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S：戦略⽬標設定 (Strategic Goal Setting)
このブランディングで何を達成しようとするのか（数値⽬標も含めて）

RE：資源環境分析 (Resource & Environment Analysis)・市場機会特定
⾃社にとっての資源と環境を確認し、このブランディングによってどのような顧客を創ることが
できそうかのあたりをつける（市場機会）。
資源：⾃社が持っていて、操作できるもの
（例：⾃社能⼒（技術⼒、情報収集⼒、営業⼒等）、協⼒会社関係、資⾦、顧客情報、等）
環境：⾃社の外にあり、操作できず、影響を受けるもの
（例：競合、為替変動、景気、消費傾向、⼈⼝動態、政策、等）

ST：セグメンテーション＆ターゲティング (Segmentation & Targeting) (WHO)
市場（顧客の集合）を、関連するニーズや価値観、ライフスタイルによっていくつかの顧客層
（顧客セグメント）に分ける（セグメンテーション）。そしてそのうちどの顧客層をこのブラン
ドは対象（ターゲット顧客）とするのかを決める（ターゲティング）。

BF：ブランドフレーム (Brand Frame) (WHAT)
設定されたターゲット顧客に対して、どのような便益としてのイメージを提供するのかを決める。
そのイメージとは、ブランドプロミス、ブランド表現、差別化ポイント、同質化ポイントから構
成される。
ブランドプロミス：ブランドが顧客に提供する・伝えるコアとなるイメージ。特にターゲット顧
客にとっての憧れや夢、⾃⼰実現に結びつくようなもの。マズローのニーズ階層を参考とする。
顧客が強い愛着を持つようなものの源泉であるべき。
ブランド表現：ブランドプロミスの視覚的表現
差別化ポイント：このブランドだけが提供できるもの
同質化ポイント：他のブランドが提供できて、このブランドも提供できるもの
（他のブランドが提供できているのにこのブランドが提供できない場合は「劣位ポイント」で、
劣位ポイントは無くし、同質化ポイントとしなければならない）

ブランディング１０１

ブランディングの⽬的：いかに知ってもらい、好きになり、愛着を持ってもらうか
ブランドとは
１．ものを識別するもの（名前、ロゴ、マーク等）
２．その識別するものに伴うイメージ
３．その識別するものに対する愛着

Oct 2021, Makoto Isono, TUES

ブランドの観点
ものでなく、そのものに伴うイメージ（意味、連想）に焦点を当てる。

ブランディングとは、ものへの意味づけと、そのイメージ（意味、連想）の管理
なぜブランドの観点が有効なのか？

⼈はものそのものではなく、そのもののイメージを消費するから。
もののイメージに焦点を当てることは、ものと顧客との関係性に焦点を当てることになる。
従ってブランディングとは、顧客との関係性の構築や管理を意味する。

TP：タッチポイント (Touch Point) (HOW)
設定されたBFを、どのようにターゲット顧客に伝え、提供するかを、ブランドと消費者との主
要な接点（タッチポイント）毎に決める。その接点とは主に、購買前、購買時、消費時、消費後
の段階。各接点で、マーケティング・ミックス要素（製品、価格設定、プロモーション、流通）
を検討する。
購買前：プロモーション（CM、案内、ネット等）
購買時：プロモーション（店頭、パッケージ、接客、ネット、試着等）、流通、製品、価格
消費時：製品（製品成分、中⾝、パッケージ、店内空間、使⽤経験、消費経験、観光経験）
消費後：SNS等によるフィードバック、⼝コミ

I：実⾏ (Implementation)
接点毎の、BFの提供を実⾏する。

C：評価・管理 (Control)
BFがターゲット顧客に対して意図通りに伝わり提供されているかを管理する。
評価項⽬：
１．⽬標が達成されたか
２．ブランドは、顧客にとってどの程度の関連性にあるか：

認識レベル →    理解レベル →    判断レベル →    関係レベル
（知っている）（分かっている）（好き、良い）（リピート・愛着がある）

３．ブランドプロミスは、ターゲット顧客にとって適切か、愛着を持つ対象となるか
４．ブランドは、顧客との各接点で、ブランドプロミスを適切に提供・伝えているか

評価⽅法
１．顧客定性調査：顧客がブランドから受け取っているイメージの質を理解する。例えば、どの
ように知っているのか、分かっているのか、好きなのか、愛着を持っているのか；どのようなイ
メージを受けているのか。例：フォーカス・グループ・インタビュー、対⾯インタビュー、観察
２．顧客定量調査：顧客がブランドから受け取っているイメージの⽅向性・程度を定量的に理解
する。例えば、どの程度知っているのか、何について分かっているのか、どの程度好きなのか、
どの程度愛着を持っているのか。例：アンケート調査、検索履歴、購買履歴、満⾜度、トライア
ル・リピート率

ブランディングプロセス



ブランディングフォーマット

TP：ブランド・タッチポイント
どのように提供すべきか

ST：顧客セグメンテーション＆ターゲティング
どのような⼈が対象候補であり（S)、どのようなニーズを持つ⼈を対象とするのか（T)

S：戦略⽬標
何を達成すべきか

RE：資源環境分析
⾃分はどこに⽴ち（R)、何をもっているのか（E)、何ができそうか（市場機会）

BF：ブランドフレーム
何を提供すべきか：提供する便益を４つの側⾯で定義

BP ブランドプロミス ブランド表現

差別化ポイント 同質化ポイント
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智頭森林セラピー・タッチポイント

購⼊前
認知・理解
→HP、パンフレット
都会での案内イベント、
雑誌等での紹介

購⼊時
理解・⽐較・判断・試買
→競合と同等の価格、
実証された癒し効果、
観光ルートの１つとして

購⼊後
再購買判断
推奨⾏動
→シーズン毎のイベント
SNS投稿サポート
智頭町の他の観光プログラム

消費
消費経験、
評価（満⾜•不満⾜）
→体験後アンケート
インストラクター対応

⼭陰癒しの森

トレッキング
ハイキング

シニア
ソロ

健康促進
⾃分に向き合いたい
⾃然を感じたい

キャンプ
ハイキング

ファミリー
ソロ

家族や仲間の絆を確認
したい
⾃分に向き合いたい
⾃然を感じたい

智頭町 新事業開発：森林資源を活⽤した新たな観光事業
−セグメンテーション＆ターゲティング

登⼭
トレイルラン

アスリート

競技志向

挑戦したい

公園
ビジネスパーソン

ソロ
グループ

森林には慣れていない
リフレッシュしたい
⼼⾝健康でいたい

S：戦略⽬標
ー何を達成すべきか
これまで町を⽀えてきた林業を補う新たな事業の開発
特に、豊富な森林資源を活⽤した、観光事業に着⽬
理想は、現在の林業と新事業で、ピーク時の林業による収益と同⽔準の収益をあげる
あるいはできるだけそれに近づく

RE：資源環境分析
資源：豊富な森林、

かつての宿場町の歴史とまちなみ（智頭往来など）
林業で栄えた歴史（⽯⾕家住宅、旧⼭形⼩学校跡など）
独特の伝統的⾐⾷住スタイル（柿の葉ずし、かきもち、
移住者による新事業（パンづくり、ゲストハウスなど）
町⺠の開拓精神（百⼈委員会、１／０運動）

環境：少⼦⾼齢化、国内林業の縮⼩、地⽅の衰退
⽥舎暮らしの憧れ、回帰、健康への関⼼

→市場機会：豊富な森林資源を⽣かした、新たな観光事業

智頭森林セラピー
BP: ブランドプロミス: ⼭陰癒しの森
⼭陰の、森の空気を知っていますか。しっとりと澄
んだ、森の空気。森で静かに⽬を閉じる。深呼吸し
て、頬に触れる。⾵のニュアンスを感じ取ってみる。
やわらかな⽊漏れ陽を浴びて空を⾒上げると、雲さ
えも鮮やか。いつの間にか、ゆるゆると、ほぐれて、
満ちてゆく。だって森は、ひととふるさとだから。

差別化P：癒し効果、⼭陰の森
同質化P：参加費、距離（⼤阪から2h）

智頭町による森林資源を⽤いた観光プログラム開発
＊各種資料から知り得る智頭町がなされていることを、磯野が独⾃に分析したものです。
実際に智頭町が考えておられることとは異なる可能性があります。

TP：ブランド・タッチポイントS&T：セグメンテーション＆ターゲティング

BF：ブランドフレーム
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S：戦略⽬標設定 (Strategic Goal Setting)
この商品・サービス開発で何を達成しようとするのか（数値⽬標も含めて）を設定する。

RE：資源環境分析 (Resource & Environment Analysis)・市場機会特定
⾃社にとっての資源と環境を確認し、この商品・サービスによってどのような顧客を創ることが
できそうかのあたりをつける（市場機会）。
資源：⾃社が持っていて、操作できるもの
（例：⾃社能⼒（技術⼒、情報収集⼒、営業⼒等）、協⼒会社関係、資⾦、顧客情報、等）
環境：⾃社の外にあり、操作できず、影響を受けるもの
（例：競合、為替変動、景気、消費傾向、⼈⼝動態、政策、等）

ST：セグメンテーション＆ターゲティング (Segmentation & Targeting) (WHO)
資源環境分析の結果、特定された市場機会すなわち創出できそうな市場について、その市場（顧
客の集合）を、関連するニーズや価値観、ライフスタイルによっていくつかの顧客層（顧客セグ
メント）に分ける（セグメンテーション）。そしてそのうちどの顧客層をこの商品・サービスは
対象（ターゲット顧客）とするのかを決める（ターゲティング）。

C：コンセプト (Concept) (WHAT)
アイデア開発：ターゲット顧客のニーズに対して、資源と環境を踏まえ、どのような便益によっ
て対応、提供できそうか（のアイデア）を考える。アイデア源は、⾃社外（オープンイノベー
ション：顧客、取引先、専⾨家、競合分析など）と、⾃社内があり得る。

コンセプト開発：潜在性のありそうなアイデアを数案選び、コンセプトとして整える。
コンセプト：対象顧客ニーズに対して、（便益として）いかに対応するかを明⽰したもの。 主
にコンセプトシートとして表される。コンセプトシートは次を含む: 
１．ニーズ喚起記述（ーーではありませんか?）
２．その対応としての便益（機能便益と情緒便益）記述とデザイン（便益の実体）

便益には、差別化ポイントと同質化ポイントを含める：
差別化ポイント (PoD)：この商品・サービスのみが提⽰できる便益・特徴
同質化ポイント (PoP)： 他の商品・サービスにあり、この商品・サービスにもある便益

３．その価格と⼊⼿⽅法(ーーで⼊⼿できます) 

商品・サービスコンセプト開発１０１

1.商品開発の⽬的と評価
商品開発の⽬的：商品開発は、それ⾃体が⽬的化されるのではなく、企業の事業⽬標達成のため
に、その事業戦略の実⾏⼿段の⼀環としてなされるべき。

事業⽬標← 事業戦略← 実⾏⼿段（商品開発を含む）

商品開発の成功・失敗の評価基準とは、その事業戦略の実⾏として、事業⽬標の達成にどれほど
貢献したかによる。
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C：コンセプト評価・修正
定性調査：
そのコンセプトでは、次が明らかでなければならない：
１．WHO am I: これは何か（商品・サービスカテゴリーの提⽰）
２．WHAT do I do: これは何をするものか（中⼼的な便益を提⽰）
３．WHY am I right for you: なぜ、これがいいのか（他でなくこれがいい理由）
定量調査：対象顧客に対するコンセプトの PI(購買意図(どのくらい買いたいか)を測定すること
で、売上予測をする。その売上予測から、事業⽬標の達成可能性を判断する。

TP：タッチポイント (Touch Point) (HOW)
設定されたコンセプトを、どのようにターゲット顧客に伝え、提供するかを、商品・サービスと
消費者との主要な接点（タッチポイント）毎に決める。その接点とは主に、購買前、購買時、消
費時、消費後の段階。各接点で、マーケティング・ミックス要素（製品・サービス、価格設定、
プロモーション、流通）を検討する。
購買前：プロモーション（CM、案内、ネット等）
購買時：プロモーション（店頭、パッケージ、接客、ネット、試着等）、流通、製品、価格
消費時：製品（製品成分、中⾝、パッケージ、店内空間、使⽤経験、消費経験、観光経験）
消費後：SNS等によるフィードバック、⼝コミ

I：実⾏ (Implementation)
接点毎の、コンセプトの提供を実⾏する。

C：評価・管理 (Control)
商品・サービスが、顧客に対して、コンセプト通りに、その魅⼒を提供しているかを管理する。
評価項⽬：
１．事業⽬標が達成されたか；事業戦略に沿っているものか
２．商品・サービスは、顧客に、コンセプトを適切に提供・伝えているか；魅⼒的か（PI）

商品開発プロセス



商品・サービス開発フォーマット

TP：ブランド・タッチポイント
どのように提供すべきか

ST：顧客セグメンテーション＆ターゲティング
どのような⼈が対象候補であり（S)、どのようなニーズを持つ⼈を対象とするのか（T)

S：戦略⽬標
何を達成すべきか

RE：資源環境分析
⾃分はどこに⽴ち（R)、何をもっているのか（E)、何ができそうか（市場機会）

C：コンセプト
誰のどのようなニーズに、どんな便益を、どうやって提供するのか

WHAT：便益（差別化ポイント、同質化ポイント含む）

HOW：提供の形（価格、⼊⼿⽅法）

消費後TP

消費時TP

購買前TP

購買時TP

R 資源 E 環境

市場機会

BP
ブランドプロミス

C
コンセプト

顧客
セグメント

A

顧客
セグメント

C

顧客
セグメント

E

顧客
セグメント

B

顧客
セグメント

D

WHO：ニーズ喚起



商品・サービス開発フォーマット

TP：ブランド・タッチポイント
どのように提供すべきか

ST：顧客セグメンテーション＆ターゲティング
どのような⼈が対象候補であり（S)、どのようなニーズを持つ⼈を対象とするのか（T)

S：戦略⽬標
既存商品がターゲットとする層より上の層に向けての新しいブランドの確⽴；売上の１割増を狙う

RE：資源環境分析
⾃分はどこに⽴ち（R)、何をもっているのか（E)、何ができそうか（市場機会）

C：コンセプト
誰のどのようなニーズに、どんな便益を、どうやって提供するのか

WHAT：便益（差別化ポイント、同質化ポイント含む）

HOW：提供の形（価格、⼊⼿⽅法）

消費後TP

消費時TP

購買前TP

購買時TP

R 資源 E 環境

市場機会

C
「ザ・カンジン」
伝説の髭剃り職⼈の
技を体験する

WHO：ニーズ喚起

・現⾏の20〜30代をターゲットとした
ブランド・商品群；シェーバーシェア１位
・グローバルチームの開発資源活⽤可能性
・微振動技術、ブレード開発技術
・デザイン⼒、顧客理解⼒
・ローカル資源（関刃物産地）へのアクセス
可能性
・リテールとの協⼒関係

・競合の模倣による追い上げ；
特に20〜−30代向けブランド・商品
・国内若年層の市場縮⼩、
シニア層の市場拡⼤
・シニア向けマーケティングの拡⼤
（サライなど）；男性化粧品市場の拡⼤
・⼥性の化粧、整形に対する意識変化
・ポストコロナ消費、円安

拡⼤するシニア層向けの新たなブランド・商品群の確⽴

タイプA タイプB タイプC タイプD タイプE
属性 45〜

収⼊：中

職業：営業

⼦供⼤学⽣

45〜

収⼊：中〜上

職業：管理職

⼦供⼤学⽣

45〜

収⼊：中〜上

職業：管理職

⼦供⼤学⽣

30〜45

収⼊：中〜上

職業：管理職

⼦供中⾼⽣

30〜45

収⼊：中

職業：営業

⼦供中⾼⽣

⼼理 ⾃⼰顕⽰型 達成型 ⾃⼰顕⽰型 ⾃⼰顕⽰型 ⾃⼰顕⽰型
⾏動 所有物こだわ

り⼤

選択型

ファミリー⾞

所有物こだわ

り中

選択型

SUV

所有物こだわ

り⼤

散財型

外⾞

所有物こだわ

り⼤

選択型

SUV

所有物こだわ

り⼤

選択型

ファミリー⾞

ニー

ズ

いいものを持

ちたい

←sub T

本当に意味の

あるものを持

ちたい

いいものを持

ちたい

←T

いいものを持

ちたい

←sub T

いいものを持

ちたい

最近のシェーバー⾼性能になっているはずだけど、結局剃り味はあまり変わらない気がする。
しかもごちゃごちゃしてきてどれもどうも⼦供っぽい。
かといって、昔ながらで本物感のある⼀枚刃のいわゆる剃⼑は、かっこいいけど、レビュー
を読むとやはり肌を傷つけやすくかなり扱いが難しそう。

「ザ・カンジン」：伝説の髭剃り職⼈の技を体験する。
伝説の髭剃り職⼈荒⽥⽒は、シェービング依頼者のその時の肌と髭のコンディションを⾒
て、最適な刃を選び、その刃で最適な⾓度を探りつつ、シェービングを施します。そこでこ
のシェーバーは、①刃のクオリティを極めました。そのうえでこのシェーバーでは、②刃種
をあなたの髭と肌に応じて選ぶことができ、また③刃の肌にあたる⾓度をあなたのシェービ
ングスタイルに応じて調整できます（PoD）。
加えてこの所有感。アルミ削り出しのずっしりとした重厚な造り、繊細な模様の⼊ったグ
リップ部は、まさにこれが職⼈道具としてのシェーバーであることを実感させます
（PoD）。

職⼈シェーバー「ザ・カンジン」は、本体10,800円（税込）、選べる刃種１セット３枚⼊り
3,240円（PoP）。ご購⼊後、専⽤アプリをダウンロードしていただければ、髭と肌のコン
ディションについての簡単な質問にお答えいただくだけであなたに最適なフィッティングの
ガイドが得られます。

（リアル）雑誌広告、雑誌上のレビュー
記事、ビジネスホテルなどでの広告、電
⾞、駅、空港など公共交通機関での広告、
店頭POP
（オンライン）ネット上の広告、ネット
上のレビュー記事、Amazonなどでの出
品、⾃社サイトでの広告

（リアル）ドラッグストアなどでの説
明・店頭販売
（オンライン）Amazonなどでの説明・
販売、⾃社サイトでの説明・販売

製品パッケージ、
製品（本体、ブレード、クリーナーなど）
デザイン、
説明書・HPでの説明、
専⽤アプリ

替ブレードのラインナップ、
Amazonでのレビュー、クーポン、
メンバーシップニュース、
メンバー⽤イベント案内・実施


