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１ 目的 

 

（１）目的 

 E コマース(Electronic Commerce。この後、ECと表記する)とはインターネットを介した商品・

サービスの売買である。 

EC は、人口減少が進む日本において、小規模事業者が販路を拡大するために有益な手段である

といえる。ただし、EC は現在進行形であるため、新たな現象が発生すれば消滅することも考えら

れるので、振り回されないことも肝心である1。 

この研修では中小企業診断士が小規模事業者と EC に関する会話をすることができ、初歩的な

アドバイスができるようになることを目的とする。 

 

（２）範囲 

 EC には次の種類がある。ここでは①②を対象とする。リアル（実店舗、実工場のこと）を運営

する小規模事業者が EC に進出する場合もあれば、EC から始めてリアルを併設する場合もある。 

① 自社サイト                ④仲介型ビジネス 

② ショッピングモール            ⑤その他（転職サイト） 

③ オークション 

 

 

２ 考え方 

 

 EC は、プラットフォーム会社、出店(出品)者、購買者から構成される。ただし、プラットフォ

ーム会社と出店(出品)者とが同一のこともある。 

 

 

 

 

 

 

プラットフォーム会社のビジネスモデルを知ることから始めるのがわかりやすい。 

 

 

1 EC の発展は三つの期に分けられる。第一期はホームページを持つことがステータスであった時期。第二期は

多数のホームページから好みを選べることになった時期で、Google や Facebook が後押ししている。第三期はス

マホの普及以降である。 

プラットフォーム会社 

出店(出品)者 購買者 
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２．１ プラットフォーム会社 

 

（１）Amazon(アマゾン)の場合 

まず、Amazonを例にしてプラットフォーム会社を理解する。 

a) 沿革 

   1995 年：ジェフ・ベゾスが仮想空間における書店のサービスを開始した 

   2000 年：受注急拡大にともない物流センターの改善に着手した 

   2001 年：コストコ創業者シネガルから EDLP(エブリデイ・ロー・プライス)の精神を学ぶ 

   2002 年：四半期決算で初めて黒字に 

この後、2002 年クラウド事業、2007 年キンドル（電子書籍）を立ち上げる 

 

b) 成功要因 

 Amazonの成功要因は二つあると考えられる。 

 第一は物流センターである。受注した時点で「いつ発送できるか」がわかるようになり、競争

力が強まった。 

第二はパソコン画面の向こうにいる顧客を重視したことである。低価格を追求するとともに、

レビューを載せて商品情報をわかりやすくし、あるいは電子書籍アプリを無料にして利用を促し

た。 

 

c) 成功要因の背景 

 上記成功要因を出店(出品)者から確認してみよう。 

 Amazon が低価格戦略をとるためには、出店(出品)者は低価格で Amazon へ商品・サービスを

納品すること、あるいは高額の出店(出品)料を支払うことが求められる2。 

 

（２）多彩なプラットフォーム会社 

 日本国内の主要なプラットフォーム会社を紹介する。なお下記は弊社の見解である。出品する

商品・サービスによって評価は異なるし、プラットフォーム会社が方針変更することもありえる。 

利用の目的、意図 プラットフォーム会社 

買い物を楽しむ層向け。利用者には女性が多いと言われる 楽天 

初期費用など無料。成約ごとに手数料がかかる Yahoo！ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 

機能性で売る商品。在庫を預けて即日出荷 Amazon 

楽天、Yahoo！ｼｮｯﾋﾟﾝｸ、Amazon に出品する体力のない会社 BASE  

STORES 

手作り雑貨、作家性のある商品 minne(ミンネ) 

Creema(クリーマ) 

iichi(イイチ) 

 

2 出店(出品)者の Amazon との関係は、例えばいったん出店(出品)したものの価格で意見が合わず撤退したドイ

ツ刃物製造会社ヴォストフの 2009 年における復帰など、多くの場合、アマゾンの勝利になっている。 
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地域産品 47Club 

物を捨てることへの罪悪感の解消や、使用した商品が売れること

による出品者の承認欲求が満たされる 

メルカリ 

   注：サイトごとに登録料、成約料などが異なるだけでなく、集客のための出費を勧められることもある。 

 

２．２ 認知 

 

画面の向こうにいる不特定多数の潜在顧客に商品・サービスが知られる必要がある。インター

ネットを操作していた閲覧者がたまたま見て商品・サービスを購入することは事実上あり得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３ 顧客とのコミュニケーション 

 

 事業を運営する立場(小規模事業者)からみると、リアルと EC では顧客とのコミュニケーショ

ン方法に違いがある。カタログを介した売買（例えば、千趣会、ミスミなど）を両者の中間に位

置づけると、これら三者において顧客と接触する方法が違うことを理解しやすい。 

リアルは対面で情報を伝達し、カタログ販売はカタログを介し売買される。EC では仮想空間

（インターネット）のなかで文字・写真などデータで伝達するため、データを信頼する以外に情

報を得る手段がない。出店(出品)者の責任は重く、かつ顧客情報は不確実である。 

 

 

 

 

 

 

２．４ EC で求められる法律 

 

 EC における法知識の概要を述べる。 

 

（１）前提 

 ①営業許可･届出 

食品などの製造・販売には、ECに限らず、種類ごと営業許可・届出の必要な事業がある。 

プラットフォーム会社 

出店(出品)者 購買者 

認知されること 

リアル カタログ販売 EC 

対面 紙のカタログ 電子データ 
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 ②電気通信事業者の届け出 

情報のやり取りを行うことは電気通信事業者となるので総務大臣に届け出る必要がある。 

 ③表示 

  食品に関しては食品表示法に、家庭用品（繊維製品、プラスチック加工品、電気機械器具、

雑貨工具）については家庭用品品質表示法に従う。 

 

（２）電子取引 

①電子契約法 

a) 消費者が「商品 A を欲しい」という意思を電波で EC サイトへ発信し、ECサイトが「了解」

の電波を返信する。それが申込者に届いた時点で契約は成立する。 

     

                     契約の成立(民法 522 条) 

 

 

       申込の発信  申込の到達    承諾の発信   承諾の到着 

 

                            契約の成立(電子契約法 3条) 

 

b) 操作ミスを防ぐため「確認」画面が必要である(電子契約法 3 条)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②個人情報保護法 

個人情報を目的外に使用してはいけない。 

 

（３）閉鎖に必要な注意 

 サイトを閉鎖することによって利用者に損害を与えないよう、適切な期間の予告などの措置が

必要である。損害が発生した場合、損害賠償を請求されることもあり得る。 

 

 

 

お申込内容 

商品〇〇〇〇 

価格 2,500 円 

商品×××× 

価格 3,000 円 

購入する 

購入する 

ご確認 

以下の商品のお申込みでよろしいでしょうか 

商品   価格   数量 

〇〇〇〇  2,500 円  １ 

××××  3,000 円  １ 

 
申し込む 変更する TOP に戻る 

(申込は確定しません) 

※民法では、承諾の発信が
契約の成立であるが、 
電子契約法では異なる 
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３ 実施 

 

 リアルと EC を並行して行う場合の流れを考えてみる。ここでは、まずリアルで製品（商品）

力とマーケティングを展開し、EC へ進出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

３．１ 製品（商品）力 

リアルにおいて製品（商品）力の向上を図る。これは一般に、開発、生産技術、制作・製作の三

つの役割・部門を通して実現される。次表で確認し、７点以上であれば優秀である。６点以下の

場合、改善の必要がある。 

種類 質問 配点 点数 

開発 ここ２年の新商品・新サービスが売上高の３０％を超えるか ２  

テーマ設定の手順は定められて、実施されているか ２  

生産技術 開発、制作・製作と時間的に並行して進めているか ２  

量産移管に関するルールは実行されているか １  

制作・製

作 

生産計画と実績との差異を把握しているか ２  

生産技術を巻き込んだ現場改善は行われているか １  

                         合計 １０  

 

３．２ マーケティング 

 マーケティング能力を４P（Product，Price，Place，Promotion）から確認する。７点以上で

あれば優秀である。６点以下の場合、改善の必要がある。 

種類 質問 配点 点数 

商品 

Product 

口コミで広がっているか ２  

出荷、陳列した商品は売れているか １  

価格 

Price 

値崩れすることはないか ２  

コスト変動があっても価格を維持できるか １  

場所・お店 

Place 

１０以上の販路があり上位３販路で全体の５０％以下か ２  

販売促進 

Promotion 

購買担当者を当社に招いて商品の十分な説明をしているか ２  

                         合計 １０  

リアル 

製品（商品）力 マーケティング EC への展開 

修正 
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３．３ EC への展開 

 

（１）EC インフラ 

 EC を開始するにあたり下記が必要である。ただし、ここで商品・コンテンツは含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価・評判 

 EC において評価を高める必要がある。消費者がインターネットで買う理由および買わない理

由を調べると、多くの調査において、下記項目があることが確認される。 

 

買う理由・利用する理由          買わない理由・利用しない理由 

 

 

 

 

 

 このデータから、消費者の「自分（自分たち）に合うものを買いたい」「失敗したくない」姿勢

が見える。また、その対策として「評価」が活用され「評判のよいもの」を購入する行動につなが

ると読み取ることができる。 

認知される方法 

口コミ 

告知・宣伝 

小：ポスター・ポスティングなど 

中：折込チラシ・DMなど 

大：雑誌・ネット広告、SNS など 

EC 構成要素 

パソコン、スマホなど端末機器 

インターネットへの接続 

決済手段 

サイト制作・改訂 

ハード 

認知、評価・評判 

製造物責任(PL)対応 

ソフト 

１ 多くのお店等のサイトから選べる 

２ 評価を見ることによって失敗しない 

３ リアルより安い 

４ どこからでも、いつでも買える 

 

１ 実物を手に取って確認できない 

２ 送料がかかる 

３ 会員登録が面倒 

４ ネットショッピングの信頼性が低い 
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 商品・サービスが評価され評判になるには、上記「３．１製品（商品）力」「３．２マーケティ

ング」を土台に、次の対応が必要である。 

  ・リアルにおいて多くのファンを獲得し口コミを介し ECでの購買に誘う 

  ・Amazonの場合、カスタマーレビューの数を増やす必要があるため、ファンに依頼する 

  ・自社ホームページで詳細な情報(提供者、安全・安心、問題対応など)を伝える 

 

３．４ 修正 

 

 閲覧者数や売行きを、定期的（例えば毎週月曜日）に確認し、傾向を読み取る。そのうえで、マ

ーケティングを見直し、修正する。 

 

 とくに顧客は電子データで商品情報を知るため、商品の見せ方や商品説明には、試行錯誤を繰

り返す必要がある。 

 

 

４ 支援 

 

（１）支援者に求められる姿勢 

 支援者は、そのビジネスモデル、プラットフォーム会社、 

購買者への見せ方などすべてが現在進行形であること 

を踏まえ、経常的に知識を吸収することが必要である。 

 ともすると、技術や知識のある者はそれが無い（少ない） 

者に対し「上から目線」になりがちであるが、対象者の現状を 

是認してアドバイスするべきである。 

 

（２）支援のポイント 

 小規模事業者は、目の前の仕事に忙しく、「３．４修正」を忘れがちである。支援者は担当者を

督励するだけでなく、実際にやって見せることが大事である。 

一緒に閲覧者数を確認して傾向を読み取り、適切な軌道修正を考え、実行することが望まれる。 

 

本文終わり 
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第２部 

 

事例企業：エフエーティシステム株式会社 
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１ 創業から現在の流れ 

 

１．１ 設立 

当社は千葉県にある、主にスーパー銭湯の鏡磨きを中心とした特殊清掃業務を行っている会社である。 

 

現社長の寺島潔が設立した会社で、前身であるコンピューター関連事業を行っていた B 社の事業継続が

困難になった際に、取締役だった寺島が事業を引き継ぐ形で新たに設立した。 

設立直後に B 社との取引で懇意であった A と M が合流した。三人体制になった当社は、B 社が行って

いた事業ほぼすべてを引き継いで行っていた。 

 

■設立当時の会社概要 

会社名 エフエーティシステム株式会社 

設 立 ２０１１年 

資本金 １００万円 

所在地 千葉県 

規 模 社長、A、M（計３名） 

事 業 ・コンピューター関連（SE 派遣、他）の仕事 

・フラワーアレンジメント企画運営 

・スーパー銭湯浴場の特殊鏡磨き 

・S 大学のコンピューター設備メンテを含む事務代行、他 

 

 

１．２ 事業の転換 

設立当初社長らは引き継いだ事業のすべてに対応したが、２０１５年６月、スーパー銭湯浴場の特殊鏡

磨きに関する次のアイデアを得た。 

商品 従来 アイデア 

業務 1 日で浴場全体の鏡磨き 順次・定期的鏡磨き 

1 回の価格 高額(鏡枚数=浴場広さによって異なる

も、おおむね 20万円程度) 

低額(1回 5万円程度) 

形態 年に 1 回程度（スポット清掃） 毎月または隔月（定期清掃） 

 

関東地方のスーパー銭湯や浴場のあるゴルフ場のリストを作成し、一店一店飛び込み営業をかけた。ゴ

ルフ場は受注できなかったが、スーパー銭湯では受注を拡大することが出来た。 

そこからは鏡磨きの事業に絞った。当事業に絞った理由は下記のとおりである。 

   理由１： 

     特殊洗剤を使った独自の洗浄方法によって顧客が満足する洗浄ができ、社長自身もやりがいを
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感じた。 

   理由２： 

     誰もやっていなかった。 

 

 

１．３ 事業の拡大 

定期での鏡磨き作業をしていく中で当社は、鏡磨きに加えて床のヌメリ取りや御影石の清掃等サービス

の幅を広げていった。 

 

当社の強みは清掃の品質にある。鏡磨きでは通常の洗剤では落ちないウロコ汚れまで落としピカピカに

仕上げる。 

ある日、スーパー銭湯の管理者から「あなたの会社の鏡磨きは品質がいい。ひいては館内全体(食事処除

く)の清掃をしてもらえないか」という日常清掃（月額数十万円）の依頼を受けた。新たに日常清掃が事業

に加わった。 

他のスーパー銭湯の管理者にあたってみると思いのほか日常業務の需要が高いことを知り、すでに鏡磨

きを行っている施設に対して、鏡磨きと合わせて日常清掃を受注する方針に転じた。その後、１施設では

あるがスーパー銭湯ではなく大規模ホテルでも日常清掃を受注している。 

 

日常清掃は一般的な清掃で、毎日営業後の深夜から営業開始前の早朝に作業をするためパートタイマー

を雇って行う。当社はルールを作りパートタイマーを管理することが業務となる。当初、当社にそういっ

たノウハウが無かったため、ルール作成は当社で行いパートタイマーの採用・管理は外部のビルメンテナ

ンス会社3へ依頼していたが、2016 年に外注先の一部でトラブルがあったため、現在はほとんどを自社で

採用・管理している。 

 

■事業拡大の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ビル、駅舎などの清掃および警備を業とする会社。仕事が簡単に見えるため参入は多いが人材の安定的確保および品質

維持が困難である。 

鏡磨き 

(スポット) 

鏡磨き 

(スポット・定期) 

鏡磨き(スポット・定期) 

床ヌメリ取り 

御影石清掃 

鏡磨き(スポット・定期) 

床ヌメリ取り 

御影石清掃 

日常清掃 

2011 年 2015 年 2016 年前半 2016 年後半 
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１－４ 中核人材について 

設立当初、中核人材は社長、A、M の 3 人だったが、２０１５年に M が「自分で事業を立ち上げたい」

として、当社の業務から離れることになった。ただし社長と M との関係が悪くなったわけではない。現在

でも Mとの人間的関係及び一部事業での協力関係が継続している。 

その後２０１７年、社長の知人 K が仕事を手伝ってくれることになった。彼は作業だけでなく作業者を

統括する能力もある人材で、現在はいくつかのスーパー銭湯を任せることができている。 

K と同じくして K の息子（３８歳）がこの事業に興味を示し参加してくれていたが、他の企業アルバイ

トと掛け持ちで、将来を考え当社の仕事に専念してほしい旨を社長から話したところその意思は無いこと

を確認した。現在 K の息子は当社業務から離れている。 

 

■現在の当社概要 

会社名 エフエーティシステム株式会社 

設 立 ２０１１年 

資本金 １００万円 

所在地 千葉県 

規 模 社員：社長、A、K（計３名） 

パートタイマー：およそ 60名 

事 業 スーパー銭湯を始めとした浴場施設の清掃・特殊清掃 

 

 

１－５ 経営理念 

当社は「安全・衛生・美観の維持」(の提供)を経営理念として掲げている。 

社長及び A・K は自分たちの清掃品質に自信を持っていて、当社品質の清掃を拡大したいと考えている。 

また当社清掃技術の中で「ウロコ汚れの除去工法」については現在特許出願中である。 

 

 

２ 清掃業務 

 

２－１ 事業内容 

当社の清掃業務は以下のようになっている。 

 

事業１：特殊清掃（定期・スポット） 

業務 鏡磨き、床や御影石の清掃など、専門技術を駆使して浴場を短期間で

清掃する。 

管理監督者 顧客ごと社長、A、K が分担 
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作業者 社長、A、K の中から作業量に応じて２～３名 

作業時間帯 深夜～早朝または温浴施設休館日 １日～数日 

作業マニュアル なし 

売上高比率 ４０％ 

 

 

事業２：日常清掃 

業務 浴場を中心として施設内部（食事処を除く）を清掃する。 

管理監督者 顧客ごと社長、A、K が分担 

作業者 顧客所在地ごと募集したパートタイマー。おおむね 60 歳前後の男女 

作業時間帯 夜間～早朝 毎日 

作業マニュアル あり 

売上高比率 ６０％ 

＊特殊清掃・日常清掃共に売上高比率は清掃事業のみで計算 

 

２―２ 役割分担 

経営者を含む中核人材の役割は下表のとおりである。 

 経営 営業 金融折衝 特殊清掃 日常清掃 

社長 〇 〇 〇 ○ △ 

A ― 〇 ― ○ △ 

K ― ― ― 〇 〇 

 

社長及び A はスポット清掃、取引先管理者への報告、問い合わせを頂いた施設への営業活動を含めて、

およそ月 20日間は客先に赴く。 

 

２－３ 顧客について 

当社は関東一円を商圏としていて、既存顧客は関東全域にある。 

スポット清掃・定期清掃は顧客と取り決めた日に施設に赴き作業をする。顧客施設の休館日等を利用す

るため、作業日は顧客の都合に合わせる。現在の人員では１日に複数件の実施は不可能である。 

 

２－４ 近年の動向 

新型コロナウイルスの影響を温浴施設も受けている。具体的には館内の感染防止策の実施、営業時間の

短縮や食事処の休業などである。これによりコスト面での見直しを行っている施設もある。当社でも 1施

設から清掃の縮小を求められた。 

また当社内の動向としては中核人材の高齢化が挙げられる。社長を始め A、K共に 60 代後半であり、将

来を見据え自らが清掃の現場作業をやらなくてもよくなる形態に変えることが出来ないか、探っている。 
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３ 新たな事業 

 

当社は 2020 年に入ったころから下記二つの事業を新たに開始した。 

 

（１）セミナー事業 

 

社長や A 氏はかねてより「仲間が欲しい」と考えフランチャイズ展開等を検討していた。その延長線上

で考え続け、形になった事業である。 

 

名称 SPA 専門 特殊清掃・施工 Pro スキル実践塾 

内容 当社は温浴施設内部の清掃に傑出した技術を持っている。受講者を募集し、知識・

実技を含めてこの技術を修得させる。その後事業を行う受講者に対して事業化のサ

ポートや当社からの継続的な器具・洗剤等提供を行う。 

顧客対象 ・独立したい個人 

・温浴施設メンテナンス業者 

・他分野清掃業者 

提供価値 高度な洗浄技術を習得できる。その後事業として行える 

告知 自社 HP(新規立上) 

独立開業紹介サイト 

金融機関・商工会を通じた紹介 

清掃業界専門誌への広告掲載、左誌を通じたオンライン説明会 

価格 99万円(研修費用 66 万円@1 名、開業用のスタート設備一式 33万円) 

担当 社長及び A氏（主に A 氏） 

 

当社の清掃スキル・ノウハウを教える事業である。6 日間のプログラムで作業の説明をし、実際の作業を

一緒に行うことで、当社の知識・技術を習得させる。 

 

1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 

座学 

9:00～16:00 

実技 6:00～8:30 

座学 13:00~16:00 

実技 6:00～8:30 

座学 13:00~16:00 

実技 6:00～8:30 

座学 13:00~16:00 

実技 6:00～8:30 

座学 13:00~16:00 

座学 

9:00～11:30 

研修スケジュ

ール説明 

ビジネスモデ

ル説明等 

洗い場カガミウロ

コ汚れ除去作業 

カガミウロコ汚れ除

去作業（サウナ室、

風除室、仕切窓ガラ

ス等） 

天然石ウロコ汚れ

除去作業 

浴室床ヌメリ除去

作業 

営業メソッド 

提案書、見積書 

営業ロールプレ

イング等 

 

講師は社長及び A 氏である。受講者は独立開業を希望する 1 人であることもあれば、企業での申込で数

人のこともある。 
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受講者のエリアは限定しておらず、当社の商圏である関東であっても希望があれば実施する。ただし新

規開拓営業における受講者同士でのバッティングを避けるため、募集する受講者は原則 1 都道府県に 1事

業者としている。 

 

 

■費用 

 

イニシャル 専用ホームページ作成 100万円 

販促資料作成      15万円 

ランニング 開業紹介サイト掲載   15万円/月 

スタート設備原価    13万円 

会場費      3万円/ｾﾐﾅｰ 1回 

ホームページ維持    1 万円/年間 

 

 

 

■受講後の受講者 

 

開始直後から広告等に対する反応があり 2021年 6月ごろのスタートから 2022年 3月までに 6事業者が

受講している。 

現在までの受講者は 

・独立を志す個人 

・事業の幅を広げようとする清掃業者 

である。 

受講後の受講者は自分(あるいは自社)で温浴施設に対する営業活動を行う。当社からは営業活動におけ

る資料提供やアドバイスを行い、場合によっては訪問に同行する。 

受講者の売上に対するロイヤルティは設定していない。洗剤等消耗品の有償提供を行うのみである。 

なお当社業務サポートを有償で依頼することもあると HP 上で記載しているが、現在までそうした動き

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用ホームページ 
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（２）鏡磨き洗剤の販売事業 

 

当社が扱っている鏡のウロコ汚れ落とし洗剤を家庭の鏡清掃用に販売する事業である。 

 

名称 ウロコ被膜除去絶対ツール「瞬」 

内容及び

価値 

大手洗剤会社は取り扱っていないニッチな市場であり、既存の鏡用洗剤商品より洗

浄力が優れている。安全性においても一般使用に問題が無いことを確認。 

製品内容は洗剤 70g と専用パッドのセット。 

顧客対象 一般 

販路 当社取引先の温浴施設利用者 

雑貨店、生活用品店 

オンライン（＊予定。Amazon、実演販売サイト） 

価格 2,200 円（税込み） 

担当 社長及び A氏 

 

中核人材の肉体労働を必要とする現在の清掃事業から脱することを考え始めた事業。 

 

洗剤販売のアイデアを得た後、市販されている『ウロコ汚れが落ちる』と謳われ

たいくつかの洗剤を試したところ、実際にはどれも落ちづらくまた落ちても細か

く鏡を傷つけるものであった。当社が使用している洗剤は、ウロコ汚れが落ちや

すくまた鏡を傷つけることもほとんどないため、当社の洗剤に優位性があると考

え商品化を決定した。 

 

商品化に当たりサンプルを作成し当社と関係の無い２５名程度に使用してもら

ったが「洗剤の性能が良い。ウロコ汚れがすぐ落ちた」という声が多く評判は良

かった。 

 

一般的な鏡磨き専用洗剤が 600～1,200円程度であるものの、水垢専用としてイ

ンターネット上で販売されている商品は 3,000 円を超えるものもあり、高いもの

では 8,000 円近い価格設定がされている。当社製品は 2,200 円と一般的な洗剤に

比べると高価であるが、一般的な鏡の汚れであれば、少量の使用で十分ウロコ汚

れが落ちることや再度必要になる頻度が高くないことから、量がそれほど出るも

のではないと考えこの金額とした。 

 

 

 

■販路について 

 

現在の販路については以下である。 
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温浴施設・施設利用者― 自社の清掃事業顧客である温浴施設数カ所で試験的に置いてもらってい 

る。少量ではあるが購入者がいる。またセミナー事業受講者の一部が潜 

在顧客への訪問時に販売している。下記の中堅雑貨店との交渉次第で本 

格的に展開するかを決める。 

 

雑貨店・生活用品店― 全国展開している中堅雑貨チェーン店と商品を取り扱ってもらえるか現在 

交渉中である。取り扱ってもらえれば当商品の知名度向上及び販売を見込 

めるが、他のチャネルでの販売に制限がかかる可能性もある。 

具体的な話に進まないまま交渉が長引いている。 

 

オンライン― Amazonでの販売を検討している。手数料はかかるものの発送等の手続きを全て任せる 

ことが出来、当初の目的である「肉体労働からの脱却」に寄与するためである。 

併せて実演販売会社のサービスを利用しオンラインでの実演販売を検討している。 

商品専用の自社ホームページは今のところ検討はしていない。これらの全ては上記の 

雑貨店との交渉が続いているためそちらが終わり次第となっている。 

 

 

４ 財務 

 

 当社の決算書は下記のとおりである。なお損益計算書・貸借対照表とも実際の数字を参考にしながらも

実践クオリティシステムズで作成したものである。 

 

（１）損益計算書                    単位：十万円 

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 

売上高 900.8 939.7 1071.7 

営業利益 △53.4 △84.8 △22.8 

税引き後利益 △56.7 △32.8 △1.2 

 

 

（２）貸借対照表                    単位：十万円 

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 

流動資産 173.4 330.8 328.1 

固定資産 8.4 25.5 23.1 

流動負債 106.3 130.1 126.2 

固定負債 165.1 348.6 348.6 

資本 △89.6 △122.4 △123.6 

計 181.8 356.3 351.2 
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演習 

 

設問： 

事例会社の社長はクリーナー「瞬」をリアルおよびＥＣで販売しようと考えています。問 1～２につい

て、あなたの意見をまとめてください。 

問１：顧客ターゲットは①クリーナーを使っている施設（B to B）②ＤＩＹ商品としての消費者(B to C)

のいずれが適切でしょうか。 

問２：上記を踏まえ、マーケティング４Ｐのうち特に重要と思われる要素をあげ、その具体的方策を述

べてください。 

 

 

クリーナー「瞬」： 

 清掃業務で使っている洗剤を一般家庭用としてクリーナー「瞬」として売り出すことを考えています。 

 キャッチフレーズ  温浴施設専門業者が現場で使用中！ 

 成分        研磨剤(酸化セリウム/希土類)、添加剤。専用パッド付 

 使用方法      鏡表面の汚れを水で落とし専用パッドにクリーナーを少量塗り、力を入れながら

上下左右に磨き、水で流す。 

 予定価格      ２，２００円（税込み）/７０ｇ 

 当社利益      当社直販の場合・・・およそ@１,０５０円(送料抜き) 

           Amazon を利用した場合・・・@４７３円(在庫保管から発送まで全て Amazon) 

 

ライバル商品： 

 類似の４商品を、Amazon におけるレビューの点数(2022 年 4月時点)とともに、紹介します。 

 (１)商品 M 

   キャッチコピー 〇〇温泉生まれの水垢洗剤 

   原材料･成分   研磨剤５０％、スルファミン酸、グリコール系溶剤 

   使用方法    布やスポンジに適量取り、擦り荒いし、水ですすぐ 

   価格      １，３２４円/２００ｍｌ 

   レビュー    ３．７点（２，３９２件の平均） 

（２）商品Ｄ 

   キャッチコピー 人工ダイヤモンドを使用。ガンコな汚れを落とす高級研磨ツール 

   原材料     界面活性剤、洗剤（パッドによって汚れを物理的に落とす方式） 

   使用方法    汚れを水洗いしスポンジで擦る。使用後はスポンジを水洗い感想し保管 

   価格      １，１７０円/１個 

   レビュー    ３．９点（８９７件の平均） 

（３）商品Ｋ 

   キャッチコピー レンジ回りのしつこい汚れを泡の力で浮かせ、ぐんぐん落とす 

   主成分     界面活性剤１％ 
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   使用方法    容器ノズルを引き、汚れをめがけて泡をふきかけ、布で擦り水洗いする 

   価格      ２８４円/４００ｍｌ 

   レビュー    ４．３点（５５件の平均。ただし商品シリーズでは多数のレビューあり） 

 

調査結果 

 事例会社は下記の実証実験を行いました。期間 2020 年 8 月～2021 年 8月。 

評  価 人 数 主な意見 

友人・知人に薦める ９ ① ガラスとカランの白くなっているところがとて

もきれいになりました（30 代女性） 

売り出されたら買う １５ ① 大変重宝しています。製品化したらほしいです

（飲食店経営 40代男性） 

② 擦って落とす系のなかで擦らなくてもきちんと

結果が見えるぞと思いました（30 代女性） 

わからない ２ ① 我が家のカガミは古いからか白っぽくて改善を

期待したのですがあまり変わらず。 

         計 ２６  

  

ライバル商品との比較実験の一部を紹介します。 

  調査結果１ 

    ・洗浄力は、商品 K に比べて、クリーナー「瞬」および商品 M は明らかに高い 

    ・商品 M は力が必要でなく楽に洗浄できるがウロコを落とすのに若干時間がかかる。「瞬」は磨

くのに力を必要とするが短時間で洗浄ができる。 

  調査結果２ 

    ・クリーナー「瞬」と商品 D とではウロコ汚れの落ち具合や光沢感は同程度に見えた。 

    ・ただし、洗剤不要で水につけて軽くこするだけの商品 D のほうが簡便である印象をうけた。 

  調査結果３ 

    ・クリーナー「瞬」をキッチンで使った。軽い力で擦っただけでウロコ汚れが落ちた。 

     使用前(左)と使用後(右)の写真は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      以上 

 

  


