1日

詳細は
セミナーID

顧客の心を動かし行動に影響を与える知識を身につける

21 はじめての心理マーケティング基礎セミナー
ねらい・特徴
◆消費者や顧客の心理の基本知識をはじめての方にもわかりやすく
解説し、ミニ演習を交えて実務でも役立てる方法を習得します。

・新たにマーケティング関連部門に配属
された方々、配属予定の方々

プログラム

（昼食12:30～13:30）

１日

時間

1. マーケティングと顧客心理

● マーケティングにどんな風に心理学が活かされているかを学ぶ

2. 購買行動に関わる心理

● 購買行動は、
顧客の感動の旅（カスタマージャニ－）。カスタマージャニーの中で

会期・開催地

■
ミニ演習

● 顧客のニーズは顕在、
潜在、深層心理（インサイト）の3層に分かれて存在し、それぞ

れの特性と調査方法を学ぶ

経営コンサルタント・公認心理師
(株)MOMO 代表取締役

● 商品

● 流通

心理マーケティングとは

しかし、顧客のニーズ（欲求）がより細分化・高度化し、求める価値が「映えたい」や

・自社に戻ってからは、まず消費者の考えている現実と理想を整理し、少し
ストレッチした理想を提案したいと考えています。

17:00

顧客の購買行動プロセスを、感動体験の旅として見える化する

詳細は
セミナーID

・複雑化している顧客の購買行動を理解するこ
とが難しいと感じている方々
・カスタマージャーニーを通じて顧客理 解を深
め、効果的なUXを実現したい方々
・BtoB 事 業にもマー ケティング力が必 要にな
り、カスタマージャーニーの作成手法を習得し
たい方々

プログラム

（昼食12:30～13:30）

１日

時間
10:00

1. 研修のはじめに

● ワークショップは体験から気づく場

2. カスタマージャーニーマップとは
● 買い物は、
顧客の体験の旅である

● 行動の裏には心理が隠されている

3. マップ作成ワーク（1）

会期・開催地
会 場（東京） 2022年11月29日
（火）

●

● 顧客接点ごとの課題を明らかにする

日本能率協会法人会員： 58,300円／1名
会員外： 70,400円／1名

● 自社での活用を考える

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

6. 全体の振り返り

受講者の声

17:00

※各事業終了時の消費税率を適用させていただきます。会期、内容など一部変更の可能性もありますので、ご了承ください。※※最新の情報はJMAマネジメントスクールHPにてご確認ください。

顧客がニーズ
（欲求）
を感じてからどんな心理的プロセスを経て購買、
再購買に至る
のかを学ぶ

■
実 習1 購買プロセス分析

17:00

２日目

時間

顧客の心と行動を理解する3つの視点を学ぶ

10:00

4. 外部から受ける心理的影響
●

影響を受ける集団や、口コミのメカニズム（SNS、インフルエンサー、オピニオン
リーダーetc.)を学ぶ

5. 顧客に影響を与える3つの心理的要素
●

こだわり度合（関与）
■
実 習2

●

学習の効果 ■
実 習3

●

知覚と認知

が購買行動にどう影響するのかを学ぶ
17:00

詳細は
セミナーID

（旧セミナー名：消費者インサイト発掘によるマーケティング力・企画力向上セミナー）

ねらい・特徴
◆ 消費者の心の一番深いところにある無意識の領域「消費者のイン
サイト」を、心理学の手法を応用した従来の調査手法とは全く違う
アプローチであぶり出します。

・商品開発・マーケティング、営業部門、事業開発の方々
・研究開発や技術開発の中で消費者の理解を
求められている方々
・新しい発想の切り口を探している方々
・競合との差別化ポイントを探している々
・消費 者インサイトをビジネスに活かしたい
と考えている方々
・Web調査、インタビュー調査で行き詰まっている方々
・新しい調査手法を試してみたい方々

（昼食12:00～13:00）

１日

時間
10:00

1. 消費者インサイトとは何か？

● 消費者の変化………ニーズが見えない分からない
● 消費者インサイトの定義………

一般的な消費者調査で見つけられない理由

● 深層心理をひきだすカウンセリング手法とは………

会期・開催地

無作為のイメージから探る

2. 消費者インサイトマップ作成ワーク（1）

会 場（東京） 2022年 8月 2日
（火）
2022年12月 5日
（月）

● ワークの手順説明

■
ワーク1 講師のデモンストレーション
①イメージ写真の選択
②気づきをひきだす対話
③感情を喚起する対話
④関係性と構造化
⑤振り返り・解釈
観察からの気づきのシェア・質疑応答

(株)MOMO（モモ）代表取締役 / 認定心理士・経営コンサルタント

参加料 （税込）
日本能率協会法人会員： 58,300円／1名
会員外： 70,400円／1名

3. 消費者インサイトマップ作成ワーク（2）
● ワークの手順説明

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

受講者の声
・演習で自分のインサイトが見えたのに驚きました。自分でも意識していないも
のがあることが分かって、消費者の無意識にあるものが知りたくなりました。
・商品開発のセミナーというと従来は分析方法の説明が多かったが、今回は
グループ演習が中心で実践的ですぐに役立つセミナーでした。
・演習を通じて、アイデアや思考の整理の仕方も学べたので、自社で実践し
ていきたいです。
・グループワークが豊富で、
他社の方といろいろ情報交換できて良かったです。
・BtoBの商品開発について、机上の手法ではなくより現場に即した手法が
学べました。得意先から消費者まで価値を届けるプロセスを整理し、提案で
きる商品開発に取り組みたいです。
・実習で明らかになった自分のインサイトは、マーケティングだけでなく、
自分の仕事や生き方に活かせると思います。

JMA100258

プログラム

◆ 商品開発や新事業開発、
マーケティングの仮説立案に役立つ新しい
手法を習得し、企画提案に結びつけます。

高橋 澄子

5. 分析・活用を考えるワーク

参加料 （税込）

・ワークショップによるリアルなカスタマージャーニーを経験、理解する
ことができた。
・カスタマージャーニーの作り方を習得し今後の業務に活かしていきたい。
・他のメンバーのジャーニーを深堀できたところが良かったです。

3. 購買行動は心理的なプロセス

消費者インサイト
24 マップ作成ワークショップ

● 感情・思考に注目する

● 顧客像
（ペルソナ）を明らかにする

特に重要となっている心理的な特性を学ぶ

深層心理を引き出す・本音をあぶり出す

講 師 （敬称略）

● 他者の体験を引き出す

(株)MOMO（モモ） 代表取締役

1日

● 自分自身の体験を振り返る

4. マップ作成ワーク（2）

講 師 （敬称略）
高橋 澄子

●

対象

◆顧客の行動をより深く理解することができる
行動の裏に隠れている思考や感情の変化に注目し、顧客の体験を
理解し、共感することができる
◆顧客の視点から、顧客によりそった効果的なマーケティング戦略・
施策を発想できる
企業側のひとりよがりの商品・サービス、提供方法、販促活動に陥
らない
◆組織の共通言語となり、素早く質のよい合意形成を図ることができる
営業、開発、マーケティング、製造、協力会社等とビジュアルで共有す
ることで、認識のズレが解消し、スムーズな意思決定が可能となる

対象

22 カスタマージャーニーワークショップ

JMA151440

顧客の心を動かし行動に結びつける考え方を学ぶ

2. 個人の特性と心理

・今まではそれぞれのテーマについてバラバラに考えていましたが今後は
統一のフレームワークで設計していきたいです。

「癒やし」
「 心の満足」などより情緒的・心理的になっている今、改めて心理マーケ

ねらい・特徴

●

・消費者プロセスを理解することで、どうすれば「買い」につながるか見えて
きました。

手法に埋め込まれ、実務の中で無意識に使われています。

1日

1. マーケティングと心理学

・消費者を体系的にとらえるのに非常に役に立ちます。

人間がもっている傾向や特性を研究する「心理学」は、既にマーケティング理論や

ティングとしてきちんと理解し積極的に活用することが必要となっています。

顧客の購買行動を分析する

受講者の声

に影響を与える心理的な特性やメカニズムを学ぶ
■
ミニ演習

・顧客の心理や行動の一般的な傾向を知りたい。
・ユーザーの買い物体験を深く分析したい。

・顧客の気持ちを動かすコツを知って
マーケティングに活かしたい。
・BtoBtoC企業として最終消費者を理
解し顧客提案に活かしたい。

１日目

時間

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

● 広告・プロモーション

・マーケティング業務の効果を高めたい方。
・消費者を理解するのが難しく困っている。

（昼食12:30～13:30）

10:00

講 師 （敬称略）
経営コンサルタント・公認心理師
(株)MOMO 代表取締役

JMA100257

プログラム

◆講師は各社のマーケティングをリアルタイムで支援している現役の
コンサルタントであり、
公認心理師の国家資格をもつ心理の専門家。
豊富な経験から事例を解説し、カウンセラーの心理分析スキルを
学べる実践的な内容です。

日本能率協会法人会員：102,300円／1名
会員外：114,400円／1名

● 価格

（注）テキスト（資料）費が含まれております。

ねらい・特徴

参加料 （税込）

4. マーケティングの4Pに関わる心理

日本能率協会法人会員： 58,300円／1名
会員外： 70,400円／1名

（旧セミナー名：購買行動分析・消費者理解セミナー）

高橋 澄子

■
ミニ演習

参加料 （税込）

23 購買行動分析と心理マーケティング活用セミナー

会 場（東京） 2022年 9月 6日
（火）
～ 7日
（水）
2023年 2月 2日
（木）
～ 3日
（金）

3. マーケティングリサーチに関わる心理

講 師 （敬称略）

【心の専門家に学ぶマーケティングシリーズ】

会期・開催地

揺れ動く心理を学ぶ

会 場（東京） 2022年 8月23日
（火）
2022年11月25日
（金）

詳細は
セミナーID

顧客の心理を分析しマーケティング実務に活かす

◆心理マーケティングの基本知識を
「体系的」
に解説すると共に、
演習を
通じて顧客の心理が購買行動に与える影響の分析方法を学び、
実務
に活かすスキルを取得します。

午前：SDGsの本質を理解する

10:00

◆講師は各社のマーケティングをリアルタイムで支援している現役の
コンサルタントであり、公認心理師の国家資格をもつ心理の専門
家。豊富な経 験 から事例を解説し、受講 者にご理 解いただくより
実践的な内容です。

高橋 澄子

・マーケティングの基本を学びたい方

2日間

対象

対象

【心の専門家に学ぶマーケティングシリーズ】

JMA152116

■
ワーク2 グループワーク（相互に作成し合う）
①イメージ写真の選択
②気づきをひきだす対話
③感情を喚起する対話
④関係性と構造化
⑤振り返り・解釈
観察からの気づきのシェア・質疑応答

4. 振り返り

● 振り返り
「どう活用するのか」
● 質疑応答とまとめ

17:00

※各事業終了時の消費税率を適用させていただきます。会期、内容など一部変更の可能性もありますので、ご了承ください。※※最新の情報はJMAマネジメントスクールHPにてご確認ください。

