
第 章１ マーケティングとは何ですか？

１．マーケティングの基本概念
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マーケティングとは、会社などが消費者の求めていることを的確に把握したうえで、それに適
合した商品を作り、価格や販売方法などを決める総合的な考え方を指します。マーケティング
は、商品の売り手である会社などを中心とした考え方ではなく、買い手であるお客様を中心と
した考え方であると言えます。

（１）マーケティングとは
①お客様中心の考え方

売り手中心の考え方とは、買い手であるお客様が欲しい商品やサービスを探すことよりも、売
り手である自分たちが売りたい商品やサービスを優先する考え方です。つまり、「こんな商品
を作って、このぐらいの価格で売りたいけれど、買ってくれる人はどこのいるのかなぁ…」とい
った考え方を指します。

（２）売り手中心の販売活動とマーケティングの違い
①売り手中心の考え方とは

マーケティングは、商品を作ってから買い手を探すので

はなく、どのようなお客様がどういった商品やサービスを

必要としているのかを探り出し、必要な人に必要な商品

を的確に提供するための考え方を指します。

つまり、売り手中心の販売活動では売り手である会社側

の都合が優先され、マーケティングでは、買い手であるお

客様の都合が優先されるのです。

②マーケティングはお客様の都合を優先

会社などがマーケティング活動を継続的に行うことにより、お客様から高い評価を得られると
同時に、会社自身の価値を高めて安定的な事業発展を可能にします。

②安定的な事業発展を可能にする

買い手であるお客様を中心に考える

お客様はどんな商品
が欲しいのだろう？
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第1章　マーケティングとは何ですか？

【ホテルマーケティングの全体図】
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ウェブ用の料金
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商圏管理

定期利用客データ管理

新規見込客データ管理

競合ホテル分析

プロモーション戦略
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広告・宣伝

パブリシティ

ＰＲ活動

セールスプロモーション
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３．一般的な商品ライフサイクルとホテル商品のライフサイクル

（２）商品ライフサイクルの各段階について

商品が正式に販売された段階で、その商品のことを知っている人の数は少なく、売上も他の
商品に比べて少ないのが一般的です。導入期の商品に対してホテルでは、パンフレットやチラ
シ、インターネットなどで、多くのお客様に商品を案内します。一般の企業では、サンプルの配
布や新商品キャンペーンなどを行います。こうした費用が多く掛かるため、商品の導入期には
余り多くの利益が見込めません。

①導入期

導入期からある程度時間が経過すると、その商品を知っている人の数が多くなり、それに伴っ
て、売上や利益も増えてきます。しかし、競合他社にもその商品が知られるため、同じような商
品が発売される恐れのある時期でもあります。成長期にある商品の売上を確保し、他社との
競争に勝つための、十分な営業活動が必要とされる時期です。

②成長期

導入期から成長期までは、売上の伸びが顕著だった商品も、成熟期に入るとこれまでのよう
に伸びなくなります。また、この時期には同じような商品が市場に溢れますので、自社の商品
を買ってもらうための販売促進活動が成長期以上に必要とされます。
なお、販売促進費用が掛かるため、ある程度の売上額が維持できても、利益が余り出なくなり
ます。

③成熟期

（１）商品ライフサイクルの意味
人間の一生に誕生から少年期や青年期などいくつかの段階があるように、商品にも誕生か
ら消えていくまでに様々な段階が存在します。商品が辿るそれぞれの段階をマーケティング
では「商品のライフサイクル」と呼びます。商品のライフサイクルは、その商品の売上高や他社
商品との競争状況などにより、４つの段階に分けられます。

用語解説
※販売促進費用・・・商品を販売するために使われる経費のこと

※
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第３章　マーケティングにおける
　　　　　　　商品についての基本的な考え方

その商品を欲しがる人の数が著しく減少し、売上額や利益額が大幅に落ちてきます。これは、
その商品に対する需要が無くなったことを意味しますので、新しい商品との入れ替えを検討
する時期といえます。

④衰退期

売上

時間

売上

導入期 成長期 成熟期 衰退期

【商品ライフサイクル曲線】

パンフレットやチラシ、インターネットで多くのお客様に商品を
案内するため、商品の導入期には余り多くの利益は見込めない導入期にある商品

成長期にある商品は売上や利益も増えてくるが、競合他社
から同じような商品が発売される恐れがある。
他社との競合に勝つための営業活動が必要とされる

成長期にある商品

成熟期に入った商品は売上の伸びが止まるため、多くの販売
促進費用を必要とする。
そのため、売上の割には利益が余り出なくなる

成熟期にある商品

その商品への需要がなくなり、売上や利益が大幅に落ちてくる。
そのため、新しい商品との入れ替えを検討する。衰退期にある商品

商品ライフサイクルの段階 各段階の内容
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用語解説
※原価管理・・・販売する商品に占める材料費などの原価を適切にコントロールすること

３．競争を重視した価格決定方法

（１）競争重視型の価格決定方法
競争重視の価格決定方法とは、競合他社の商品販売価格に対して敏感に反応して価格決
定を行うものです。
例えば定価1000円の商品をＡ社が780円で売っていたらそれを見たＢ社は760円で販売
し、Ｂ社が760円で売っているのを見たＡ社は今度は730円で販売する…といった具合で
す。競合他社との価格競争は避けて通れないとしても、あまりに極端な価格競争には当然限
界があり、こうした価格決定方法は会社にとって危機的な状況を招く恐れもあります。

（２）競争重視型の価格決定方法と薄利多売の関係
競争重視型の価格決定においては、販売する商品の利益を適正に確保することが困難と
いえます。本当はもっと高く売って利益を確保したいけれど、競合他社が安く売っているた
め、こちらも安く売らざるを得ないからです。この状況を継続するためには、商品1個当たり
で得られる少ない利益を大量の販売個数でカバーする必要があります。これが「薄利多売」
といわれるものです。

（３）薄利多売の限界
薄利多売は、個々の商品から得られる少ない利益を大量に販売することでカバーするという
販売手法です。これは、大量に販売することが出来なければ損をしてしまうということでもあ

※

（３）ホテルにおけるコスト重視の価格決定のデメリット
これまでホテルでは、コスト重視による価格決定が多く行われてきました。この方法は販売す
る商品のコストのみを基準とするため、価格決定が比較的簡単で原価管理もしやすく、ホテ
ル側にとっては便利な方法といえます。
しかし、この方法ではマーケットの中心であるお客様の要望や価値観など、最も重要な部分
が抜けてしまっています。コストが上がればそれに比例して販売価格も高くなるといった、お
客様の声が反映されない、ホテルの独りよがり的な価格決定に陥りやすいというデメリット
があります。
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ります。安い商品を大量に提供すれば、消費者が無条件に飛びつくという時代は終わりまし
た。消費者が本当に欲しいと思う商品を提供しなければ、ただ安いというだけでは売れない
のです。競合他社との無謀な価格競争は利益の減少や会社で働くスタッフのモラルやモチ
ベーションの低下を招き、事業の破綻という最悪の結果に陥る恐れを多分に含んでいます。

第５章　マーケティングにおける
　　　　　　　価格についての基本的な考え方

（４）ホテルにおける競争重視型の価格決定
ホテルにおいても競争重視型の価格決定のメカニズムは一般の会社と基本的には同じで

す。ただしホテルの場合は、直接的な原価率が低く見えるため、値引きの幅が大きく残されて

いると錯覚しがちです。

例えば宴会部門の場合、食材原価率が３０％としますと、一見７０％の利益があるように見

えます。そのため、２０％や３０％料金を下げても、まだ利益は確保されていると考えがちで

すが、食材原価率は食材のみの原価率を示したものに過ぎません。食材などの直接的な原

価以外に、スタッフの人件費や光熱費、建物や設備のメンテナンス費など、間接的なコスト

も考慮する必要があります。こうした間接的なコストを考慮せず、食材原価率だけを見て競

合ホテルに追随した価格決定は、非常に危険であるといえます。

※ ※

用語解説
※モラル・・・会社においては、社員の倫理観や道徳意識などを指す
※モチベーション・・・社員のやる気や意欲などを指す

【薄利多売とは】

競争重視の価格決定（競合他社が安く売っているからこちらも安く売る）

安売りすることで、少ない利益しか確保できない

大量に販売することで、個々の商品の少ない利益をカバーする

・大量に売れなければ、損をする
・安いから買うという時代は終わり、消費者は本当に欲しいものしか買わない
・利益の減少と、スタッフのモラルやモチベーションの低下を招く恐れがある

薄利多売の限界



56

用語解説
※ライフスタイル・・・人々の生活様式や価値観などを表す言葉

※
心理的変数とは、消費者の価値観やライフスタイル、趣味、嗜好などによる分類基準です。最
近では、こうした価値観やライフスタイルなどが多様化しているため、多くのホテルや企業が
重要視する項目といえます。

④心理的変数

消費者の年齢や性別、職業など、消費者の基本的な違いを市場
分類の基準にするもの①人口統計的変数

国や都道府県、市区町村などのエリアや都市の規模、人口密度、
気候など、地理上の違いに基づく市場の分類基準②地理的変数

ホテルに対する利用頻度や利用金額、料理の好みなど、利用
客の行動における市場の分類基準③行動的変数

消費者の価値観やライフスタイル、趣味、嗜好などによる分類
基準で、最近では多くの企業が重要視する項目④心理的変数

変数（基準） 概　　　　要

自ホテル

①人口統計的変数

②地理的変数

③行動的変数

④心理的変数

平面的な販売市場

立体的な販売市場

共通するキーワードによって、市場を立体的に細分化する

【マーケットセグメンテーションの考え方】



第 章７ プロモーションについての基本的な考え方

１．プロモーションについて
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用語解説
※媒体・・・ホテルなどの情報を消費者に伝える手段。新聞やテレビなど。
※パブリシティ・・・71ページ参照

（１）プロモーションの基本的な役割
どんなに素晴らしいホテルであっても、そのホテルの存在を人々が知らなければ、そのホテル
の利用につながらないのは言うまでもないことです。そこで、そのホテルの存在はもとより、ホ
テル内の施設や設備、利用した際の快適さや楽しさなどについて、複数の媒体を組み合わ
せて多くの人々に伝える。これがプロモーションの重要な役割といえます。

（３）プロモーションミックスという考え方
プロモーションミックスとは、広告やパブリシティ、人

的販売など、それぞれのプロモーションが持つ特性

をふまえ、最適な組み合わせで人々にアプローチしよ

うという考え方です。プロモーションミックスでは、タ

ーゲットとする市場との適合性や効果、費用などを考

慮して組み合わせることが重要です。

（２）プッシュ戦略とプル戦略
マーケティングでは、プッシュ戦略とプル戦略という言葉がよく使われます。プッシュ戦略と
は、一般的な商品の流通経路において、メーカーから卸売業者へ、そして卸売業者から小
売業者、さらに小売業者から消費者へという具合に、流通経路の上流から下流の方角に向
かって行われるプロモーションをいいます。
一方、プル戦略とは、メーカーが広告などによって直接的に消費者の購買意欲を掻き立て
ようするものです。ホテルの場合は、卸業者や小売業者といった流通経路を持たないため、
プッシュ戦略よりもプル戦略に近いプロモーションが主なものといえます。

※

※

マーケティングにおける

プロモーション
ミックス

広告

人的販売パブリシティ
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第９章　宴会販売部門におけるマーケティング活動とは

（４）地区別と業種別を併せたテリトリーの振り分け
地区別と業種別を併せたテリトリーの振り分けは、宴会販売に比較的多くみられるテリトリ
ーの振り分け方法です。
実際の方法としては、まず自ホテルの宴会販売市場を第一市場と第二市場に分けます。通
常、第一市場は自ホテルを中心とした、宴会見込み客が多数存在する地域になります。そし
て、第二市場は、第一市場以外のすべての地域になります。
このように宴会販売市場を二分割したら、第一市場を地区別に振り分け、第二市場を業種
別に振り分けます。これが地区別と業種別を併せたテリトリーの振り分け方法です。こうする
ことにより、自ホテルの周辺地区ではきめ細やかなセールス活動ができ、それ以外の地区で
は、広範囲なセールス活動が可能になります。

【宴会販売市場に対する販売テリトリーの設定】

◎地区別と業種別をあわせたテリトリーの振り分け

自ホテルの宴会販売市場を、宴会見込み客が多数存在する第一市場と、それ以外の
第二市場に分ける。第一市場は地区別、第二市場は業種別に振り分ける

◎地区別テリトリーの振り分け

自ホテルの宴会販売市場を、Ａ～Ｄの
セールススタッフ別に販売地区を振り
分ける

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

◎業種別テリトリーの振り分け

自ホテルの宴会販売市場を、業種別に
Ａ～Ｄのセールススタッフに振り分ける

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

金融

建築

小売

病院

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

金融

建築

小売

病院

＜第一市場＞ ＜第二市場＞



第 章12 ホテルマーケティングと
　　　　　CS及びブランド構築について

１．CSとマーケティングの関係

112

（１）CSとは
CSとはカスタマー・サティスファクション（Customer Satisfaction）の略で、一般には顧客満
足の意味です。CSは、マーケティングの中核的な要素であり、顧客の要求を的確に把握したう
えで、それぞれの顧客に合致した満足を提供することです。
そのためには、これまでのようにホテル対顧客全体という関係ではなく、ホテル対個々の顧客と
いった対応の仕方が求められます。そこで、マーケティングとCSを連動させることにより、顧客
の利用頻度を高め、継続的なものにしようという試みが多くのホテルで行われているのです。

２．CSを実現するためのワントゥワン・マーケティングについて

（１）ワントゥワン・マーケティングとは
ワントゥワン・マーケティングとは、これまで企業対顧客全体とか、企業対販売市場という具
合に捉えていた企業と顧客の関係について、企業対個々の顧客という関係に改善しようとす
るものです。ワントゥワン・マーケティングにより、顧客一人一人の情報を詳細に収集管理する

（２）ホテルにおけるCSの必要性について
マーケティングの基本的な考え方は、顧客を中心とした発想により、常にホテルと顧客との良
好な関係を維持発展させようとするものです。ホテルに限らず、多くの企業は顧客による購入
や利用によって経営を存続させています。
ホテルにとって顧客は最も大切な存在であり、それらの人々の満足度を高めていくことは、ホ
テルを発展させていくための必須条件といえます。CSは、ホテルで提供されるサービスを含め
た全ての商品に対して、体系的な考えに基づいて全社的に顧客の満足度を高めようとする取
り組みなのです。


