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『マーケティング』というと、よく聞く言葉ですが、どういう意味なのか。皆さんは詳しく理解し
ているでしょうか。
マーケティングとは、一言でいってしまえば売れる仕組みを作ること。
実際にマーケティングを行う際には、「誰に」「どのような価値を」「どのようにして提供するか」
を考えていくことになります。
よく混同されているのが、マーケティングとセールス（販売）です。
ピーター・ドラッカー氏は、「マーケティングとセールスは、ほとんど正反対の活動だ」と言って
いますし、フィリップ・コトラー氏は、「マーケティングの目的は、セールスを不要にすることだ」
とまで言い切っています。
「どのような価値を提供すればターゲット市場のニーズを満たせるかを探り、その価値を生みだし、
顧客にとどけ、そこから利益を上げること」
つまり、顧客のニーズを十分に理解することにより、そのニーズを満たすことができる価値を創
造し、「売り込みをしなくても自然に売れてしまう状態を作ること」こそがマーケティングの理想
だと言えるのです。
そして、それらをプロデュースしていくことが、私たち印刷業界の仕事だと考えています。
今までのように「原稿をいただいて仕事を進め納品して終わるだけ」という習慣は捨てないとい
けません。
これからは、お付き合いしてからが本当のビジネスのスタートなのです。
そのためには、
１．誰に
２．どのような価値を
３．どのようにして提供するか
を、お客さんと共に考えていかなければなりません。
現状把握をするためにも、是非３つの視点について、弊社スタッフに情報
を提供してください。
そして、業種に関わらず求められている「今の時代にあったビジネスモデ
ルの構築」のお手伝いを弊社にお任せください。
共に学び、成長していきましょう。

これからのビジネスに必ず必要になってくるマーケティング

マーケティングとは何か？



Staffs ColumnStaffs Column みなさまにお届けしたい、スタッフの今月のコバナシ
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打合せは弊社営業
スタッフが直接お伺い
させていただきます。

http://www.chimaki.co.jp
ちまきいんさつ

新 谷  浩 一
Shintani Koichi

iPhone 13 Pro を１か月使ってみて
自然災害の増加により保険金の支払い額が激増し、2年連続で火
災保険料が改定となった理由はここ数年の自然災害の増加がありま
す。異常気象によって豪雨や台風が増え、支払保険金額は増え続け
ています。
日本損害保険協会によると、主な自然災害で損害保険会社が支
払った保険金は「風災・ひょう災」だけでも2018年度には約1兆
5000億円、2019年度も8000億円を超えています。2013年度から
2017年度までに支払われてきた保険金の額は、おおむね1000億円
～2000億円台となっていますから、この2年間での損害額がいかに
大きいものだった
かが分かります。
この自然災害
の増加を受けて、
大手（東京海上、
損保ジャパン、三
井住友、あいお
い）はここ数年、
火災保険料の値
上を繰返してきて
います。

各カメラメーカーからミラーレス一眼が出始めたと思ってい
たら、どんどん新型も登場し進化が止まらないって感じです。
実際にミラーレス一眼を使う知人のプロカメラマンに聞けば
電子ビューファインダーもプロの撮影にも問題ないレベルに
なっているようです。
従来の一眼レフのファインダーは装着したレンズの開放絞
りの明るさなので、望遠レンズ使用時にはファインダーが暗
かったりしていました。でもミラーレス一眼のファインダーは絞
り値・シャッタースピード・ISO 感度の設定がフィードバックさ
れるので、本当にファインダーで視たままの画が撮影できるん
です。再撮影が難しい撮影での安心感は抜群だそうです。
うーん、自分も使ってみ
たい!! 

まだ数回ですが最近ヒラメを狙っております。ヒラメ釣りは
私が今まで使った事がないワーム（ルアーの一種）や根掛か
りを恐れて投げなかった底を泳がせるルアー等、これまで楽
しんでいたシーバスの釣り方とは少し違うルアーやアクション
が基本のようです。
そんなある日、弊社塚本の3男であるマユト君が「ヒラメを
釣った！」というので写真をみせてもらいました。なんと立派
なヒラメをキャッチしているではないですか。「泳がせ釣り」
といって釣り場で先にエサとなる
小魚を釣り、その小魚に針をつけ
海に戻して大物を狙う漁法で釣り
上げたとのことです。あれだけの
良いサイズが釣りたい！思わぬラ
イバルの登場に焦っております。

私は携帯電話を持ち出したのは早い方で、２５年以上前から使っ
ています。当時はポケベルでしたが仕事の効率が悪く自分で仕事用
に思い切って２つ折りの携帯電話を買ったのを思い出しました。
その後、2～３年で機種代金が１円や無料の携帯電話の普及で多
くの方が携帯を持ちました。
私は３～５年ぐらいで機種変更を繰り返していますが、スマホに変
えてからはAndroidばかりでした。理由は単純でiPhoneより安価
だったからです。
この10月に今まで使っていたAndroidのスマホの調子が悪く、悩
みましたが今回はiPhoneに変えました。どうせなら新機種をと
iPhone 13 Proにしました。
今回変えた理由は、SNSを活用してみようと思ったのがきっかけ
です。AndroidでもSNSはできますが、
今まで安価な機種を選んでいたので友
達も持っていないような機種でしたの
で話しが合わない事がありました。
iPhoneなら知らなかった事も教えても
らえるからです。早速、顔認証ができる
ことを教えてもらいました。
今のところ慣れるのに精一杯ですが、
仕事にもプライベートにも活用できたら
いいなと思います。

松 井  正 明
Matsui Masaaki

火災保険が値上げに防災コラム Vol.42

出典：ダイヤモンド社

前 田  研
Maeda Migaku

谷 村  光 俊
Tanimura Mitsutoshi

凄いな！ミラーレス一眼 ライバル登場！！！



Wiremama
千巻印刷内の企画・編集部「ワイヤーママ編集部」をご紹介！

企画・取材力を活かして
さまざまな冊子やチラシを編集
元は雑誌の編集部だったワイヤーママ。
これまで培った編集・取材力を活かして、
さまざまな冊子やチラシを作成しています。

ホームページや
SNSで三重の子育て情報発信中！
ワイヤーママのWEBサイトでは、三重県の子
育て情報が盛りだくさん。ママたちと交流を
図りながら、さまざまな企画を展開していま
す。SNSと連動した企画も人気です。

http://wiremie.com/

〒516-0072 三重県伊勢市宮後2-9-41 TEL.0596-26-0101 FAX.0596-23-0008

wiremama 三重編集部（千巻印刷産業株式会社 内）三重で子育てを頑張るママを応援！
取材や編集を通し、三重の子育て情報や日々の子育てが

楽しくなるような情報を発信しています。

2021年最後の1か月も
イベント盛りだくさん！

ワイヤーママ 
12月イベント

ワイヤーママ
ホームページからも

詳細を
ご覧いただけます！

12/5（日）三重県少子化対策課 様

12/4（土）鈴鹿ハウジングセンター  様 12/18（土）桑名ハウジングセンター  様 12/19（日）四日市ハウジングセンター  様

第8回ファザー・オブ・ザ・イヤー
in みえの

表彰式・写真展も同時開催！
ワイヤーママは

FAMILY PHOTO 撮影会で
参加します！
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警察署
南郊交番 津市立

南郊中学校

津市立高茶屋小学校
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高茶屋保育園 津市立

高茶屋幼稚園
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モール
津南

高茶屋三重県警察学校

紬の丘
～津南～

23

165

三重中央
自動車学校

〒514-0816  津市高茶屋小森上野町1362-3  FAX.059-234-8811
営業時間  10：00～18：00　定休日  水・木曜日TEL.059-234-1122

津市高茶屋4丁目1175番13他

Sunkushome

X’mas eventsunkushome × wiremama

クリスマス
クレイケーキをつくろう！

Decoration

1～3を体験して
クリスマス

プレゼントが当たる
抽選会に参加！

食べられない飾り用のケーキ！
インテリアにも！

at  polk

12月見学特典！
8herb. Special Gift
ツリーオーナメントクッキー

モデルハウスを
クリスマス仕様に
アレンジしよう！
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image

image

image

紬の丘 ～津南～

各日25名様・参加無料

12/ （sat） （sun）19・18 
10：00~16：00

+ C O M

present

◁◁ イベントの詳細・お申し込みはこちら！

※無くなり次第終了

※木材は変更に
　なります

■宅地建物取引業／三重県知事免許（4） 第2851号　（公社）全日本不動産協会会員　（公社）不動産保証協会会員／東海不動産公正
取引協議会加盟　■建設業許可／三重県知事許可（般-3）第14245号株式会社サンクスホーム
三重県津市高茶屋小森上野町1362-3 TEL 059-234-1122 https://sunkushome.jp/▶

イベント
会場
MAP

at  koti

クリスマス
フリーフォトブースで
写真を撮ろう！

04 Present

・木のおもちゃ

・クリスマスタペスト
リー

・クリスマスアイテム
  etc…

ご予約優先

image

http://wiremie.com/

12/18（土）19（日）サンクスホーム 様



活字や画像だけでは伝わらない事を動画で伝えたい。

パンフレットから動画作成
実績の一部をご紹介

お茶ピザはじめました！ 貴の園 華 Tea room三重県警察職員募集2021～　男性警察官

三重県警察 関連 一般クライアント

http://www.chimaki.co.jp三重県伊勢市宮後2丁目9-41
℡ 0596-26-0101

お問い合わせは下記をご記入の上、FAXをお送りください。

FAX送信先▶0596-23-0008

会社名

ご住所

メール 電話番号 FAX番号

部署名 お名前

新たな動画撮影は不要！
既存の会社案内・パンフレットを
動画にすることで

新たに会社案内の動画を作りたい方にも！

まずはお気軽にご相談ください！

動画撮影
（ドローン撮影も可）

ヒヤリング・
原稿作成

絵コンテで
イメージの確認 完  成

今お使いの会社案内・パンフレットから

動画を作れます！ ※パンフレットのデータが必要です。

動画に！を

求人用や取引会社用に！会社案内or
パンフレット

制作費

※打合せ後のお見積り
　になります

12万円～
（　　　　　　　　　）

動画撮影込みでの制作の流れ一例

制作費

※打合せ後のお見積り
　になります

25万円～
（　　　　　　　　　）

動画は
スマートホンと

の

相性もバッチ
リ！

どこで動画を使うの？
会社の公式サイトなどで多く使われていま
す。また店内やイベントブースなどでもPRす
ることが可能です。

なぜ動画がオススメなの？
短時間で多くの情報を理解してもらいや
すいのが強みです。

動画制作の目的は？
新卒採用動画・商品説明動画な
どです。


