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博士課程修了

教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
2 作成した教科書、教材
3 実務の経験を有する者についての特記事項
神戸学院大学経済学部（UFJグループ提供講座客員教授）
（2002~2005年度）
近畿大学経済学部・経営学部（UFJグループ提供講座客員
教授）（2004~2006年度）
京都産業大学外国語学部（UFJグループ寄付講座講師）（
2004～2005年度）
桃山学院大学経済学部（三菱東京UFJグループ提供講座講
師）（2006年度）

4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. アクションラーニングコーチ

2014年4月1日～現在

2. 中小企業診断士

1998年4月1日～現在

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. シンクタンク勤務（三菱UFJリサーチ＆コンサルテ 1993年4月1日～現在
ィング㈱）

銀行系シンクタンク（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテ
ィング株式会社）にて、消費財・サービス分野の調査・
コンサルティング業務に従事。2018年4月以降も嘱託コン
サルタントとして継続勤務。

4 その他

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. １からのマーケティング（第４版 共
）

2020年１月
１日

（発行所）碩学舎、（
出版社）中央経済社

（担当執筆）第10章「顧客関係のマネジメント」(pp
.140-152）
（内容）アウトドアブランド「スノーピーク」を事
例として取り上げ、企業と顧客との良好な関係づく
り、ロイヤルカスタマーづくりについて説明してい
る。

2. 日本はこうなる2018年版

共

2017年11月

東洋経済新報社

（担当執筆）3-5「（プロシューマーの台頭）消費者
発の新たな商品開発の時代へ」(pp.140-141）
（内容）目の肥えた成熟消費者の心を捉える商品開
発が求められている。今後期待されるのは社外のプ
ロシューマーを活用して、革新性のあるアイディア
抽出や商品企画、商品評価に関わってもらう取り組
みである。この外部ナレッジ・アイディアを柔軟に
活用して商品開発への取り組みは「クラウドマーケ
ティング」と呼べ、可能性は無限大である。

3. プロフェッショナルサービスのビ 単
ジネスモデル

2017年05月

碩学舎

知識・情報社会の進展とともに関心が高まっている
プロフェッショナルサービス、その中でもコンサル
ティングサービスに焦点をあてた分析を通じて、「
知識」を核としたビジネスのマネジメントおよびメ
カニズムを明らかにしている。結論として正当性ま
たは逆依存を高めるマネジメントを確立することで
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研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
、顧客に対して有利なパワー関係を形成しているこ
とが明らかになる。補章では日本のコンサルティン
グ産業の発展について考察している。
4. 日本はこうなる2017年版

共

2016年11月

東洋経済新報社

5. これからの人と企業を創る健康経 共
営～健康経営評価と企業価値創造

2015年08月

NPO法人健康経営研究会 （担当執筆）第3章 新しい健康経営評価指標（pp.7
8～90）
（内容）健康経営は理解から実践のステージに移行
しており新しい健康経営評価指標が求められる。健
康経営指標の10の視点を提示し、経営ガバナンス・
健康マネジメント・健康パフォーマンスから成る新
しい健康経営評価指標の全体像および項目を示す。

6. CSV経営による市場創造～CSVアプ 共
ローチでステークホルダーとのWi
n-Win関係構築

2015年03月

日科技連出版社

（担当執筆）第4章 健康経営とCSV（pp.57～72)
（内容）健康経営の全体像を示し、先行企業の健康
経営の取り組みを紹介する。そして健康経営の進め
方と健康経営指標を提示する。最後に事例としてロ
ーソンの健康経営の取り組みを紹介し、社員向けだ
けでなく地域の健康やビジネスにつなげる新しい取
り組みを提示する。

7. 日本はこうなる2015年版

共

2014年11月

東洋経済新報社

（担当執筆）3-1（食品）食品の機能性表示改革で市
場が急拡大（pp.130～131）
（内容）「食品の新機能性表示制度」の概要説明と
ともに、食品・農業・流通業界などへのビジネスチ
ャンスを予測する。
（担当執筆）4-8（健康経営）データヘルス計画で生
産性向上、医療費抑制へ（pp.160～161）
（内容）全ての健康保険組合がデータヘルス計画の
策定と実施が求められる。健診・レセプトデータに
基づいて加入者の健康増進や疾病予防を支援するこ
とになり、従業員の健康管理方法が大きく変わる。
企業が従業員の健康に投資する「健康経営」時代の
本格到来である。

8. 日本はこうなる2011年版

共

2010年11月

東洋経済新報社

（担当執筆）6-3（ブランド）ブランド価値の可視化
と企業経営（pp.171～172）
（内容）「ブランド」は企業競争力を形成する重要
な経営資産にも関わらず、これまで財務諸表には現
れてこなかった。しかし国際会計基準の進展により
、ブランドを含む無形資産の可視化が求められるよ
うになる。

9. 「肥満解消」マーケティング～成 共
長市場を攻略する７つのSと６つ
のC

2009年04月

日本経済新聞出版社

（担当執筆）第1章 日本人と肥満（pp.13～29)
（内容）公表値より日本人の肥満度合を示し、アン
ケート調査結果より男性と女性のダイエットに対す
る考え方の違いを明らかにする。またヒット商品か
ら肥満解消マーケット史を示すとともに、メタボリ
ックシンドロームとダイエットの違いを説明する
（担当執筆）第2章 ６つのフレーム（pp.31～97）
（内容）肥満解消ビジネス市場の全体像と市場規模
推計を示す。そして肥満解消ビジネス攻略の為の６
つのＣを提示し、各Cの意味と手法を説明する。最後
にクラスター分析につながる因子を説明する。

10. 健康・予防ビジネス事業戦略資料 共

2008年10月

綜合ユニコム

（担当執筆）
第1章 医療制度改革とメタボリックシンドローム対
策（pp.5～21)
（内容）
メタボリックシンドロームの定義や国際比較、日本
の肥満状況について整理する。医療制度改革におけ
る特定健診・保健指導制度の位置付けを説明し、本
制度の導入背景や制度概要、現状と課題について言
及する。

11. 高くても売れる！７つの法則
単
～平成ニューリッチとラグジュア
リー・マーケティング

2006年05月

ダイヤモンド社

経済変化とともに台頭したニューリッチ（新興富裕
層）の実態とともに、彼らを顧客としてつかむため
の７つのマーケティング法則を提示している。ニュ
ーリッチの全体像を明らかにして、ニューリッチを
掴む法則として、クラシフィケーション、コミュニ
ティ、ステップ・バイ・ステップ、アウトソーシン
グ、プライオリティ、テーラーメイド、リセットの
「高くても売れる！７つの法則」を提示する。

12. （図解）健康業界ハンドブック

2004年07月

東洋経済新報社

急成長する「健康産業」をビジネスの視点からわか
りやすく分析している。健康食品やマッサージ、フ
ィットネスなど幅広い業界事例、健康ビジネスの俯
瞰図、主要業界の仕組みを解説している。そして健
康ビジネスの将来収益モデルとして、具体的事例を
交えながらネット化・在宅化・会員化の３つを提言

単
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（担当執筆）6-1（健康専門業態の登場）糖質制限ブ
ームが火を点ける(pp.176-177)
（内容）糖質制限ブームで、スーパーやコンビニ、
外食までが低糖質食材・メニューを強化している。
今後は売場・メニューの一部だけでなく、店舗全体
が健康・ダイエット志向の小売・外食が台頭してく
る。その結果、健康格差が生まれるだろう。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
している。最後に健康ビジネスでの成功の鍵を紹介
している。
2 学位論文
1. コンサルティングサービスのビジ 単
ネスモデル

2010年03月

神戸大学（博士論文）1 プロフェッショナルサービスその中でもコンサルテ
70頁（査読有）
ィングサービスに焦点をあてた分析を通じて、「知
識」を核としたビジネスのマネジメントおよびメカ
ニズムを明らかにしている。前半は先行研究レビュ
ーよりファームタイプによる異なるマネジメントの
存在に着目し検証課題を導き出す。後半のケースス
タディより正当性または逆依存を高めるマネジメン
トの確立により顧客に対して有利なパワー関係を形
成していることが明らかになる。プロフェッショナ
ルサービス特有のパワー資源である専門性・情報（
第1の資源）に続く、第2のパワー資源の重要性を指
摘する。

3 学術論文
1. 健康経営ブランディング－サンス 単
ターの「健康道場」の取り組み－

2019年6月28 日本マーケティング学
日
会,マーケティングジャ
ーナル,39(１),pp.119
～130.（査読有）

2. 女性の視点を経済社会に活かす－ 単
女性活躍国アイスランドの事例よ
り－

2019年3月

武庫川女子大学紀要（ 世界における日本の女性活躍は遅れている。女性活
人文・社会科学編），V 躍国アイスランドはリーマンショックで経済危機に
ol.66，pp.53-58.
陥り、リスクを鑑みず競争を重視する男性的価値感
が批判され、女性首相が政治経済への女性進出を推
進し、金融危機後の経済復活に貢献した。女性の視
点・価値観を経済社会に活かすことを提言した。

3. マネジメントファッションの普及 単
プロセス ― 「健康経営」の事例
研究 ―

2019年10月

日本マーケティング学
会,Conference Proceed
ings 2019,Vol.8,pp.19
0-191.（査読有）

マネジメントファッションとは流行性を持った経営
手法のことである。経営手法は服飾ファッションの
流行のように模倣によって普及する場合もあれば，
制度や法律など制度的圧力によって普及する場合も
ある。本研究では近年注目されている「健康経営」
に焦点をあてて，経営手法の供給側と需要側の両面
から，テキストマイニング分析などを用いて普及プ
ロセスを考察した。健康経営は普及プロセスにおい
て訴求内容を変容させながら進化しており，その過
程ではマス雑誌やマネジメントグルが大きな役割を
果たしている。また健康経営は流行として普及し始
めたが，行政主導の制度が更なる普及の後押しにな
った。その後，生産性向上や働き改革としての健康
経営が訴求されたが，需要側は制度的圧力にとらわ
れ続け，制度導入が目的化している可能性がある。

4. 日本のマネジメントファッション 単
の流行に関する考察～環境経営を
事例として

2019年10月

日本マーケティング学
会マーケティングカン
ファレンス2018、早稲
田大学

マネジメントファッションとして「環境経営」を取
り上げ、日本独自のマネジメントファッションの流
行プロセスを考察し、協会団体と大企業のオウンド
メディアの貢献やセミアカデミックの役割の小ささ
など、先行研究と異なる日本のMFの流行の特徴につ
いて発表した。

5. 日本のマネジメントファッション 単
の流行に関する考察～環境経営を
事例として

2018年10月

日本マーケティング学
会,Conference Proceed
ings 2018,Vol.7,pp.29
4-304.（査読有）

マネジメントファッションとして「環境経営」を取
り上げ、日本独自のマネジメントファッションの流
行プロセスを考察した。結論としてマスメディアと
アカデミックだけでなく、協会団体と大企業のオウ
ンドメディアも環境経営の流行に一定の役割を果た
すことが明らかになった。またセミアカデミックの
役割は小さく、日本のMFの流行の特徴といえる。

6. 「女性の視点」とは何か－女性起 共
業家による,働く女性のためのビ
ジネスの創造と共感構造－

2017年09月

日本マーケティング学
会,マーケティングジャ
ーナル,37(2),pp.33～5
4.（査読有）

（担当執筆）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ①
（内容）「女性の視点」を基礎的に整理し、「女性
の視点」を活かすマーケティングについて、女性起
業者による「働く女性」向けビジネス事例を通じて
考察している。働く女性の悩みを合理的かつ革新的
なサービスで問題解決するとともに、顧客からの共
感を生み出しながら，関係性を強固に構築する取り
組みがみられた。

7. 経営視点で取り組む「真の健康経 単
営」に向けて

2017年07月

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング,季刊 政
策・経営研究,Vo3.1,pp
.48～53.（査読有）

近年注目されている健康経営の政策および企業成果
状況の考察とともに、健康経営の取り組みを企業価
値向上につなげるフレームワークを提言している。
健康経営の真の目的である企業競争力・企業価値向
上の実現まで至っておらず、今後はいるとはいえず
、今後は従業員から顧客、地域社会の健康増進にま
で取り組む経営視点での企業ブランド向上を提言す
る。

8. 少子高齢化社会を勝ち抜くビジネ 単
スモデル～サンキュードラッグの

2009年01月

三菱UFJリサーチ＆コン 少子高齢化の実情を説明し、その中での生き残り策
サルティング,季刊 政 の事例として、北九州サンキュードラッグの狭小商
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従業員への健康投資により企業価値向上を実現する
経営スタイルとして健康経営が注目されている。サ
ンスターは健康経営の取り組みそのものからイノベ
ーションを生み出し企業価値向上に活かしてきた。
同社の取り組みには，従業員の健康増進とその健康
メソッドを活かしたビジネス創出を両立するCSVの視
点と，モノ（健康道場ブランド）とサービス（健康
メソッド）とを一体化して価値共創するサービス・
ドミナント・ロジックの視点がみられる。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
事例をもとに～

策・経営研究,Vol.1,pp 圏型の地域密着戦略の事例分析を紹介し、新たなビ
.129～143.（査読有） ジネスモデルの可能性を提言する。

9. 次世代型の健康ビジネスモデル

単

2005年04月

UFJ総合研究所, UFJ I 健康ビジネスは本格的な価格・サービス競争で絞り
nstitute report, 10(3 込まれ、目標達成型やパーソナル対応といった顧客
), pp.3～8.（査読有） 適応型ビジネスモデルの生き残り策を提言する。

10. 21 世紀のダイレクト・マーケテ
ィング～IT時代の流通変革

単

2001年04月

三和総合研究所,SRIC r IT化の急速な進展によるダイレクトマーケティング
eport, 6(2),p.52～57. が注目されている。これまでとは異なる新しいダイ
（査読有）
レクトマーケティングの概念と成功ポイントを解説
している。

11. ドラッグストア時代の店頭マーケ 共
ティング戦略

1997年02月

三和総合研究所,
SRIC report, 2(2)
（査読有）

（担当執筆）メーカーの具体的取り組み事例(pp.5～
10.)
（内容）成長業態ドラッグストアの概要と、メーカ
ーが店頭でいかにシェアアップしていくかについて
店頭マーケティングの具体的な戦略について提言し
ている。

1. 日本マーケティング学会マーケテ 単
ィングカンファレンス

2019年10月

日本マーケティング学
会マーケティングカン
ファレンス2019、法政
大学

マネジメントファッションの普及プロセス ― 「健
康経営」の事例研究 ―

2. 日本マーケティング学会マーケテ 単
ィングカンファレンス

2018年10月

日本マーケティング学
会マーケティングカン
ファレンス2018、早稲
田大学

日本のマネジメントファッションの流行に関する考
察～環境経営を事例として

3. 日本マーケティング学会マーケテ 共
ィングカンファレンス

2016年10月

4. 日本商業学会
会

第66回全国研究大 単

2016年06月

学会抄録,pp.25～34.（ CSVと健康経営ブランディング
査読無）

5. 日本マーケティング学会マーケテ 単
ィングカンファレンス

2015年11月

学会抄録,pp.323～330
．(査読有）

6. 日本マーケティング学会マーケテ 共
ィングカンファレンス

2015年11月

女性を切り口としたマーケティングの未来と可能性
の探求

1. 女子大生のニューノーマルを読む 単

2020年6月24 武庫川女子大学プレス
日
リリース

本学学生を対象にコロナ禍による消費動向と価値観
の変化について緊急アンケートを実施し、調査結果
をまとめた。

2. 女性が変わると、市場が生まれる

2020年2月7
日

株式会社ハル主催、女
性マーケティングセミ
ナー

女性マーケティングに関心のある企業担当者を対象
に、女性市場の変化とマーケティング、特に女性の
消費行動の変化や、市場における女性消費者の重要
性、女性視点・感性の活かし方について講演を行っ
た。

3. 健康経営と企業価値創造

2020年2月14 西宮市・西宮商工会議
日
所主催「これからの人
と企業を創る健康経営
セミナー」

西宮市内企業を対象に、健康経営とは何か、健康経
営の進め方、健康経営の事例紹介、健康経営を企業
価値・ブランド向上につなげるために、について講
演を行った。

4. 書評 中川悠著『カイタイ新書
単
何度も「買いたい」仕組みの作り
方』

2020年10月1 日本マーケティング協 日本マーケティング協会季刊誌において左記文献書
5日
会「JMA Marketing Vie 評を掲載。
w」,92号,p8.

5. 女性の心をつかむマーケティング

2019年8月

みなと銀行主催「みな
とマネジメントスクー
ル」

事業後継者・若手経営者を対象に、マーケティング
の基本と女性の心をつかむマーケティングのヒント
について講義を行った。

6. 西宮市の食品・飲料産業活性化策 共
に関する考察

2019年2月

研究成果社会還元促進
に関する発表会、武庫
川女子大学

健康に資する飲食料品産業を西宮市の基盤産業と位
置付け、市と産業界の共同研究機関設立の波及効果
を分析した。西宮商工会議所会員（飲食料品製造）
を対象に施設利用意向アンケートを実施し、産業連
関表を用いて共同施設設置の経済波及効果を算出し
た。

7. なぜ女子大に経営学部なのか？

2019年12月

逸品塾（第１２回全体
会議）ゲストスピーカ
ー

近年の女性活躍推進の動きは女性にとって追い風で
ある一方、多くの女性が担ってきた事務サポート業
務はＡＩやＲＰＡに代替されていきます。女性を取
り巻く環境変化の中、女性の育成に女子大はいかに
関わるかについて、女性活躍と女性の視点から講演
を行った。

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表

女性活躍推進とマーケティングの可能性

プロフェッショナルサービスの 知識創造に関する考
察

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
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研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
8. 女性起業家から学ぶ起業という選
択肢

2019年11月1 兵庫県阪神南県民セン
9日
ター・公益財団法人尼
崎地域産業活性化機構

起業に興味のある若者を対象に女性起業家（ふたご
じてんしゃ代表取締役中原美智子氏）をゲストに招
聘し、ファシリテーターとして中原社長とのトーク
セッションを実施した。

2018年７月
～9月

アフラック生命主催セ
ミナー

健康経営の概要と先進事例の紹介、健康経営の進め
方、健康経営を通じた企業価値創造への展開につい
て講演を行った。

10. 健康・ヘルスケア業界等の現状と 単
今後

2018年5月

横浜市経済局・健康福
祉局主催（よこはまウ
ェルネスパートナーズ
総会）

健康・ヘルスケア業界等の現状と今後について講演
。

11. 「安心の子育て・介護の実現に向 共
けて」シンポジウム（パネラー）

2017年04月

政策分析ネットワーク
主催

子育て・介護の実現に向けた具体的施策について、
官公庁やマスメディアなどの担当者とともに、パネ
ルディスカッションを行った。

12. ３年目を迎えた機能性表示食品制 単
度の市場性と企業が取り組むべき
課題

2017年04月

健食原料OEM展2017（ヘ 健康原料関連企業を対象に、 機能性表示食品制度の
ルスケアビジネスマガ 市場性と今後の可能性について講演を行った。
ジン社主催）

13. 「健康経営×企業価値創造」シン 共
ポジウム

2016年05月

政策分析ネットワーク
主催

健康経営による企業価値創造をテーマとして、経済
産業省や健康経営先進企業担当者などをパネラーと
してお呼びし、パネルディスカッションのファシリ
テーターを行った。

14. 「生活サービス産業」シンポジウ 共
ム（パネラー）

2016年01月

政策分析ネットワーク
主催

生活サービス産業の動向と可能性について、官公庁
や経済団体などのパネラーとともに討議を行った。

15. 健康経営評価指標

共

2015年05月

健康経営フォーラム（N 企業の健康経営の取り組み状況を把握する為の健康
PO法人健康経営研究会 経営評価指標の概要について講演を行った。
）

16. コーズマーケティング（パネラー 共
）

2014年10月

最新コーズマーケティ
ングセミナー（宣伝会
費主催）

コーズリレイテッドマーケティングに取り組む企業
担当者とともにコーズマーケティングの最新動向と
可能性についてパネルディスカッションを行った。

17. コーズマーケティング（パネラー 共
）

2013年04月

最新コーズマーケティ
ングセミナー（宣伝会
費主催）

コーズリレイテッドマーケティングをテーマとした
シンポジウムで実際に取り組んでいる企業担当者と
ともにパネルディスカッションを行い、コーズリレ
イテッドマーケティングの可能性について討議した
。

18. 健康ビジネス徹底分析

単

2013年04月

レジャー＆サービス産
業マネジメントセミナ
ー2013（綜合ユニコム
主催）

レジャー・サービス事業者・専門家を対象に、健康
ビジネスの全体像及び注目ビジネスについて講演を
行った。

19. 健康ブランディング～成長市場の 単
全体像と攻略

2012年04月

日経消費経済セミナー
（日本経済新聞社主催
）

健康ヘルスケア業界の全体像と注目ビジネス、さら
に健康ビジネスによってブランドを高める方法につ
いて講演を行った。後半は出席者とのディスカッシ
ョンを行った。

20. 健康マーケットの全体像とビジネ 単
スチャンス

2012年04月

健康ビジネスフォーラ
ム2012（綜合ユニコム
主催）

健康ビジネスに関わる企業・専門家を対象に、健康
ヘルスケア市場の全体像とビジネスチャンスについ
て講演を行った。

21. 健康サービス市場の動向とビジネ 単
スチャンス

2012年03月

FUKUOKAビジネスセミナ 健康サービス市場の近年トレンドとビジネスチャン
ー（福岡県主催）
スについて講演した。

22. 医療・介護・健康関連産業の動向 単
とビジネスチャンス

2010年10月

西日本国際福祉機器展
（九州市産業経済局主
催）

9. 健康経営と企業価値創造

単

医療・介護・健康関連産業の近年トレンドとビジネ
スチャンスについて講演した。

６．研究費の取得状況

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2020年8月～10月

西宮商工会議所起業家支援センター企画委員

2. 2019年2月～2019年3月

兵庫県阪神南県民センター「若者の創業促進ネットワーク会議」委員

3. 2015年01月～現在

日本マーケティング学会理事

4. 2003年10月～2004年03月

日本経済新聞社主催「大阪の経済学」研究会メンバー
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