中部部会 2019 年度部会研究会
----------4 月部会研究会---------【日時】2019 年 4 月 20 日（土）14：00～16：30（新旧理事会 13：00～14：00）
【場所】愛知学院大学名城公園キャンパス 2405 教室
新旧理事会（13:00～14:00）
決算報告、新役員、今後の運営等の決定
【報告者および報告論題】
研究報告：マーケティング教育セッション（14:00～16:30）
「カナダの大学のマーケティング教育」
報告者：秋本昌士先生（愛知学院大学）
「パネルディスカッション：日本の大学のマーケティング教育の在り方」
司会：為廣吉弘先生（愛知大学）
パネリスト：太田幸治先生（愛知大学）、澤田慎治先生（名城大学）
、青木均先生（愛知学院
大学）
会員総会（16:30～17:00）
決算報告、新理事会の発足に伴う今後の運営等
----------7 月部会研究会---------【日時】2019 年 7 月 13 日（土）13：30～16：30
【場所】愛知淑徳大学星が丘キャンパス 1 号館 5F 15A 教室
【報告者および報告論題】
13:30～14:20（発表 35 分 質疑応答 15 分）
報告(1)：「コントロール欲求がカスタマイズ商品に対する支払意思額に及ぼす影響の検討」
報告者：井関紗代（名古屋大学大学院情報学研究科）
14:30～15:20（発表 35 分 質疑応答 15 分）
報告(2)：「販売員のもつ 2 つの志向が業績に及ぼす効果：個人と集団のマルチレベル分析」
報告者：犬塚篤（名古屋大学）
15:30～16:20（発表 35 分 質疑応答 15 分」
報告(3)：「ナラティブ・シュミュレーションにおける態度形成（仮）
」
報告者：津村将章（中京大学）

会員総会（16:20～16:30）
----------11 月部会研究会---------【日時】
： 2019 年 11 月 2 日（土）14：00～16：15 ＊受付開始 13:30～
【会場】
： 名古屋学院大学

丸之内サテライトキャンパス

14:00～14:05 挨拶
【報告者および報告論題】
14:05～14:55（発表 35 分 質疑応答 15 分）
報告(1)：
「江戸期庶民に支えられた購買市場」－富山配置売薬を通して
報告者：千田 栄蔵（名古屋学院大学大学院 博士後期課程）
15:05～15:55（発表 35 分 質疑応答 15 分）
報告(2)：
「聖地巡礼者の特徴（仮）
」
報告者：津村将章（中京大学）
、大方優子(九州産業大学)、岩崎達也（関東学院大学）
16:00～16:15 会員総会
----------1 月部会研究会---------【日時】 2020 年 1 月 11 日（土）14:30-16:40
【会場】中京大学名古屋キャンパス 552 教室
【報告者および報告論題】
14：30～14：35 挨拶
14：35～15：25（発表 35 分 質疑応答 15 分）
報告(1): 「企業価値を高める芸術支援－ニッケ“工房からの風”の事例研究」
報告者： 川北眞紀子氏（南山大学）
15：30～16：20（発表 35 分 質疑応答 15 分）
報告（2）
： 「地方創生と地域活性化におけるブランド戦略と企業・行政・組織などの役割」
報告者：村松幸広氏 (愛知大学)
16：25～16：40 会員総会

中部部会 2018 年度部会研究会
----------4 月部会研究会---------【日時】2018 年 4 月 21 日（土）14:30-

【場所】中京大学名古屋キャンパス 0 号館 801 教室
理事会 13：30【報告者および報告論題】
研究報告
14:30-15:25(発表 40 分、質疑応答 15 分)
報告(1)：「マーケティング研究における理論構築の意義－資源優位性理論を中心に－」
報告者：齋藤 典晃（前橋国際大学）
15:35-16:30(発表 40 分、質疑応答 15 分)
報告(2)：「ミャンマーにおけるマーケティングチャネルの研究」
報告者：土屋 仁志（愛知大学）
会員総会 16:30-16:45
----------6 月部会研究会---------【日時】
：2018 年 6 月 23 日（土）14：00－16：30
【場所】
：名古屋学院大学 丸の内サテライト 第 7 講義室
◆講演（14:00-15:00）
タイトル：
「商業・マーケティング」研究の過去・現在・未来
講師：岡田 千尋 氏（名古屋学院大学）
（講演 50 分、質疑応答 10 分）
～休憩 15 分～
◆研究報告（15:15-16:15）
報告(1)：アニメ聖地巡礼者の消費者行動－岐阜県飛騨地方と高山市を中心として－（仮）
報告者：津村 将章 氏（中京大学）、岩崎 達也 氏（関東学院大学）、
大方 優子 氏（九州産業大学）
（口頭発表 45 分、質疑応答 15 分）
会員総会（16:15-16:30）

----------9 月部会研究会---------【日時】：2018 年 9 月 15 日（土）13:00～17:00
【場所】：中部大学 22 号館 ゼミ室 221A

【報告者および報告論題】
13:00～14:00
報告(1)：「ポイントカード会員のポイント使用要因：大規模チェーンの
購買履歴データによる検証」
報告者：中川宏道（名城大学）
、星野崇宏（慶應義塾大学）
休憩（15 分）
14:15～15:15
報告(2)：「現地市場における国際総合小売企業の発展プロセス研究
―成都イトーヨーカ堂の事例を中心に―」
報告者：秦小紅（東海学園大学）
休憩（15 分）
会員総会 15:30～16:30
----------11 月部会研究会---------【日時】 2018 年 11 月 17 日（土）13:30-15:50
【会場】富山県民会館 504 号室
【報告者および報告論題】
13:40-14:40（発表 45 分，質疑応答 15 分）
報告(1)：「中国における国民の環境保護法の認知と環境問題意識について」
報告者：清水 真（中部大学）
、濱田 知美（中部大学）
、海老原 毅（富山高等専門学校）
、
柯 麗華（静岡産業大学）
（休憩 10 分）
14: 50-15:50（発表 45 分，質疑応答 15 分）
報告(2)：「製薬産業におけるオープンイノベーションと持続的競争優位の源泉」
報告者：宮重 徹也（富山高等専門学校）

----------2 月部会研究会---------【日時】2019 年 2 月 16 日（土）13：00～17：00
【場所】名城大学天白キャンパス 10 号館 3 階第 2 大会議室

【報告者および報告論題】
13：00～14：00
報告(1)：「中小企業に向けた育成を軸とした産学官連携の展開
－市場提案・プロジェクト探索を起点に－」
報告者：羽田裕（愛知工業大学）
コメンテーター：青木均氏
（発表 45 分、コメント＆質疑応答 15 分）
14：15～16：45
報告(2)：「消費者行動の研究法：研究力をアップする方途と取り組み」
報告者：阿部周造氏（横浜国立大学名誉教授）
（講演 60 分、休憩 10 分、講演 60 分、質疑応答 20 分）
会員総会（16:45-17:15）
懇親会 （17：30-19：30）
中部部会 2017 年度部会研究会
----------4 月部会研究会---------【日時】 2017 年 4 月 15 日（土）13:30-15:40
【会場】愛知学院大学 栄サテライト・キャンパス
【報告者および報告論題】
13:30-14:20（発表 35 分，質疑応答 15 分）
報告(1)：「テナントの不当表示に起因する小売業者に対する景品表示法の適用問題」
報告者：岡野 純司（愛知学院大学）
（休憩 10 分）
14: 30-15: 20（発表 35 分，質疑応答 15 分）
報告(2)：「消費者は製品コンセプトを購買するのか？
～既存研究のレビューを中心として～」
報告者：太田 幸治（愛知大学）
会員総会 15: 20-15:40
----------6 月部会研究会---------【日時】2017 年 6 月 24 日（土）13:30-15:20

【場所】名古屋学院大学 さかえサテライト 第１講義室
【報告者および報告論題】
（口頭発表 35 分、質疑応答 15 分）
13:30-14:20
報告(1)：「次世代アグリビジネス開発への挑戦
～グローバル競争時代の農業で生き抜く為には～」
報告者：浅井雄一郎（株式会社 浅井農園 代表取締役）
～休憩 10 分～
14:30-15:20
報告(2)：「茶産業におけるソーシャル・ロジスティクスの取組みに関する考察」
報告者：杉浦礼子（名古屋学院大学）
----------9 月部会研究会---------【日時】2017 年 9 月 2 日（土）14：00～16：10
【場所】愛知淑徳大学 星が丘キャンパス 15A 教室
【報告者および報告論題】
14：00～14：50（発表 35 分，質疑応答 15 分）
報告(1)：「価値ネットワークにおけるアクターの相互作用に関する考察
―価値共創の視点から―」
報告者：金澤 敦史（愛知学院大学）
休憩（10 分）
15：00～15：50（発表 35 分，質疑応答 15 分）
報告(2)：「物語広告の効果とクリエイティブを考える」
報告者：津村 将章（中京大学）
会員総会 （15：50～16：10）
----------11 月部会研究会---------【日時】2017 年 11 月 25 日（土）13 時 00 分～
【場所】富山県民会館 503 号室
【報告者および報告論題】
研究報告（13:10～16:30）

13:10～14:10
報告(1)：「中国における一般廃棄物のバックワード・チャネルの現状と課題」
報告者：清水真（中部大学）
・海老原毅（富山高等専門学校）
・柯麗華（静岡産業大学）
14:20～15:20
報告(2)：「懸場帳にみる多様な地域・産業・市場像」
報告者：千田栄蔵氏（名古屋学院大学大学院）
15:30～16:30
報告(3)：「医薬品企業における競争優位の源泉―バイオ医薬品誕生の事例―」
報告者：宮重徹也氏（富山高等専門学校）
総会（16:30～16:40）
（１） 次回開催校について
（２） その他
----------1 月部会研究会---------【日時】 2018 年 1 月 27 日（土）14:30【会場】愛知大学名古屋校舎図書館ディスカッション・ルーム
【報告者および報告論題】
14：30-15：25（発表 40 分，質疑応答 15 分）
報告(1)：「アート消費の「好き」と「嫌い」
～体験型消費とそのマーケティング分析の提案」
報告者：堀田治（南山大学）
休憩（10 分）
15:35-16:30（発表 40 分，質疑応答 15 分）
報告(2)：「SDL におけるオペラント資源の形成費用について」（仮題）
報告者：傅こうそう（愛知淑徳大学）
会員総会（16:30-16:40）
懇親会 （17：00-19：00）

中部部会 2016 年度部会研究会
----------4 月部会研究会---------【日時】 2016 年 4 月 23 日（土）13:30～16:30
【会場】愛知大学 名古屋キャンパス 厚生棟 1 階

図書館ディスカッション・ルーム

【報告者および報告論題】
報告(1)：「サステイナブル社会における消費者意識と小売企業のグリーン活動」
報告者：村松幸広（愛知大学）
報告(2)：「小売業の国際化 ―台湾における日系百貨店 30 年の軌跡―」
（仮題）
報告者：土屋仁志（愛知大学）
会員総会
----------6 月部会研究会---------【日時】 2016 年 6 月 25 日（土）13:30-15:20
【会場】愛知学院大学 名城公園キャンパス アガルス・タワー4 階 2402 教室
所在地：〒462-8739 名古屋市北区名城 3-1-1
【報告者および報告論題】
13:30-14:20（発表 35 分，質疑応答 15 分）
報告(1)：「震災復興における組織の製品開発戦略」
報告者：松本 力也（愛知学院大学）
休憩（10 分）
14: 30-15: 20（発表 35 分，質疑応答 15 分）
報告(2)： 「シェア経済の本質に関する一考察
～経験価値の提供によるサービスイノベーションの在り方を探って～」
報告者：張 淑梅（日本福祉大学）
----------9 月部会研究会---------【日時】 2016 年 9 月 3 日（土）13:30-15:20
【会場】名城大学天白キャンパス 10 号館３階第２大会議室
【報告者および報告論題】
13:30-14:20
報告(1)：「ＩＣＴの発展に伴う今後のＥＣ流通政策課題に関する一考察
～ヘルスケア領域の事例を通じて～」

報告者： 宮本 文幸（愛知大学国際問題研究所）
休憩（10 分）
14: 30-15: 20
報告(2)：「企画提案型のデザインについて」
報告者： 三枝樹 成昭（ゲストスピーカー）
（元 IBM にてデザイン業務に携わる。現在
Mieki Design Office）
----------11 月部会研究会---------【日時】2016 年 11 月 12 日（土）13：00～
【場所】富山県民会館 503 号室
【報告者および報告論題】
研究報告（13:10～16:30）
13:10～14:10
報告(1)：「「生きている歴史」富山配置売薬を通して」
報告者：千田栄蔵（名古屋学院大学大学院）
14:20～15:20
報告(2)：「今日的市場におけるマーケティング」
報告者：松井温文（追手門学院大学）
15:30～16:30
報告(3)：「バイオ医薬品企業の研究開発戦略」
報告者：宮重徹也（富山高等専門学校）
総会（16:30～16:40）
（１） 次回開催校について
（２） その他
懇親会（17:30～19:30）
----------2 月部会研究会---------【日時】
： 2017 年 2 月 4 日（土）14：00～16：30
【場所】： 名古屋学院大学
講演（14:00～16:20）

日比野学舎 401 教室

14:00～15:10
講演（1）
：「小売・サービス国際化研究の課題－小売国際化と国際フランチャイジングー」
講師：川端 基夫（関西学院大学）
休憩（10 分）
15:20～16:20
講演（2）
：「地域ブランディングとライフスタイル－現場の実感」
講師：加藤 正明（株式会社 博報堂 関西支社）

総会（16:20～16:30）
（１）

次回開催校について

（２）

その他

懇親会（17:00～19:30）
中部部会 2015 年度部会研究会
----------4 月部会研究会---------【日時】2015 年 ４月 18 日（土）13：30－16：30
【会場】愛知淑徳大学 星が丘キャンパス１号館５階１５A 教室
【報告者および報告論題】
13：30－14：15
報告(1)：「百貨店顧客の客単価形成メカニズムの解析」
報告者：山田 浩喜（神野学園）
14：25－15：10
報告(2)：「S－D ロジックにおける価値概念の整理」
報告者：傅 こうそう（愛知淑徳大学）
15：20－16：05
報告(3)：「環境意識と小売の在り方」(仮題)
報告者：村松 幸廣 （愛知大学）
会員総会（16：10－16：30）
・選挙管理委員会報告および新理事について
・２０１４年度 部会活動報告
・２０１４年度 会計報告

・２０１５年度 部会活動計画
・中部部会開催の国際シンポジュームの提案
・その他
----------7 月部会研究会---------【日時】
：2015 年７月 18 日（土）14：00～
【場所】
：名城大学天白キャンパス 10 号館３階第２大会議室
【報告者および報告論題】
報告(1)： 「デザインコンペから商品化」
報告者：澤田慎治（名城大学）
報告(2)： 「高付加価値サービス・マーケティング研究に向けた予備的考察」
報告者：大﨑孝徳（名城大学）
会員総会
（１） 次回開催校について
（２） その他
----------11 月部会研究会---------【日時】2015 年 11 月 7 日（土）14：00～
【場所】富山県中小企業大学校（富山県中小企業研修センター）602 研修室
【報告者および報告論題】
研究報告（14:10～16:20）
14:10～15:10
報告(1)：「中小企業マーケティングと地域ブランド―燕三条の事例を中心に―」
報告者：伊部泰弘（新潟経営大学）
15:20～16:20
報告(2)：「医薬品企業の研究開発戦略」
報告者：宮重徹也氏（富山高等専門学校）
会員総会（16:20～16:30）
（１）

次回開催校について

（２）

その他

懇親会（17:30～19:30）

----------2 月部会研究会---------【日時】2016 年２月６日（土）13：00～16：00
【場所】愛知学院大学 栄サテライト マルチメディア室
【報告者および報告論題】
報告(1)：「安城市朝日町における商店街活性化」
報告者：國立英治(ゲストスピーカー)（(株)國立経済研究所）
報告(2)：「安城市朝日町商店街活性化に関する調査研究－住民の購買行動を中心に－」
報告者：松本義宏（名古屋外国語大学）
休憩（10 分）
講演会
講演テーマ：
「地域資源を最大活用する観光コアコンテンツの造成と維持」
講師：小島誠司氏
≪プロフィール≫
料亭小島 専務
有限会社 相互観光 取締役副社長
NPO 法人小江戸彦根(彦根城屋形船) 副理事長
http://simin-power.com/data/030.html
公益社団法人 彦根観光協会 理事、委員長
会員総会（15:50～16:00）
（１）

次回開催校について

（２）

その他

懇親会（17:00～19:00）

