。両者のキャン

反響は大きく、約2週間のキャンペーンで約1億

ペーン平均単価は255円・281円であり、「アニ

円を売り上げるものもある。アニメを対象にした

メイト」で同種の平均単価は270円・288円であ

企画が成功したわけだが、アニメファンの市場は

り、両者とも単価に大差が無い事が分かった。キ

狭く、ビジネスとして不安要素が大きい。そのよ

ャンペーン消費にお得感がある。

うなキャンペーンが何故成功しているのかを調査

[調査3］キャラごとのグッズ展開で、ファンは全

し、考察したいと思う。

グッズを揃えたくなる（コレクター心理)。グッズ
を揃える事で得られる同属優越感は、男 性向けの
マーケティング手法として利用されており、アニ

目的

メキャンペーンの対象はM1層が中心であること

調査に必要な 情報が多く残る2010年から2014

から、大きな効果があるといえる。

年の5年間を調査期間とする。そしてアニメーシ

調査結果のまとめ

ョン（ゲームキャラクターを除く）とローソンが

タイアップした物の中から、商品を貰うために対

調査

結論

象商品を購入する必要があるものを対象とし、キ

調査1

映画化されたアニメが多い

ャンペーンの形態や商品展開、ファン心理をもと

アニメへの興味の度合いに応じたさす

に成功の理由を検証することを目的とする。

ざまな企画がある。
調査2

方法

クリアファイル、キーホルダーなどが

割安で提供されている

［調査1]キャンペーン形態から分析する。抽選な

調査3

コレクター心理を刺激する仕組みがあ
る

夕︑

どがあるハイリスク・ハイリターンの携帯は、①
レシートIDタイプ②郵便応募タイプ③投票タイ

考察

プがある。一方、だれでも簡単に商品が得られる

市場が狭いアニメ分野も、コンビニが誇る店舗

ローリスク・ローリターンの企画は、④オリジナ

数や客数、知名度を活かす事で最適なビジネスの

ル商品タイプ⑤コラボレーション商品タイプ⑥対

場になるのだと実感した。今後、人気アニメの選

象商品複数購入タイプである。

定によるキャラクター､キャンペーンの固定化や、

[調査2]おまけビジネスとして捉えて分析｡小売業

資源の無駄遣いに繋がる軽率な行動を減らすよう

である「アニメイト」で同種の価格を調査する。

なお互いの理解ある行動が必要であると考える。

[調査3]ファン心理から商品展開を分析。「コレク

引用文献

ター心理」をもとに調査する。

松村清（2003）サービスの心理学商業界

結果

香藤勇（2013）男がわかる心理学西東社

[調査1]成功要因の一つに映画上映と企画の組み

毎日新聞デジタル（2014）

合わせが挙げられる｡選定アニメの75％は映画化

http://mantan‑web.jp/2014/05/05/20140504dog0

した、またはする予定のもので、知名度が高いア

0m200033000c.html

ニメ選定により参加者増加に繋がる。

また、ハイリスク・ハイリターン商品とローリ

注)2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生
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日本の女性管理職が増えない理由
−女性社員の前に立ちはだかる壁一
1」橘紀恵
(跡見学瞳￨女子大学マネジメント学茅
卜学科）

しく遅れていることが分かった。

問題

なぜ日本女性の社会的地位はいまだに低いの

１

帥

(%)年齢階級別女性労働力率(2012年〉

に「民間投資を喚起する成長戦略」がある。この

目的は規制緩和等によって、民間企業や個人が真

一丁一

の実力を発揮できる社会にするためである。この

力スス一

の安倍信三氏が掲げたアベノミクスの中の一つ

本刈判御一ア駈国
日アイド︐フス韓

2012年第二次安倍内閣が発足した。当時首相

一一一一一一一

帥雄帥兜叩一燕配鯉哩

だろうか。

歳

///ダダ磯メダダぎ^(歳)一霊匡

成長戦略の結果、就業者数は20か月連続増加

（出所)データプｯｸ国際労働比較

（2014年9月時点)、女'性就業者数は第二次安倍
内閣発足後から82万人(2014年8月）と大きく

増加した。少子高齢化が進む中、いま求められて

考察

いる女'性就業者が増加傾向にあることは、大きな

日本の女性労働力率が他の先進国に比べて低
い理由は、日本女'性の多くは職種別に研修がある

一歩である。
しかし企業の課長以上に占める女

性の割合が

ため、管理職レベルのスキルが身につかない。加

2013年度は6.6%と､管理職などの女性比率を20

えて、結婚・出産というライフイベントを契機に

年までに30％に高める目標にはほど遠い結果と

労働市場から退いてしまうことが一つの要因で

なった。

あると考えられる。また退くことにより、ビジネ

先進国のなかでも日本女性の社会的地位は低

ススキルが低下、それにより管理職に必要なスキ

い。なぜ海外に比べてそんなに低いのだろうか。

ルのレベルにまで到達できないことが、日本の女

性管理l職が増えない理由の原因であると考える。
日本の女j性管理職を増やすためには、①社員平等

目的

の研修内容を実現すること。②育児休暇の延長で

法の整備は他国と変わらず整っているにも関

はなく、育児をしながら働ける環境の整備が必要

わらず、女性が活躍できない理由を明らかにする訂

であると考える。
方法

『データブック国際労働比較2014』や政府発表

引用文献
データブック国際労働比較2014

のデータや新聞検索を用いながら、｜｣本の女性労

働者の現状と、他の先進国一主にアメリカ、イギ
注)2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生

リス、ドイツ、フランス、スウェーデンの現状を
比較する。

結果

他の先進国に比べ日本の女性活用の現状は著

12

訪日外国人の受入環境
−￨郵鯛上を目指す'三￨本の詣卿壬
二宮佳保

(跡混謂詞女F子ブ学マネジメント学部マネジメント学n

であることが一番多く挙げられた。そこで、アン

問題

近年、街中で訪日外国人旅行客を見かけること

ケート内容を‑電車の複雑さ‑の項目に絞って紹介

が多くなったが、日本はまだまだ国￨際都市と言う

すると、「,IKからメトロに乗り換えをしようとし

には程遠く、訪日外国人が過ごす上で様々な障害

たが、同じ駅とは,思えないほど歩きたどり着ける

があると感じる。

かとても不安になった。周りの人に聞いても忙し
目的

そうで誰も助けてくれなかった｡」（オランダ人）

今回は訪日外国人の生の声を聞き、実際に日本

「自分が乗る電車のプラットホームナンバーが分

で滞在するうえで困っていることは何かをアンケ

からない。電車の種類が多すぎて、スムーズに移

ート調査し、観光立国日本になるために必要なこ

動することは困難に感じる｡」(アメリカ人)等の声

とを訪問者の視点で考察していく。

が挙がる結果となった。

方法

本来は移動手段である設備の整った日本の電車

アンケート調査は、私のアルバイト先であるユ

は便利なものであるべきだが、なぜ不便に感じら

ースホステルに協力してもらい、ゲストである訪

れてしまうのか。

日外国人旅行客に対して「日本に滞在していて不

考察

便に感じることは何か｡」という質問に答えてもら

三￨本は鉄道の一般利用者が多く充実しているか

う方法で行う。質問はホステルのお茶の間でくつ

らこそ、路線が多く複雑に感じさせている矛盾が

ろいでいるゲストに口頭で質問する形式で行った二

ある。そして、路線名に固有名詞が使われている

期間は2014年11月29日から2014年12月7日ま

ことも訪日外国人旅行客に乗換やプラットホーム

でとし、人数はおよそ50人を対象としている。

ナンバーの分かりづらさを感じさせる要因である

結果

電車の複雑さを緩和する改善策として、①誰に

調査結果は以下の通り7項目に分類してグラフ

でも分かりやすい路線名の番号表記を加える②切
符を買うことの困難解消のためにICカードの利

を作成した。

用・普及を図る③時間や使用路線、料金等が一目

日本に滞在していて不便に感じること

で分かる無料の英語版乗換案内アプリの利用・普

電車の複雑さ

及をすることが考えられる。

外国議示 蕊の通じ￨こくさ
日本円への両替

多くの訪日外国人旅行客に便利な移動手段とし

Wi・Fi設備

て'三1本の電車文化を心地よく体験してもらうため

案内ｻｰｽ

に、改善策を実践・普及することが大切である。

現在地の分かり￨こくさ
その他

引用文献

順

と ザ

{
入
i

'三￨本地下鉄協会編集『世界の地下鉄‑世界1夏
5都市の最新'情報‑』（山海堂,000年）

調査結果より、訪日外国人が(ここでは主に東京
で)旅行をするうえで足となる電車が複雑で不便

注)2014年度卒業論文指導教授：山津成康先生
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パンケーキブームから見る流行の動向
花岡

璃紗

マネジメント学部マネジメント学科
問題

これは心理学でモデリングといい、真似をするこ

“流行・ブーム”を早めに知る方法に興味を持っ

とで憧れ・好意を持つ者と同じようになろうとす
る行動だ。

た。
「流行はアメリカから入ってくる」という仮説

カップケーキ専門店のマグノリアベーカリーは、

を立て、これを検証した。

アメリカセレブをモデルにしたドラマ「セック

目的

ス・アンド・ザ・シティ」に登場しており、セレ

日米で流行に時間差があることを使い、最新の

ブの間でも人気があった。そしてポップコーンも

流行を予測することが目的となる。

健康に良い、おしゃれであるとしてセレブの間で

方法
データは Google が提供しているサービスの一

注目を浴び、アメリカ全土に広がった。パンケー

つである Google トレンドを利用して作成した。

キはセレブによるものではないが広い意味でアメ
リカ生活のモデリングとなっている。
考察―今後の予測－「エッグスラット」
次に日本でブームとなるのは“エッグスラット”
であると予測する。下記グラフを見るとアメリカ
でのブームが多少落ち着いたところで日本は右肩
上がりになっており、パンケーキなどと同じ流れ

結果―パンケーキによる検証

である。エッグスラットはロサンゼルスセレブの

上記グラフは google トレンドを用いて作成し

間で話題となり店には長蛇の列ができていること、

た「パンケーキ」
（英語では pancake）という単語

朝活ブームに乗った朝食メニューであることから、

の検索数である。日本の検索数は 2010 年辺りから

これから流行になるだろう。

右上がり傾向になり 2013 年には急激に増加して
いる。他にもカップケーキ、ポップコーンが同じ
ように近年検索回数が伸びている。
グラフからは、
アメリカで流行が起きてから 2～3 年後に、日本
でも注目を浴び人気が出ていることがわかる。
考察―アメリカセレブの影響

（参考文献）
総務省「次世代 ICT 社会の実現がもたらす可能性

米国の流行が日本で流行る理由に、アメリカセ
レブの影響がある。セレブを主人公としたドラマ

に関する調査」（平成 23 年）

が流行し、日本でも注目された。日本の消費者は

――――――――――――――――――――――

アメリカセレブの行動を真似するようになった。

注）2014 年度卒業論文
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など

指導教授：山澤成康先生

ランチパスポートが今後ヒットする最大の理由は
「自己清算方式」が消費意欲を高めるから
―ランチパスポートとぐるなびを比較して―
山 田 咲 葉
(跡見学園女子大学 マネジメント学部マネジメント学科)
株式会社の『アサヒスーパードライの必ずもらえ

問題
近年、様々な飲食店情報サービスを通して情報

るキャンペーン』が挙げられる。消費者は欲しく

が発信されている。最近では、ランチパスポート

ないものの小さな割引より、お金を出してでも確

が書店の中で一番目立つ場所に広告と共に平積み

実に自分が欲しいものを手に入れられるこの手法

にされるほどの存在になっている。つまり、ブー

に魅力を感じた。

ム到来が近いと考えられる。この研究では、ラン

これと同様に、ドリンク 1 杯無料といった割引

チパスポートが今後ヒットする理由について考え

よりも、本代を支払ってでもワンコイン価格で高

る。

めのランチを確実に食べられることに消費者は惹
かれるだろう。また、消費者に『買ったからには

目的
今後ランチパスポートが流行る理由を明らかに

元を取りたい』という心理が働き、店へ行く回数

することが目的である。まず、ランチパスポート

が増える。さらに、本にスタンプを押してもらう

のサービス内容を明らかにする。次に既存の飲食

行為はコレクション感覚が味わえるため愛着も芽

店情報サービス(ぐるなび)と比較し、メリットと

生える。このように、有料であるからこその特別

デメリットを考える。最後に今後ヒットすると考

感を持たせることができる。
考察

えられる理由を結論として提示する。
方法
新聞・論文・書籍やインターネット情報から情
報を集める。また、実際に利用してみる。
結果
ランチパスポートのメリットは以下の 2 点だ。
＜択肢の軽減＞

1 つ目は消費者の店選びでのス

トレスを軽減させる点だ。ぐるなびは情報量が多
い。しかし、ランチパスポートはどの店のどのラ
ンチを食べに行っても必ず 500 円で、かつエリア

以上から、今後ランチパスポートがヒットする

も絞られている。選択すべきことは『今、何を食

最大の理由は、
『自己清算方式』が消費意欲を向上

べたいか』ということだけとなる。このように消

させるからであると考える。
引用文献

費者にとって選択肢が非常にわかりやすい。
＜高い満足を与える「自己精算方式」＞ 2 つ目

・貝原大和・及川洋一・中川裕太(2014)

は自己清算方式を取り入れた点だ。自己清算方式

ワンコインランチ東京 池袋版 第 3 弾・第 4 弾

とは一定の金額を支払うことで、商品を安く、あ

――――――――――――――――――――――

るいは無料で購入できる手法である。成功例とし

注）2014 年度卒業論文 指導教授：山澤成康先生

て 2010 年から毎年実施されているアサヒビール

15

