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第26回（平成23年度）

商業経済検定試験問題

〔マーケティング〕

解答上の注意
１ ．この問題のページは ２ から15までです。
２ ．解答はすべて別紙解答用紙に記入しなさい。
３ ．問題用紙の表紙に受験番号を記入しなさい。
４ ．文字または数字で記入するもの以外はすべて

記号で答えなさい。
５ ．計算用具などの持ち込みはできません。
６ ．制限時間は60分です。

※　試験終了後，問題用紙も回収します

公益財団法人　全国商業高等学校協会
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　内閣府が毎年行っている国民生活に関する世論調査のなかで，「今後の生活で重視したいのは何
か」という質問がある。それをみると1980年ごろから「心の豊かさ」を求める人が多くなり，2010年
には「物の豊かさ」が31.1％，「心の豊かさ」が60.0％となっている。このように時代の進展とともに，
人々の価値観が変わり，人々の欲求にも変化がみられる。一般的な欲求の変化として，心理学者の
Ａ．Ｈ．マズローは，人々の欲求は生きるための欲求に始まり，最終的には⒜生きることの喜びを
味わいたいという自己実現の欲求へ変化するという「欲求の５段階説」を提唱している。
　欲求は，個々の消費行動に密接な関係があり，時代の欲求の変化により消費行動にも変化が現れ
る。高度経済成長期の大量生産大量消費から，さまざまな消費行動に変化している。そのなかの一
つとして，例えば，⒝自分にとってこだわりのあるものは高級な商品を求めるが，こだわりのない
ものには割安な商品を求める消費行動がある。
　また，最近の新たな消費行動として芽生えているのが「エシカル（ethical）消費」である。エシカル
とは倫理的，道徳的を意味するもので，社会規範を遵守する企業の商品を優先して購入する消費行
動をいう。社会に貢献する行動に高い満足感を感じる人々が増えていることがエシカル消費の背景
にある。
　このように時代の変化につれて消費行動も刻々と変化しており，その変化をしっかりとつかみ
⒞顧客満足の実現を図ることが必要となる。さらには単なる顧客満足ではなく，⒟心の豊かさを実
現する「顧客感動」ともいうべきマーケティングが大切となるであろう。
　人口減少社会が進み，需要が減少し競争が激化するなかで，企業にはさらに顧客の欲求に合った
きめの細かいマーケティングが求められる。

問 １．下線部⒜の内容として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．自分の能力を発揮し，満足感や充足感を得たいという欲求
イ．自分の能力を，他人から認めてもらいたいという欲求
ウ．自分の所属するグループ内での，安定と愛情を求めるという欲求

問 ２．下線部⒝のような消費行動を何というか，正しい用語を完成させなさい。

問 ３．下線部⒞が最大となるのはどのようなときか，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさ
い。

ア．商品を使用する前の期待値が，商品を使用したときの実現値を上回るとき
イ．商品を使用したときの実現値が，商品を使用する前の期待値を上回るとき
ウ．商品を使用する前の期待値と，商品を使用したときの実現値が同じとき

問 ４．下線部⒟を実現するためのマーケティングとして，次のなかから最も適切なものを一つ選び
なさい。

ア．社員教育を徹底し，ホスピタリティ（親切なもてなし）あふれる接客サービスに努めた。
イ．毎月７のつく日をお客様感謝デーとして，通常の価格より５％引きにした。
ウ．来店する顧客の便宜を図るために，店舗の駐車場を従来より広くした。

マーケティン�_四.indd   2 12.2.6   6:30:20 PM



─ 3 ─

　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　現在，CO2をはじめとする温室効果ガスによる地球温暖化が切実な問題となっている。そこで，
温室効果ガスの削減を進めるため，2013年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組み（ポスト京都議
定書）づくりを話し合う会議が進められている。
　こうした状況のもと，⒜環境への負荷を軽減する活動を継続的に改善するしくみである環境マネ
ジメントを認証する国際規格を取得する企業が増加している。企業は認証を取得することによって，
商品の納入先から環境の保全に熱心な企業として認められ，取引が有利に行えるようになる。また，
近年では⒝業者間の取引において，環境への取り組みの強化を要請する企業が増え，取引の選定条
件がいっそう厳しくなってきている。これからは環境対策を熱心に進めないと，取引をしてもらえ
なくなる恐れがある。
　環境対策の具体的な取り組みとして，開発の段階では，エコカーと呼ばれる自動車のように，
⒞環境にやさしい商品開発を進めている。また，物流の段階では，輸送時のCO2を削減するために
共同輸送や混載輸送を推進している。さらに，販売の段階では，店舗において⒟発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）照明を使用している。例えば，コンビニエンスストアのＡ社は，2012年２月までに70億円強
をかけＬＥＤ照明を全国の店舗に導入するという。
　一方，消費者の間でも環境意識が高まり環境にやさしい商品を選んで購入し，環境の保全に結び
つけようとする思想が広がっている。このようにマーケティングにおいても，環境の保全に向けて
積極的な取り組みが展開されている。

問 １．下線部⒜を何というか，次のなかから正しいものを一つ選びなさい。
ア．ＩＳＯ9001　　イ．ＩＳＯ14001　　ウ．ＩＳＯ31000

問 ２．下線部⒝に記されている選定条件の内容として，次のなかから最も適切なものを一つ選びな
さい。

ア．商品の調達先企業に対して，商品のリサイクルや省エネルギーなどを積極的に推進している
かを，取引を行う際の選定条件としている。

イ．商品の調達先企業に対して，苗木の植樹や清掃などのボランティア活動に，社員が積極的に
参加をしていることを，取引を行う際の選定条件としている。

ウ．商品の調達先企業に対して，安定した高品質の製品を，低価格で，すばやく提供できること
を，取引を行う際の選定条件としている。

問 ３．下線部⒞の具体例として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．Ｘ社は，非常の際の靴として，折りたたんで携帯できる靴を商品化した。
イ．Ｙ社は，洗濯をすると消臭効果とともに，よい香りがする洗剤を商品化した。
ウ．Ｚ社は，土の中に埋めるとバクテリアによって分解されるボールペンを商品化した。

問 ４．下線部⒟による効果として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．ＬＥＤ照明の使用によって，従来のものより寿命が長く消費電力を大幅に削減できる。
イ．ＬＥＤ照明の使用によって，店舗の雰囲気が和らぎ顧客は落ち着いて買い物ができる。
ウ．ＬＥＤ照明の使用によって，店舗が明るくなり顧客が入りやすく集客力が高まる。
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　次の一連の文章〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕・〔Ⅲ〕を読み，それぞれの問いに答えなさい。
〔Ⅰ〕Ａ社は老舗の菓子メーカーであり，全国に洋菓子店をチェーン展開している。1960年に開業し
て以来50年間，⒜Ａ社はＰＤＳサイクルと呼ばれる経営管理の手法によりマーケティング活動を推
し進め，洋菓子部門では消費者のニーズに合った魅力的な商品を次々に開発し，ティラミスやナタ
デココなどのスイーツのトレンドを作ってきた。しかし，ここ数年スイーツの市場にはコンビニエ
ンスストア（以下，コンビニ）が乗り出し，市場が変化しつつある。コンビニ各社が各種スイーツを
独自でブランド化し，コンビニスイーツという新しいトレンドを作り上げている。
　現在，Ａ社の洋菓子部門の売り上げは，コンビニの台頭により伸び悩んでいる状況にある。そこ
で，スイーツの市場に対する消費行動を調べ，新たな商品開発の手がかりを探るために，以下のよ
うな実態調査を実施した。
【状況分析】…調査の第一段階（菓子業界の資料を収集・分析する）
　商品開発を担当しているＢさんは，調査に先立ち，まず⒝業界団体である「全日本菓子協会」や「全
国菓子工業組合連合会」などから発表された資料を分析することにした。その結果，洋菓子を取り
巻く現状および商品開発の問題点を次のようにまとめた。

⑴　全体として景気低迷にともなう消費者の購買意欲の低下，デフレ傾向の強まりがみられる。
⑵　以前から続く消費者の内食化傾向の強まりのなかで，値ごろ感のある洋菓子は比較的売り上

げが好調であるが，種類によっては減少している商品もある。
⑶　⒞昨今，消費支出の比重は，食料や飲料などの有形の物から無形のサービスへと移っている

傾向にあるが，菓子の支出は食費の６％台とほぼ一定の数値を示している。
⑷　消費支出の変化をみると，洋菓子のなかでもケーキやプリンなど，この数年は年によって増

減がみられ，流行の商品が移り変わっている。
　上記⑴〜⑷の結果から，Ｂさんは消費者の意識の変化を探るという調査課題を設定した。

問 １．下線部⒜の説明として，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．Ａ社は市場情報に基づいて計画を立て，それに沿って活動を実施し，最後にその結果を評価

して次期の計画立案に役立てるマーケティング活動を推し進めている。
イ．Ａ社は消費者のニーズに合う適切な商品を，適切な場所で，適切な時期に，適切な数量だけ，

適切な価格で提供するマーケティング活動を推し進めている。
ウ．Ａ社は自己の利益や売上高だけを目標にするのではなく，社会的な貢献や自然環境の保全を

も目標のなかに取り入れたマーケティング活動を推し進めている。

問 ２．下線部⒝はどのような資料として分類されるか，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．実態調査の新規資料　　イ．内部の既存資料　　ウ．外部の既存資料

問 ３．本文の主旨から，下線部⒞のような傾向の一例として，次のなかから最も適切なものを一つ
選びなさい。

ア．消費の個性化が進んだことで，選択的な消費として被服や履物への支出が増加している。
イ．インターネットの普及や余暇時間の増加によって，通信や娯楽への支出が増加している。
ウ．本格的な高齢社会をむかえたことで，医療器具や介護用品への支出が増加している。
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〔Ⅱ〕Ａ社は状況分析の結果を受けて，調査仮説をしぼり込むとともに，調査計画の全体像を描くた
めに少量の標本を対象に調査を実施した。
【 】…調査の第二段階（大学生 ６人の意見から調査課題を検討する）
　Ｂさんはコンビニスイーツの人気の秘密を調べるため，⒟Ａ社の顧客のなかから，商品に対して
意見を述べてもらうよう依頼してある本社近郊に住む大学生男女６人の調査協力者に集まってもら
い，調査を実施した。今回は需要の分析の一つである⒠商品分析を行うために，Ａ社と他社それぞ
れの商品を実際に試食してもらった後，集団面接法により自由に意見を出してもらった。
　その結果，概ね次のように意見をまとめることができた。

⑴　スイーツの味（品質）は，他社の商品と見劣りする点はない。
⑵　顧客がスイーツを購入する際，食感や見た目（デザイン），価格帯を重視する傾向がある。
⑶　人気の理由として，コンビニスイーツは商品名（ネーミング）にも工夫を凝らしている。
⑷　⒡顧客がコンビニスイーツを購入する際，顧客の購買動機のうち愛顧的購買動機が，購入の

きっかけとなっている。
⑸　販売促進の方法も含めて，さらに詳細で大規模な調査をする必要がある。

　これを受けＢさんは，若者向けの商品開発を目指し，品質の充実を図るとともに，若年層の消費
動向について正式調査を実施することにした。

問 ４．文中の に入るものは何か，正しい用語を記入しなさい。

問 ５．下線部⒟を何というか，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．モデレーター（moderator）　　イ．パネリスト（panelist）　　ウ．モニター（monitor）

問 ６．下線部⒠のような需要の分析の主な目的は何か，次のなかから最も適切なものを一つ選びな
さい。

ア．ある特定の商品やそれと同種の商品について，需要の開拓や環境の変化によって，将来，需
要量がどのように変わるのかを調査・分析すること。

イ．ある特定の商品を指定して購入する消費者がどのような特性をもっているのか，例えば，年
齢・性別・職業などに分けて調査・分析すること。

ウ．新商品の導入や既存商品の改良のときに，その商品の価格・品質・デザインなどが消費者の
ニーズに適合しているかを調査・分析すること。

問 ７．下線部⒡の説明として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．顧客がコンビニスイーツを購入する際，そもそも，なぜその商品やサービスを購入するのか

という，基本的な心の動きが，購入のきっかけとなっている。
イ．顧客がコンビニスイーツを購入する際，なぜそのブランドや店舗を引き続き利用し，ひいき

にするのかという心の動きが，購入のきっかけとなっている。
ウ．顧客がコンビニスイーツを購入する際，安いから，カロリーが低いからなど，人間の理性に

基づく心の動きが，購入のきっかけとなっている。
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〔Ⅲ〕Ａ社はこれまで得られた調査結果を基に，調査計画を立て，質問事項を整理して本格的な実態
調査を調査会社に依頼した。
【本調査】…調査の第三段階（調査会社に実態調査を依頼する）
　Ｂさんは，商品開発には迅速さが必要であると考え，今回は２種類の質問法を組み合わせること
にした。まず，電話法では，⒢標本調査を行うため，調査会社の調査協力者データベースのなかか
ら，⒣調査対象集団を20代から30代の男女50,000人とし，すべての個体に通し番号を付け，無作為
に決定した15番を起点として順次100ずつ加算していく方法で500人を抽出した。後日，調査員が調
査対象者に電話をかけ，質問票による調査を行い，回答を得ることができた。
　また，⒤東京都心の20か所で調査員が街頭に立ち，とくにコンビニを利用している若年層を中心
に対話方式でアンケートを実施し，合計500人から回答を得ることができた。
　調査実施後，調査会社から提出された報告書には，次のようにまとめられていた。

⑴　ここ数年，スイーツは女性のみならず，男性にも抵抗なく受け入れられている。
⑵　専門店での単品買いには抵抗があるため，コンビニにしては少々高いプレミアムスイーツや

パティシエ監修ものが受け入れられている。
⑶　調査対象者からは，今までの濃厚系から「ライトな味」で「フルーティ」な「高いデザイン性」を

もつ商品を求める要望が強い。
　これを受け，Ｂさんは菓子メーカーの特性を生かしながら上質の美味しさを目指し，素材の味を
大切にしたものを追求することにした。また，季節性や話題性のあるものを取り入れ，豊富なライ
ンナップで選ぶ楽しみも提供することとし，具体的な作業に取り組むことにした。

問 ８．下線部⒢を全数調査と比較した場合，どのようなことがいえるか，次のなかから適切なもの
を一つ選びなさい。

ア．標本抽出の方法に誤りがなければ，全数調査に比べて劣らない調査結果が得られる。
イ．調査の費用や作業の手間がかかり，全数調査に比べて調査結果に偏りがでてくる。
ウ．母集団の規模が小さく，その全数が少なければ，全数調査に比べて信頼性が高い。

問 ９．下線部⒣のような無作為抽出法を何というか，漢字３文字を補って，正しい用語を完成させ
なさい。

問１0．下線部⒤のような質問法の特徴は何か，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．回答の回収率は低くなりがちであるが，広く散在する数多くの相手にも少ない費用で回答が

得られる。また，調査結果に調査員の主観が入りにくい。
イ．設定できる質問は，質・量ともに限られてしまうが，調査対象者を広い範囲で設定でき，調

査範囲が近隣地域の場合には割安になる。また，調査員の主観に左右されることもある。
ウ．他の質問法と比べて人件費と時間はかなりかかるが，直接的な回答だけでなく調査対象者の

態度の変化で間接的な回答を得ることができる。また，調査員の主観に左右されやすい。

問１１．文中⑴〜⑶のような調査結果を導き出すことを何というか，次のなかから適切なものを一つ
選びなさい。

ア．整理　　イ．解釈　　ウ．追跡
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　現在，家電製品の分野では映像機器の商品の人気が高く，市場が拡大している。例えば，ブルー
レイディスク録画再生機は，2010年の国内出荷台数が前年比70.8％増の4,946千台を記録し（電子情
報技術産業協会調べ），さらなる市場の拡大が見込まれている。この商品は，⒜大手メーカーの市
場占有率が高く，上位５社で90％をこえ，市場の大半を支配している。
　こうした状況のなか，中小規模のメーカーにとっては，自社で生産した商品に自社のブランドを
つけて販売するという大手メーカーと同じようなビジネスモデルで競争したのでは，ブランド力が
弱く，売り上げを増大させることが難しい。そこで，⒝技術力のある中小規模のメーカーＡ社は，
販売力のある大手メーカーの商品を生産するＯＥＭ（original equipment manufacturing:相手先ブ
ランドによる生産）供給を積極的に行っている。この方法は他社から特定の商品の完成品や半完成
品の生産依頼を受けて生産し，その商品に相手先企業のブランドをつけて供給するものである。一
種の下請けのような企業間のビジネスモデルであるが，Ａ社は技術力を駆使したＯＥＭ供給によっ
て，一定の売り上げを獲得することができ，厳しい市場状況のもとで成長を続けている。
　このように中小規模のメーカーにとっては，従来のように自社で商品を生産し，その商品に自社
のブランドをつけて販売するだけでなく，ＯＥＭ供給によって売り上げを伸ばす方法がある。近年
では市場の変化が早くなったことから，製造ラインを合理化し技術力のある他社に依頼するＯＥＭ
供給が自動車メーカーや情報通信機器メーカーなどで活発に行われている。

問 １．下線部⒜のような市場を何というか，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．寡占市場　　イ．独占市場　　ウ．完全競争市場

問 ２．下線部⒝はＡ社にとってどのような利点があるか，次のなかから最も適切なものを一つ選び
なさい。

ア．ＯＥＭ供給で生産設備の稼働率が高まり，大量生産の効果が生まれるとともに，売れ残りに
よる在庫リスクを減らすことができる。

イ．ＯＥＭ供給による生産を特定の企業にしぼり込むことによって，生産効率が高まり，税制面
で優遇を受けることができる。

ウ．ＯＥＭ供給は企業活動が活発となるので，国の補助金の対象となり供給量に応じて補助金を
受け取ることができる。

問 ３．本文の主旨から，ＯＥＭ商品を発注する企業にとってどのような利点があるか，次のなかか
ら最も適切なものを一つ選びなさい。

ア．ＯＥＭ商品の販売に際しては，受注企業から社員の派遣があり，販売や経理の支援をしても
らうことができる。

イ．ＯＥＭ商品が故障した場合には，受注企業にすべて責任をもって保守点検をしてもらうこと
ができる。

ウ．ＯＥＭ商品の調達によって，設備投資にともなう費用をかけなくて済み，経営の安定化を図
ることができる。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　Ａ社は緑茶飲料を中心とする清涼飲料メーカーである。技術的に不可能といわれていたが，高い
技術力で缶入りの緑茶飲料を初めて開発した。さらに，缶入り緑茶に続いてペットボトル入り緑茶
も開発し，市場の拡大を図ってきた。
　Ａ社製品の人気の秘密は，消費者ニーズにきめ細かく対応した製品開発と親しみやすいネーミン
グにある。⒜単一の緑茶だけではなく，消費者の嗜好に応じて，既存製品を基に新たな製品を次々
と開発し種類を広げている。そして，⒝ブランドの設定においては，最初に開発した製品の既存ブ
ランドを全製品に共通して設定し，その品質に応じた「ほうじ茶」や「玄米茶」，さらに味の濃さなど
を表現したネーミングをつけシリーズ化する政策をとっている。一方，2ℓ入りペットボトルの容
器においては，⒞誰もが持ち運びやすく注ぎやすいように，ペットボトルの中央部分に切れ込んだ
くぼみをつけ，消費者に喜ばれている。
　最近では緑茶飲料だけでなく，紅茶飲料やコーヒー飲料も発売し，製品の種類を増やしている。
また，⒟緑茶飲料では大手流通業者からプライベートブランド商品の製造の依頼があり，これを受
託し，さらに売り上げを伸ばしている。
　こうした多彩な製品開発によって，Ａ社は清涼飲料業界のなかで着実に市場占有率を高めている
のである。

問 １．下線部⒜のような製品政策を何というか，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．製品標準化政策　　イ．製品差別化政策　　ウ．製品多様化政策

問 ２．下線部⒝のブランド政策で設定されるブランドを何というか，漢字 ２文字を補って正しい用
語を完成させなさい。

問 ３．下線部⒞の内容として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．コストパフォーマンスに優れた商品として設計されている。
イ．ユニバーサルデザインの考え方に基づいて設計されている。
ウ．ストックポイントで管理しやすい商品として設計されている。

問 ４．下線部⒟のような依頼が増えている理由は何か，次のなかから最も適切なものを一つ選びな
さい。

ア．流通業者にとっては，プライベートブランド商品を頻繁に注文することによって，低価格を
実現し，実質的にメーカーを自社の傘下におくことができるため。

イ．流通業者にとっては，同質の製品を大量に発注することによって，低価格を実現し，売れ残
ったときには，返品できるため。

ウ．流通業者にとっては，他にはない製品を開発することによって，製品の独自性や低価格を実
現し，他の流通業者との競争優位性を確保するため。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　商品開発に関して「千

せん

三
み

つ
つ

」という言葉がある。「千品目の商品を開発してもヒットするのは三品
目ぐらいである」という意味で，商品開発の難しさを表現している。各企業は商品の開発競争にし
のぎを削っているが，なかには爆発的にヒットし，消費者からの注文に生産が追いつかないような
商品が誕生することがある。その一例が，家電メーカーのＡ社が2010年に開発した，コメから直接
パンを作ることができるホームベーカリーＸである。
　これまで，いくつかの家電メーカーから，コメ粉からパンを作ることができるホームベーカリー
は発売されていた。⒜Ａ社の開発部では，さらにコメから直接パンを作ることができないかと考え，
自社のアイディアやこれまでホームベーカリー・炊飯器などで培

つちか

ってきた技術力を駆使し，研究開
発に取り組んだ。開発をスタートさせたものの，コメを粉にすることが難しくなかなか思うように
はいかなかった。
　しかし，試行錯誤を繰り返して開発を進めた結果，着想から５年後，新技術によって商品化に成
功した。それは，容器に材料を入れ，約４時間でもちもちした食感のパンが焼きあがる，世界で初
めてコメから直接パンを作ることができるホームベーカリーの誕生である。Ａ社は⒝発売にあたり，
販売価格を高く設定して商品の開発費用を早期に回収しようと考え，一般的な既存商品の価格が２
万円前後であるのに対し，ホームベーカリーＸの価格を２倍以上もする高い価格に設定した。
　販売価格は高いものの，革新的なホームベーカリーということもあって，発売前から話題となり，
マスコミでも大きく報道された。発売と同時に人気が沸騰し，注文に生産が追いつかず，しばらく
は販売を中止する事態となった。このように，ホームベーカリーＸは，最近の家電製品のなかで，
異例のヒット商品となったのである。

問 １．下線部⒜のような商品開発の方法を何というか，次のなかから最も適切なものを一つ選びな
さい。

ア．市場や顧客の必要性を考慮した商品を開発するニーズ型商品開発
イ．消費者の欲求に適合した商品を開発するウォンツ型商品開発
ウ．独自の経営資源を生かして商品を開発するシーズ型商品開発

問 ２．下線部⒝のような新商品の発売時における価格政策を何というか，漢字を補って正しい用語
を完成させなさい。

問 ３．本文の主旨から，Ａ社がとった新商品の販売価格政策は，一般にはどのような場合に行われ
るか，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。

ア．これまでにない革新的な商品で，需要が価格に対して弾力的であり，すぐに競合会社の参入
がないと思われる場合。

イ．これまでにない革新的な商品で，需要が価格に対して弾力的であり，すぐに競合会社の参入
があると思われる場合。

ウ．これまでにない革新的な商品で，需要が価格に対して非弾力的であり，すぐに競合会社の参
入がないと思われる場合。

エ．これまでにない革新的な商品で，需要が価格に対して非弾力的であり，すぐに競合会社の参
入があると思われる場合。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　2009年末に，国内線において航空機内に持ち込めるカバンのサイズが統一された。カバンの専門
店であるＡ社は，統一されたサイズの商品を取り揃え，売り上げの増大に向けて力を入れるととも
に，商品が売れ残ったり，品切れが生じたりしないように商品別に在庫管理を行っている。
　いつも適正な在庫を維持するための方法として，Ａ社では標準在庫高を算定し，その数値に近づ
けるように在庫の調整を行っている。具体的には，商品別に目標とする⒜商品回転率を設定し，こ
れをもとに標準在庫高を決める。そして，最高在庫高と最低在庫高を決め，在庫がいつもその間に
あるように発注のタイミングを図る。例えば，Ｘ商品の標準的な最低在庫量が７個，経済的発注量
が50個，⒝商品を注文して商品が納入されるまでの期間の売上見込量が15個の場合を想定する。こ
の場合，発注のタイミングとなる発注点は， 個となる。
　このように，Ａ社は在庫の過不足を発生させないように在庫管理に力を入れているが，時には在
庫の過不足が生じることがある。⒞在庫不足のときは，すぐに納入してもらえるように，特定の仕
入先と継続的な取引を行う政策をとっている。この政策を採用することによって，仕入先から取引
上の優遇や支援を受けられるという利点がある。
　また，過剰在庫のときは定価での販売をあきらめ，大幅に値引きして販売する政策をとっている。
早めにこの政策を行い，商品を持ち越さないようにしている。
　以上のように，Ａ社では在庫管理の徹底によって，在庫の過不足が生じないようにしたり，大胆
な小売価格政策を行ったりして経営の効率化を図っているのである。

問 １．下線部⒜の内容として，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．年間売上高を最低在庫高で割って求め，利幅が大きいか否かを示すものである。
イ．年間売上高を最高在庫高で割って求め，収益性が良いか否かを示すものである。
ウ．年間売上高を平均在庫高で割って求め，販売能率が良いか否かを示すものである。

問 ２．下線部⒝の説明として，次のなかから正しいものを一つ選びなさい。
ア．リアルタイム　　イ．リードタイム　　ウ．アイドルタイム

問 ３．文中の に入る正しい数値を計算しなさい。

問 ４．下線部⒞に記された政策を何というか，漢字 ３文字を補って正しい用語を完成させなさい。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　食品スーパーのＡ店では，毎週末に地元の地域に配布する折込広告を作成している。今週も営業
部から送られてきた週末の特売品のデータを基に，パソコンで広告を作り始めた。
　まずは，⒜顧客の日頃の感謝にこたえるため，図中①のような見出しを作成した。また⒝今回の
広告に載せる商品の価格設定は，図中②のように大台を少し下回る価格をつけることで顧客に安い
という心理的印象を与え，購買をうながすように工夫した。

　次に，⒞図中③のタイムサービスでは，多くの顧客を店に引きつけるため，通常の価格を大幅に
下回るような安い価格で販売する政策をとっている。今回は⒟この政策に用いられる商品として，
図中③のように豆腐や冷凍食品，揚げ物を取り揃えた。
　さらに裏面には，バレンタインセールと称して，2月14日に合わせたチョコレート商戦の商品を
掲載し，消費者にとって魅力的な折込広告を作る予定である。

問 １．下線部⒜および下線部⒝はどのような小売価格政策か，次のなかから正しい組み合わせを一
つ選びなさい。

ア．⒜割引価格政策・⒝端数価格政策　　イ．⒜ジャストプライス政策・⒝端数価格政策
ウ．⒜割引価格政策・⒝段階価格政策　　エ．⒜ジャストプライス政策・⒝段階価格政策

問 ２．下線部⒞のような小売価格政策で注意することは何か，次のなかから適切なものを一つ選び
なさい。

ア．極端な安売りを継続することにより，製造物責任法に違反しないように注意する必要がある。
イ．極端な安売りを継続することにより，独占禁止法に違反しないように注意する必要がある。
ウ． 極端な安売りを継続することにより，特定商取引法に違反しないように注意する必要がある。

問 ３．本文の主旨から，下線部⒟のような商品を何というか，正しい用語を記入しなさい。

2月5日（日）限り 5%5%5%5%食品売場食品売場

夕方4時から夕方4時から夕方4時から夕方4時から タイムサービス！！！タイムサービス！！！
248d248d248d248d

20d20d20d20d

●○○県産
みかん（Mサイズ）
6個入り1袋

●○○県産
みかん（Mサイズ）
6個入り1袋

●とうふ（木綿・絹）
450g入り各1丁
通常58円の品

半額半額半額半額

●冷凍食品
全品
通常価格の

60d60d60d60d
●できたてメニュー
揚げ物
通常128円をどれでも1個

カード
会員様

398d398d398d398d
●□□沖産
まぐろ切り落とし
約120g入り1パック

●□□沖産
まぐろ切り落とし
約120g入り1パック

498d498d498d498d
●△△県産
豚ロース（カツ用）
5枚入り1パック

●△△県産
豚ロース（カツ用）
5枚入り1パック

揚
げ
た
て

OFFOFFOFFOFFレジにてレジにてレジにてレジにて
①

②

③

本日より5日間連続本日より5日間連続
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　カレーチェーン店を展開するＡ社では，近年，エリアマーケティングに積極的に取り組んでいる。
これは，⒜店舗独自のオリジナルメニューの開発や，その店の環境や実情に沿った販売促進を推進
するマーケティング活動である。なかでも，オリジナリティあふれるメニューを開発し，成果を上
げているのが名古屋市のＢ店である。
　同店が初めてオリジナルメニューとして開発したのが「カレーバーガー」である。Ａ社初のハンバ
ーガーメニューとして2009年８月に売り出した。店長は，店を訪れる観光客向けに独自の商品開発
ができないかと考え，企画会議のなかで従業員たちに⒝ブレーンストーミング形式でアイディアを
募った結果，開発された商品である。価格は350円，原価率は50％以上と利幅は小さいが，話題作
りには効果があると判断した。また，店長は⒞新メニューの発売に際して，集客には新商品の発売
を知らせる「のぼり」が一番効果的であると考え，店の敷地の周りにたくさん立てて顧客に訴求した。
　当初の販売期間は３か月限定で，1日20個程度を売り上げることができた。しかし，商品のユニ
ークさに目を付けた地元情報誌の編集長の提案で，雑誌の発売に合わせて復活販売することになっ
た。期間は雑誌の発売期間の２週間で，販売数は１日100個とした。
　雑誌の発売後，早速テレビやインターネットニュースで取り上げられた。⒟反響はすさまじく，
翌日には店の前に長蛇の列ができ，連日，開店から30分で売り切れとなった。
　店長は「これからも年に１品は新メニューを出していきたい。今は休みの日の方がメニュー開発
で忙しいくらいです」と語っている。新メニューの開発は，お客を呼び込むにとどまらず，店長や
従業員のやる気をも奮起させているようである。

問 １．本文の主旨から，下線部⒜の目的として，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．広域型マーケティングとして，ブランドイメージや認知度を向上させること
イ．地域密着型マーケティングとして，地域の特性を考慮した活動を行うこと
ウ．顧客参加型マーケティングとして，商品やサービスの要望を反映させること

問 ２．下線部⒝を実施する際の注意点は何か，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．既成概念にとらわれず，自由奔放なアイディアを創造させるため，他の出席者の発言に対し

て良し悪しの判断をしないこと。
イ．演技者に改善点だけではなく，良かった点を気づかせるために，演技中の態度や言葉遣いな

どを具体的にコメントすること。
ウ．すぐにグループ討議に入らず，メンバーの一人ひとりに対し，自分なりの問題分析を行わせ

てからグループ討議に入ること。

問 ３．下線部⒞をＡＩＤＡＳ理論に照らして考えた場合，のぼりが顧客に訴求するのはどの段階か，
次のなかから適切なものを一つ選びなさい。

ア．注意（Attention）　　イ．欲求（Desire）　　ウ．行動（Action）　　エ．満足（Satisfaction）

問 ４．本文の主旨から，下線部⒟の現象はカレーバーガーに対して顧客の心理がどのように働いた
か，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。

ア．実用性や商品価値が高い。　イ．安全性や付加価値が高い。　ウ．限定性や希少価値が高い。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　大学を卒業し，東京で働いていたＡさんは，大好きな趣味の料理を生かし，小さい頃からの夢で
あった喫茶店を開業するため，実家のある静岡に戻ることにした。
　実家に戻ったＡさんは，まず物件探しを始めた。⒜立地場所を検討する際には，店舗の集客力を
調査する必要があると考えた。そのため，通行量や地形，道路事情などの環境も念入りに調べた。
見つけた物件は，長い間誰も住んでいない昭和初期に建てられた古い一軒家であった。事前の準備
期間を経て，半年後には改装工事も終了し，待望の喫茶店「やっとかぶり」がオープンした。
　店の広告といっても，⒝商店街の入口にある総合案内板に，店のポスターを掲げてあるだけであ
る。それでも古風な建物に引かれるように顧客は訪れる。格子の引き戸を開け，土間を進んでメニ
ューを注文する。料金は前払い制である。顧客は座敷に上がり，呼ばれたら受け取りに行く。もち
ろん食べ終わった食器を下げるのも顧客である。Ａさんが厨房から出ることはない。
　ゆとりのある空間で，顧客はくつろぎながらコーヒーを飲む。店内には，一度座ったら何時間で
も居続けたくなる，ゆったりとした空気が流れている。それは，レトロな建物がかもし出している
温かさだけではなく，決して無理をしないＡさんの働き方や⒞「やっとかぶり」の販売方式が作り上
げている雰囲気なのだろう。
　Ａさんは「一人でやっているから，これが精一杯ということもあるし，家賃や経費を払って生活
費が少し残ればいいと思っています。この店が，お客様の力でどうなっていくのかを見るのが楽し
みです」と語っている。

問 １．下線部⒜の説明として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．候補地について土地や店舗の取得費，地代・家賃などの費用を比較・検討し，開店資金や運

転資金がまかなえるかどうかを調査する。
イ．候補地について各自治体が街づくりや生活環境保持の観点から，都市計画法に基づいて立地

の規制を行っているかどうかを調査する。
ウ．候補地について適切に商圏を設定し，そのなかの顧客数，すなわち潜在需要を測定して，最

低限必要な顧客の確保が可能かどうかを調査する。

問 ２．下線部⒝を媒体別に分類した広告としてみた場合に何というか，漢字 ２文字を補って正しい
用語を完成させなさい。

問 ３．本文の主旨から，下線部⒞と同じような販売方式の具体例として，次のなかから最も適切な
ものを一つ選びなさい。

ア．洋菓子店や精肉店などで顧客がガラスケース越しに，店員と相対しながら商品を見定め，そ
の場で注文をして会計を済ませる販売方式。

イ．ファストフード店で顧客が自ら注文した商品の配膳や片付けを行う形態をとり，事前にカウ
ンターに顧客が並んで会計を済ませる販売方式。

ウ．百貨店で顧客が必要に応じて店員に相談しながら商品を自分で選択し，そのつど近くのニア
バイカウンターで会計を済ませる販売方式。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　わが国における2010年の年間の総広告費は，前年比1.3％減の５兆8,427億円であった。媒体別の
広告費を見ると，マスコミ四大媒体のうち，テレビ広告費は６年ぶりに1.1％増加したが，新聞，
雑誌，ラジオの広告費は減少となっている。これに対し，⒜インターネット広告費は前年比9.6％
増で他の媒体に比べて伸びが著しい。
　こうした状況のなかで，近年，テレビや新聞などの広告にインターネット広告を連動させるケー
スが増えている。例えば，家電メーカーのＡ社では⒝予算の範囲内において，新聞広告を使って商
品の概要を説明するとともに，あわせて「詳しくはwebで」と表示を行い，全体の広告効果が最も大
きくなるように組み合わせることで，顧客を誘導している。
　ところで，現代の消費者はさまざまな情報に基づいて商品を購入するので，企業や商品の情報を
伝える広告は，販売促進の有効な手段となる。このため，⒞企業はさまざまな広告媒体を活用し，
商品の知名度を上げ，大量販売を実現しようとする戦略をとっている。この戦略を採用すると，企
業は消費者を引きつけ，商品はまるで販売経路上を消費者に引っ張られるように売れていくのであ
る。こうした優れた広告は⒟消費者の指名買いをうながし，売り上げを増大させることができる。
また，広告は社会に与える影響が大きいので，正しく行わなければならない。

問 １．下線部⒜の理由として，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．インターネット広告は，双方向性と随時対応性があり，広告効果の測定が容易であるため。
イ． インターネット広告は，双方向性と非随時対応性であり，広告効果の測定が容易であるため。
ウ．インターネット広告は，単方向性と随時対応性があり，広告効果の測定が容易であるため。
エ． インターネット広告は，単方向性と非随時対応性であり，広告効果の測定が容易であるため。

問 ２．下線部⒝を何というか，カタカナで正しい用語を記入なさい。

問 ３．下線部⒞のような販売促進戦略を何というか，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさ
い。

ア．パブリックリレーションズ戦略　　イ．プル戦略　　ウ．プッシュ戦略

問 ４．下線部⒟の内容として，次のなかから正しいものを一つ選びなさい。
ア．消費者が販売店を訪れ，店内の優れたＰＯＰ広告やノベルティ広告によって購買意欲が高ま

り，陳列してある商品を購入すること。
イ．消費者が商品の購入に際し，対応した販売員の優れたセールストークや態度によって，販売

員が推奨する商品を購入すること。
ウ．消費者が商品を購入するときに，来店前に購入する特定のブランドを決定しており，すぐに

そのブランドの商品を購入すること。
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　次の文章を読み，問いに答えなさい。
　2011年，日本国内でピーター．Ｆ．ドラッカー（以下，ドラッカー）の「マネジメント」という本が
話題となった。これは1974年，彼が組織経営について著した本である。
　1950年代後半，当時には珍しいマーケティング理念を唱えるドラッカーの著書に感銘を受けたＡ
さんは，経済大国アメリカの大学で本場の経営学を学んだ。その後，一族が経営する醤

しょう

油
ゆ

の大手食
品メーカーＢ社の社員として，アメリカへの本格的な海外進出に携

たずさ

わった。
　Ａさんは，異なる食文化をもつ国で醤油を受け入れてもらうには，いかに外国の地で顧客を創造
できるかが重要であると考えた。そのため，まず販売経路を確保するとともに，⒜試用サービスの
一環としてスーパーマーケットの店頭で実演販売を行い，アメリカの人々に醤油を使った料理を試
食してもらい，Ｂ社ブランドの浸透を図った。また，醤油を使ったレシピの開発を行い，アメリカ
本来の家庭料理に醤油をどのように取り入れたらよいかをメディアを通じて広めていった。
　その結果，醤油はアメリカの食文化に徐々に浸透していき，愛用する顧客が増えていった。消費
量の伸長にともなって，供給体制も製品輸出から現地でのビン詰め，そして現地生産へと成長して
いった。⒝現在，アメリカでＢ社の醤油の市場占有率は57％と，極めて高い数値を誇っている。消
費者の間では，醤油といえばＢ社の商品を想起させるほど知名度が高い。
　その後，Ｂ社の社長・会長を歴任したＡさんは，「企業のグローバル化や国際戦略に，近道や特
効薬はない。試行錯誤しながら，一つずつ経験を積んでいくことが成功の道を拓くと実感している」
と語っている。醤油と世界の食文化との融合，それがＢ社の世界戦略なのである。
　考えてみれば，現在，世界各地に広がっている「寿司ブーム」も，Ｂ社が先に⒞統一した品質の醤
油を提供し，外国の人々に浸透させたためではないだろうか。Ｂ社は今後，南米やアフリカへの進
出を考えているという。近い将来，醤油が「世界の調味料」になる日がやって来るかもしれない。

問 １．下線部⒜で実施したサービスの説明として，次のなかから適切なものを一つ選びなさい。
ア．Ｂ社は商品の販売価格や買い物の代金を割り引く特典を，広告物の一部として提供した。
イ．Ｂ社はまだよく知られていない商品について，消費者にサンプル（見本）として提供した。
ウ．Ｂ社は商品の販売に際し，抽選による当選者に商品を贈ったり，無料で景品を提供した。

問 ２．本文の主旨から，下線部⒝の効果としてどのようなことが考えられるか，次のなかから最も
適切なものを一つ選びなさい。

ア．Ｂ社の醤油がアメリカの市場で浸透したことにより，Ｂ社は加盟店の経営指導や従業員訓練
など販売店援助を行うようになった。

イ．Ｂ社の醤油がアメリカの市場で浸透したことにより，先行企業のＢ社のブランド名が広く代
名詞のように使われるようになった。

ウ．Ｂ社の醤油がアメリカの市場で浸透したことにより，Ｂ社は小売業者に対して再販売価格を
指示しこれに従わせるようになった。

問 ３．下線部⒞と同じような具体例として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．飲料メーカーのＸ社は，世界中どこでも同じ味で標準化したジュースを製造し販売した。
イ．自動車メーカーのＹ社は，東南アジア向けに現地のニーズに合った車を製造し販売した。
ウ．衣料品メーカーのＺ社は，輸出国の経済発展に合わせ品質を変えた服を製造し販売した。
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