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開催日: ２０１7 年 11 月 18 日（土）～19 日（日）
会場: 尾道市立大学

商品開発・管理学会

第 29 回全国大会

統一論題テーマ：商品差別化の源泉を探る
ご挨拶
実行委員長 尾道市立大学

小川

長

商品・サービスが多様化する一方、コモディティ化による商品・サービスの同質化により、苦労し
て生み出した付加価値が短期間に失われてしまう現象に悩む企業は多いのではないでしょうか。今大
会では、そのような環境の中で、コモディティ化に抗して高い付加価値を生む商品差別化に取り組ま
れている広島県内にある企業 2 社の関係者に、差別化の源泉についてご講演していただきます。さら
に、多くの会員の先生方から商品差別化の源泉に関する、日頃のご研究の成果をご報告いただくとと
もに、フロアの先生方との熱心な質疑応答や意見交換を期待しています。
以上、実りの多い大会になるよう尽力いたしますので、奮って大会にご参加いただき、ご協力を賜
りますようお願いいたします。
１．日程・会場等
・平成 29 年 11 月 18 日(土)～19 日(日)
・公立大学法人 尾道市立大学 (〒722-8506 広島県尾道市久山田町 1600 番地 2
TEL： 0848-22-8311(代) FAX：0848-22-5460
・公式ホームページ

http://www.onomichi-u.ac.jp/

＊ホームページから、
「新尾道駅」「尾道駅」から大学までのバス時刻表も確認できます
・メイン会場： Ｅ棟（最終ページ、キャンパスマップ参照）
２.

特別講演について
a. 桂馬蒲鉾商店

: 創業 100 年を超え、昔ながらの本格蒲鉾を提供し続ける尾道の老舗

演題「一味同心（心同じくして一つの味を追求する）」
桂馬蒲鉾商店（有限会社桂馬商店）代表取締役 村上 博志氏
b. マツダ株式会社 : デザイン性の高いクルマを提供する大手自動車メーカー
演題「マツダの商品企画」
公益財団法人マツダ財団 常務理事・事務局長（元マツダ株式会社商品企画本部長）
魚谷 滋己氏
３．大会参加費等について
参加費：①11月18日（土）大会参加費 5,000円（学生2,000円）
情報交換会参加費5,000円 受付時に集金となります
②11月19日（日）
商品開発・管理学会第29回大会現地視察会「尾道のまち歩きとものづくり視察会」
参加費 無料
＊参加費の金額を当初ご案内から変更しております。ご了承願います。
なお、ハガキの締切日は11月9日(木)（必着）となっています。期限厳守でお願いいたします。

大会

タイムスケジュール

【１１月１８日（土）
】
11:00～12：30

理事会

12:30～

受付開始

12:50～13:00

開会あいさつ

13:00～14:30

特別講演

14:40～15:40

研究報告 PARTⅠ ３トラック（各トラック２報告）

16:50～16:50

研究報告 PARTⅡ ３トラック（各トラック２報告）

16:55～17:20

臨時総会及び表彰式

17:20～17:30

閉会式

17:45

情報交換会会場行きのバス出発

お二方のご講演

18:00～19:30（20:00 まで会場はとっています）
情報交換会

会場：
「源房（げんぼう）」（「新尾道駅」から徒歩１分）

【１１月１９日（日）
】
商品開発・管理学会第 29 回大会

現地視察会「尾道のまち歩きとものづくり視察会」

９：３０ ＪＲ尾道駅そば「ミスター・ドーナツ」前集合（１１：４５ＪＲ尾道駅解散予定）
＊尾道の歴史・文化、空き家再生・商店街活性化、
「NPO 法人工房尾道帆布」の視察とレクチャ
ーを通じて、商品開発・管理の知見の拡充や関連する研究テーマの発掘にいかす

参加申込み〆切： 11 月 9 日(木）
（必着）が締め切りとなっていますが、できるだけお早めに出欠
確認はがきを投函くださいますよう、ご協力お願いいたします。

＜11 月 18 日（土）大会当日の昼食等のご案内＞
＊学会開催日当日は、土曜日のため学内の飲食施設は閉店となっております。また、大学周辺には
店舗や飲食店がありませんので、これらにつきましてご承知おきください。お弁当・軽食等を大
学内で飲食される場合は、学外、新尾道駅または尾道駅などでお買い求めの上ご持参ください。

大会プログラム
【第一日目】
◆理事会（学会役員の方々は理事会にご出席ください）

11:00～12:30

＊昼食･･･理事会ご出席の方は昼食が用意されます。ご出席についてはがきにてお知らせください。
理事会（11:00～12:30） 会場: （E 棟１階 120 会議室）
◆受 付

12:30～

会場: Ａ会場（E 棟２階 201 教室）近くの廊下

◆開会式

12:50～13:00

会場: Ａ会場（E 棟２階 201 教室）

‡特別講演

メイン会場: E 棟２階

（敬称略）

司会

平野 英一（明星大学）

ご挨拶

高橋 幸司（鶴岡高等専門学校校長）

開催校代表ご挨拶 中谷

武（尾道市立大学学長）

実行委員長挨拶

長（尾道市立大学）

小川

201 教室

13：00～14：30

司会

小川

長（尾道市立大学）

特別講演①
13:00～13:45

「一味同心（心同じくして一つの味を追求する）」
桂馬蒲鉾商店（有限会社桂馬商店）代表取締役 村上 博志

特別講演②
13:45～14:30

「マツダの商品企画」
公益財団法人マツダ財団 常務理事・事務局長
（元マツダ株式会社商品企画本部長）

魚谷 滋己

＊特別講演につきましては「尾道ケーブルテレビ」の取材があります。

14:30～14:40

～* Coffee Break *～

‡統一論題報告
統一論題

14:40～16:50

Ａ会場（E 棟２階 202 教室）
司会 韓 文熙（北星学園大学）

14:40～15:05「イタリアにおける高級自動車のデザイン」
小山 太郎（中部大学）

15:10～15:35「ブランド提携商品の可能性 －ブランド提携の潮流と今後の課題－」
中谷 淳一（関東学園大学／早稲田大学大学院）

～* Coffee Break *～

15:40～15:50

15:50～16:15「BtoB 企業におけるフラッグシップ商品の効果」
川北 眞紀子（南山大学）
16:20～16:45「商品開発・管理における差別化要因―個人クリーニング店の事例―」
橋田 洋一郎（専修大学）
‡自由論題報告

14:40～16:50
○は報告者

自由論題 ①

Ｂ会場（E 棟２階

203 教室）
司会 岡本 哲弥(滋賀大学)

14:40～15:05「創薬のライセンシングにおけるマーケティング」
冨田 健司（同志社大学）
15:10～15:35「顧客ニーズから新製品開発の成果に至るメカニズムの研究－複数ケース・スタディーに
よる概念モデル構築と仮説導出－」
芳賀 宏一郎（早稲田大学大学院）
15:40～15:50

～* Coffee Break *～
司会 大堀 幸治(明治フレッシュネットワーク)

15:50～16:15「
「新興国市場への適応プロセス」－エプソン「インクタンク」導入事例から－」
松井 義司（名古屋大学大学院）
16:20～16:45「宇宙ビジネス展開おける一考察～リモートセンシングサービスと人工衛星等のコンポー
ネント製品開発を中心に～」
増谷 博昭（京都大学）
自由論題②

Ｃ会場（E 棟２階

204 教室）
司会 平野 英一(明星大学)

14:40～15:05「品質改善による「本物」商品のリポジショニング効果―国産温州みかん果汁飲料を事例
に―」
○高 晶穎（近畿大学大学院）
、木戸 啓仁（近畿大学）
15:10～15:35「京都府におけるソーシャルメディアの活用戦略と分析手法」
○堀川 宣和（星城大学）
、若林 靖永（京都大学）
、玉置 了（近畿大学）
15:40～15:50

～* Coffee Break *～

15:50～16:15「地域での産業集積とイノベーションに関する実証分析： 阪神地区での事例分析」
○松崎 太亮（兵庫県立大学大学院）
、滋野 英憲（神戸国際大学）
、
辻

正次（神戸国際大学）

16:20～16:45「服飾品店舗開発戦略の検討：ブランド態度に対する店舗立地イメージとブランドコミッ
トメントの影響」
○熊谷

健（早稲田大学大学院）
、長沢 伸也（早稲田大学）

◆会員臨時総会及び表彰式
16:55～17:20 会場:メイン会場 E 棟２階 201 教室 司会 若林 靖永（京都大学）
優秀発表賞の発表・表彰式

中西眞知子（中京大学）
秋元 昌士
（愛知学院大学）

◆閉会式

17:20～17:30 会場: メイン会場 E 棟２階 201 教室

司会

第 30 回全国大会について

橋田

洋一郎（専修大学）

調整中

閉会のご挨拶

副会長 長沢 伸也（早稲田大学）

◆情報交換会会場「源房（げんぼう）
」（
「新尾道駅」近く）への専用バス出発（所要時間 10 分程度）
17:45

出発場所：大学正門前（最終ページ、キャンパスマップ参照）

◆情報交換会 18：00～19:30（20:00 まで滞店可能）
「源房（げんぼう）」（「新尾道駅」から徒歩１分）
＊『源房（げんぼう）
』は地元尾道の海の幸・野菜を食材の中心にしたメニューで話題の和食郷土料理店

司会 小川

長（尾道市立大学）

ご挨拶

商品開発・管理学会会長

高橋 幸司（鶴岡高等専門学校）

乾杯の音頭

商品開発・管理学会前会長

若林 靖永（京都大学）

【第二日目】
商品開発・管理学会第 29 回大会

現地視察会

「尾道のまち歩きとものづくり視察会」
集合時間：

午前９時３０分

集合場所：

JR 尾道駅そばの「ミスター・ドーナツ」前に集合

行

斜面地の空き家再生巡りと千光寺見学（約１時間）

程：

尾道本通り商店街の「NPO 法人工房尾道帆布」の視察とレクチャー（約１時間）
１１時３０分に終了予定
１１時４５分にＪＲ「尾道駅」前で解散予定
（斜面地を巡りますので、歩きやすい靴でお越し下さい）
参加費：

無料

尾道市立大学

アクセス

●ＪＲ新幹線「新尾道駅」より
・「新尾道駅前バスのりば」よりおのみちバス「尾道市立大学」「陽光台」行きバス乗車。「尾
道市立大学」下車。
（バス乗り場

南口③番

片道運賃 230 円） 所要時間 約 15 分

・タクシーにて約 10 分（約 1300 円）
●ＪＲ山陽本線「尾道駅」より
・駅前バスターミナルよりおのみちバス「尾道市立大学」「陽光台」行きバス乗車。 「尾
道市立大学」下車。
（バス乗り場

南口③番

片道運賃 280 円） 所要時間 約 30 分

・タクシーにて約 15 分（約 1900 円）
●広島空港からＪＲ新幹線「新尾道駅」まで(航空機発着の朝夕便に連動する時間帯のみ運行)
・広島空港③番バス乗り場より尾道方面行き（エアポートバス尾道―広島空港線）バス乗
車。ＪＲ新幹線「新尾道駅」下車。その後、「新尾道駅」よりおのみちバス「尾道市立大
学」「陽光台」行きバス乗車。尾道市立大学下車。
「新尾道駅」からは別途料金必要。
（バス乗り場

広島空港③番

片道運賃 1,130 円）空港―新尾道駅間 所要時間 約 50 分

キャンパスマップ

会場: E 棟２階
バス停、正門
(「源房」行ﾊﾞｽ発車場所)

＊ 本大会の開催時期が観光シーズンに当たるため、ご宿泊をご予定の方は早めのご予約をお勧めいた
します。また万一、尾道市街でホテル等が確保できない場合は、JR 三原駅（在来線下りで２駅）近
辺もしくは、JR 福山駅（在来線上りで４駅）近辺でお探しになることをお勧めいたします。

