
成果につながる「意思決定」を行っていくための

次の行動を示せる、実務に生きるデータの集め方を身に付ける

これだ！という一手を見つけるために
定量・定性、ネット・リアルを立体的に活用する

マーケターが身に付けておくべきリサーチの基本スキルを学ぶ

マーケティングリサーチ基礎講座

書籍には
載っていない
実務ノウハウ
を学ぶ！

新商品開発 既存商品の改善 市場調査 効果測定
etc…

調べたいことに対して
最適な手法が分からず、
ついつい手馴れたことを

やってしまう

手段が目的化しないように
適切な仮説の設定を
行えるようになりたい

リサーチをせよと言われて
実行するものの
結果が出た後に、

もっと欲しかった項目が発覚する

外部に発注したいが、
どのように

依頼して進めていけば
よいのか分からない…

最新手法は把握できるが、
そのうえで、目的に合わせた
適切な手法を知りたい

常に成果が求められるなかで、
得られた結果をすぐに
その後のアクションに
繋げられない

▶これからリサーチに携わる
▶基礎からしっかり学びたい
▶実施していて成果が出ない
マーケター・企画・商品開発の方へ

画像提供：Shutterstock

【オンデマンド配信】ウェブサイト記載の指定の7日間視聴可



リサーチのプロでなくとも
指標となるデータを集められるリサーチスキルを身に付ける本講座のポイント

マーケティングにおけるリサーチの理解
どのように生かすのかを背景から知る

学ぶポイント
基礎編

マーケティングリサーチとは、課題を解
決するための手段です。意思決定する
ための情報を集める、マーケティングに
おいて重要な手段となります。商品・価
格・場所・プロモーションの４Ｐにおいて
いずれにも必要となります。リサーチを
せず、データを持たずに施策を行ってい
くことは、灯りを持たずに暗闇を歩くこと
と同じです。どこにいけばいいのか、何
が周りにあるのかが把握できず、進むべ
き方向が分かりません。本講義では、
マーケティングにおけるリサーチの基
本・本質から入り、マーケターに必要な
知識・考え方を学びます。

次の一手につながる
指標を見つけ出す

リサーチの質は、成果に大きな影響を与える重要な要素です。
最初の課題・目標の設定がしっかりとできていないと、時間も労
力も無駄に終わらせてしまいます。リサーチをするのは、次の一
手の意思決定をするためです。課題を解決するデータを集めら
れるリサーチを正しく行うには、マーケティングリサーチについて
基本から学ぶ必要があります。その土台があることで、忙しい中
でも予算がない中でも、その状況に応じた最適なリサーチを考
えることができます。そこで、宣伝会議では、全てのマーケターが
押さえておくべき、正しくリサーチをするうえでのポイントを学ぶ
「マーケティングリサーチ基礎講座」を開催いたします。

時間をかけて知っていることの
再確認で終わらせない

一人に対する業務量が増え、予算が減少している昨今におい
て、マーケターがリサーチ・調査に割ける時間は短くなっていま
す。もちろんリサーチを実行せずに施策を行っていくことは可能で
すが、それではどの方向に進んでいけばいいのかが正確に分か
らなくなります。勘や経験で実行しているとズレが生じ、全く効果
のない見当違いの施策になってしまいます。かといって、とりあえ
ずリサーチを行っていても、特に発見のない、次の行動につなが
らない結果になってしまいがちです。それらに陥らないためには、
状況に応じた、課題にあわせたリサーチを行っていくことが必要
になります。

正しい現状分析ができているかどうかが
その後の成果を左右する

必要なデータを集められるかが成功の鍵

データの出所

１次データ
（自らの特定目的のためにゼロから収集）

左図のようなデータの種類を把握し、

●いつ行うのか

●誰に対して行うのか

●どのような手法で行うのか

●どのような内容の質問をするのか

●ボリュームはどうするのか

　 などを考えて必要なデータを集める

マーケティングリサーチの目的を細分化すると
→「理解」「探索」「検証（＋予測）」「測定」の４つのテーマに

（リサーチなし～勘と経験のみ）

２次データ
（他目的で集められたデータの二次利用）

データの形

定量データ
（数値で表されるデータ）

定性データ
（数値化できないデータ、文章、画像等）

※鈴木敦詞氏　講義資料より

※鈴木敦詞氏　講義資料より

理解理解 探索探索

測定測定 検証（＋予測）検証（＋予測）

現状、実態は？
（現状仮説は正しい？）

どうなった？
（結果は？）

仮説は正しい？
（どのような結果になる？）

なぜ、そうなの？
より詳細には？

戦略仮説の導出
「AがBなら、
課題がZになる」

なんらかの
問題の存在

施策の実行
「AをBに」



POINT 1 リサーチ課題の設定

検討はずれな結果にならない、事前の整理整頓
リサーチをするにあたって起こりがちなことは、リサーチをす
ること自体が目的になってしまうことです。本来は、達成す
べき目標に、対する課題があり、それらを解決するためにリ
サーチを行っていくものです。ここの目的・課題の整理が段
階ごとにできていないと、成果につながらない結果になって
しまいます。マーケティング全体においてリサーチを行い現
状把握することが重要なように、リサーチ自体にも最初の
現状把握が重要なステップとなります。本講座では、マー
ケティング全体の目的・課題から、リサーチの目的・課題に
落とし込んでいくための考え方・方法を学んでいきます。

リサーチ企画のステップ

POINT 2 リサーチ手法の把握

課題別に、効果的な打ち手を選び出せる
インターネット・ソーシャルメディアが登場し、消費者への理
解も深まった現在、リサーチにもさまざまな種類が存在して
います。手軽に素早くできる、生活者の深いインサイトを発
見できる、商品開発に適しているなど、特性もさまざまで
す。マーケティング担当者は、それら全ての手法に精通す
る必要はなく、どれを打ち手として選べばいいのか、という
俯瞰的な目を持っていればいいのです。そのため本講座で
は、定量・定性、ネット・リアル、顕在ニーズ・潜在ニーズな
ど、それぞれの得意領域を軸に、どのような手法があるのか
をマーケター視点で網羅的に学びます。

POINT 3 仮説力の向上

仮説のない調査は、「高い、遅い、使えない」
リサーチでは仮説がとても重要です。仮説がないと、どのよ
うな情報が必要かを定義できず、どのような調査項目が必
要なのか、必要な選択肢が設定されているのか確認でき
ません。そのため、調査コスト・時間の増大、課題解決につ
ながる要素の抜け落ちなどが発生し、とても労力がかかる
ものになってしまいます。そのため仮説の構築方法を学ぶ
ことはもちろん、どのような場面でどのような種類の仮説が
必要なのかも知っておかなければいけません。そこで本講
座では、マーケターが備えておくべき、リサーチにおいて必
須の仮説構築の方法について学んでいきます。

二種類の仮説とは？

限られた時間・予算で精度を上げるための原則を学ぶ学ぶポイント
実践編

リサーチ手法を体系的に学ぶ

※鈴木敦詞氏　講義資料より

※鈴木敦詞氏　講義資料より

※鈴木敦詞氏　講義資料より

調査設計

マーケティング課題

調査目的

調査課題

「マーケティング目標・課題」から、「調査目的・課題」へ
ブレイクダウンした上で、具体的な調査設計を行う

クリアすべき、判断すべき課題

この調査で結論付けるべきテーマ、
明らかにすべきテーマ

その目的を明らかにするために必要な視点

その視点を明らかにするために必要な
リサーチデザインと情報（調査項目）

調査手法は、いわゆる「アンケート」と「インタビュー」以外へ拡張

個人／独立性

ネットワーク／関係性

構成的 非構成的

Survey Personal 
Interview

Social 
Listening

Panel Data Log Data

Observation
（観察調査）

Group Interview

Online Community Research

Diary Data

設問やデータ構造
が固定されている

設問やデータ構造
が固定されていない

回答者が独立で他
者に影響されない

他者との関係性の
中で回答を得る

「仮説」には、現状仮説と戦略仮説がある

リサーチでは「仮説」が重要！
その把握が成果を左右する

仮 説

現状仮説

戦略仮説

今今、市場はこうなっているのではないか？

ここうすれば、うまくいくのではないか？



テーマ 講義内容 講師

鈴木氏

リサーチを成功させるリサーチデザイン
「リサーチの理解と企画」

リサーチ実務のポイント
「リサーチの設計と実査のポイント」

リサーチを活かす
「結果の分析とリサーチ運営のポイント」

マーケティングとマーケティングリサーチ／マーケティングリサーチの4つ
の目的／マーケティングリサーチの基本ステップ／リサーチの目的と課題
の整理：背景理解と仮説の重要性

リサーチ設計のポイント：項目と対象の設定／リサーチ手法の理解：代表
的手法と新たな手法／リサーチ実査のポイント：調査票、インタビュー、観
察

分析のポイント：データの背景理解の重要性／分析の視点：要約、比べ
る、関係性／分析の方法：％、平均、クロス集計のポイント／リサーチ運営
のポイント：リサーチの依頼と運営時のポイント

カリキュラム

講師プロフィール

鈴木 敦詞氏
りんく考房 代表

マーケティングエージェンシーと調査会社にて、様々な業界やテーマのリサーチ案件に従事した後、2006年に独立しフリーランスに。現
在は、事業会社や調査会社へのマーケティングおよびリサーチの研修や、具体的なリサーチ案件での業務支援、大学講師に携わる。
一方で、マーケティングリサーチの本質を広く伝えることをめざして、「マーケティングリサーチの寺子屋（blog／Facebook）」にて情報発
信を継続するとともに、ネット、雑誌、書籍での執筆活動も行う。

講座概要

※日時・カリキュラム・講師は都合により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

受講生の声
定性調査を経験したことがありますが、
初めてなのでよく分からず、上司や調
査会社に言われるがまま進めていまし
た。今日のお話を聞いて腹に落ちたこ
とがたくさんありました。

今までマーケティングリサーチは調査という認識を持っ
ていたが、マーケティングリサーチは「研究」であるとい
うことに納得することができた。すべての土台にマーケ
ティングリサーチがあるということを意識しないといけな
いということを感じた。

PDCAサイクルの「P」の部分の精度
を上げることができそうです。より的確
な現状分析、問題点の洗い出し、課
題設定に繋げられるイメージがつきま
した。

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３‒3475‒3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） ②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議
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株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

年　　   月　　  日　

年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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宣伝会議からの情報　①いる　　　②いらない ③ すでに届いている

TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com　www.sendenkaigi.com/class/

●開催日程 ： ウェブサイト記載の指定の7日間視聴可能
●講義会場 ： 宣伝会議オンライン上でのご視聴となります

●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円）※申込金5,000円（税込 5,500円）含む
●受講定員 ： なし 

●受講対象 ： 課題を解決するためにリサーチを活用する、マーケティング・宣伝・販促・商品開発部の方
※本講座の内容を社内研修としてご提供することも可能です。
企業の課題・社員のレベルに合わせた研修をお考えの方は、メールにて事務局までお問い合わせください。
メール ： info-educ@sendenkaigi.com

220707


