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令和２年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験
営業・マーケティング分野
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（１２ページ）

１．試験時間

１１０分

２．注意事項
(１) 試験問題は、係員の指示があるまで開かないでください。
(２) 試験問題は、40題あります。
(３) 試験問題の配点及び合格基準は、次のとおりです。
（配
点）問題１～問題40
各2.5点
合計100点
（合格基準）試験全体として概ね60％以上の正答。
(４) 関係法令、会計基準、ＪＩＳ等の各種規格等に基づく出題については、問題文中に
断りがある場合を除き、令和２年11月１日時点で施行されている内容に基づくもの
とします。
(５) マークシート（解答用紙）には、①試験区分名、②氏名、③座席番号、④受験番号、
⑤生年月日を正確に記入してください。
なお、受験番号の最後の桁は、アルファベットですので、数字と間違えないように
注意してください。
(６) マークシートにマークする際には、ＨＢ又はＢの黒鉛筆又はシャープペンシルのい
ずれかで、はっきりとマークしてください。それ以外は使用しないでください。
なお、訂正する場合は、採点の際にマークシ ートの誤読の原因となることがあり
ますので、きれいに消してください。
(７) マークシートには、所定の事項以外は絶対に書き込まないでください。
なお、計算等が必要な場合は、問題用紙の余白又は裏面を使用してください。
(８) マークシートにはア～エまでマークする欄があります。問題番号及び問題文に従っ
て正解と思われるものを１つだけ選んで間違えないようにマークしてください。
(９) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。
(10) 試験中にトイレへ行きたくなった場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってく
ださい。
(11) 試験終了時刻前に解答が済み、退出する場合は、黙って手を挙げて係員の指示に
従ってください。ただし、試験開始後30分間及び終了前10分間は、退出できません。
なお、退出する場合は、周りの受験者に配慮して、静かに退出してください。
(12) 試験終了の合図があったら速やかに筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。
(13) 試験終了後、マークシートを必ず提出してください。ただし、試験問題は、持ち帰
ることができます。
なお、マークシートが提出されていない場合は、失格となります。
(14) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
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問題１

マーケティングの視点から見た場合の企業の目的として最も優先されるものは、
次のうちどれか。

ア．株主利益の最大化
イ．売上高の追求
ウ．顧客の創造
エ．従業員満足の達成

問題２

マクロ・マーケティングを論じている 記述として不適切なものは、次のうちどれ
か。

ア．日本の流通システムの構造と効率性を卸売業の多段階性や小売業の零細性といった
点から考える。
イ．ある企業の広告で用いられている表現が特定の人たちに対する差別や偏見を助長す
るような内容になっていないかを考える。
ウ．警察署が振り込め詐 欺の被害を少しでも減らすために、どのような対象にどのよう
なメディアを使ってどのようなメッセージを送るべきかを考える。
エ．お金を払って肯定的なコメントを書かせたり、偽客を雇って行列を作ったりするこ
とで一般消費者の正常な判断を妨害するような企業の非倫理的なマーケティング活
動について、規制の在り方を考える。

問題３

マーケティングの視点から考えた企業理念のあり方に関する記述として最も不適
切なものは、次のうちどれか。

ア．企業は社会的存在である。そのため、社会的進歩に貢献することを企業理念に明記
すべきである 。
イ．企業の目的は、利潤の極大化にある。この目的を企業理念に表現すべきである。
うた

ウ．「 企業 とは 何か 」 を 決め るの は顧 客で ある 。 顧客 志向 を企 業理 念に 謳 う べき であ る。
エ．企業は、環境変化に対応することが重要である。そのため、革新の気風尊重を企業
理念に織り込むべきである。
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問題４

新製品開発・事業化を進め る上での部門間の分担・協力及び部門間コンフリクト
の解消に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．技術部門は、新たなアイデア・技術に関して 、まず社内（営業、製造、財務、購買
部門など）に対して十分に行い、社内の理解、協力を得ることが肝要である。
イ． 営業 部門 は「 技術 部 門が 市場 ニー ズに 合わ な いも のば かり 作る 」、 技 術部 門は 「よ
いも のを 作っ て も営 業部 門の 売り 方が ま ずい 」、 財務 部門 は「 投 資の 割に は業 績が 上
がらない」などの部門間コンフリクトが発生しやすい。上級管理職の強いリーダー
シップでこうした不満を表面化させないことが重要である。
ウ．「 若 い技 術者 を顧 客 へ同 行さ せる と、 つい 本 音（ 性能 ・品 質上 の懸 念 ）が 出て 商談
が壊れることがある」との、営業部門の不満の意向を受けて、技術部門では顧客に
対応するのは特定のベテランのエンジニアに限定した。
エ．新製品開発の効率を上げるために、技術部門は関連部門との接触を減らして研究に
専念し、開発案完成後、関連部門に説明・説得を行う。

問題５

事業部制に関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．事業が多角化し、利益構造や事業ドメイン、マーケティング・ミックスが異なる複
数の事業を、同じ体制では行い難い場合に採られる組織形態である。
イ．事業部には、ブランドに関する意思決定や利益計画等の 大きな権限と責任が与えら
れる。
ウ．社員は、所属する事業部への帰属意識が高く、担当製品への愛着心が強いことから、
高いモチベーションを生み出し、事業部の発展につながる。
エ．事業部間の連携や情報交換が盛んになるとともに、複数の事業部（製品）を経験し
た幅広い人材が必要となることから、事業部間における人事異動も積極的に進めら
れる。

問題６

市場環境の変化に対する企業の対応事例において、タスク環境への対応に関する
記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．政府は、我が国の温暖化ガスを削減する目標を掲げており 、これに対してＡ社は、
自社の中期及び長期の製品戦略を全面的に見直すことに決めた。
イ．世界的経済危機の影響を受け、Ｂ社の売上げも前年比４割減となり、先行き回復の
見込 み も全 く 立た ない 。 そこ で 、苦 渋 の選 択と し て、 2,000名 の希 望 退職 者を 募 るこ
ととした。
ウ．少子化の影響を受け、Ｃ社が従来から主力としてきた小・中学生向け教育プログラ
ムの業績が落ちる一方である。そこで同社は、教育のターゲットを小・中学生に限
定せず、全ての人を対象とした生涯教育プログラムを展開することとした。
エ．従来、高性能・高機能化を 狙った製品が主流であった市場に対し、競合企業が楽し
さ・面白さを主眼とした新製品を投入し、急速にシェアを伸ばしている。これに対
抗する製品を開発するため、Ｄ社は開発要員を大幅に入れ替えることとした。
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問題７

市場環境変化への対応に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．消費者が望む必要なときに、必要な物を、必要なだけ、提供できるマーケティン
グ・ミックスを理想とし、消費者の好みの傾向や売れ筋情報を製品企画・生産計画
へ取り入れていく。
イ．画期的新製品の導入期には、革新的購買者向けに高価格で販売できるが、 成長期、
成熟期では市場環境（好・不況、競合等）に合わせた価格政策が必要となる。しか
し、安易な値下げは市場に種々のマイナス要因をもたらす場合もあるので、要注意
である。
ウ．収支バランスの限界まで販売員数を増やし、好みの変化や代替品の出現時にも、強
力な販促や人的販売で在庫を販売できる体制を整えておく。
エ．小規模の卸や小売店は、垂直的マーケティング・システムへ参加し、単独では困難
な環境変化に合わせた店作りや品ぞろえ、共同販促、販売ノウハウを獲得するケー
スが見られる。

問題８

複数の事業を展開している企業におい て、企業レベルでの全社戦略の焦点として
不適切なものは、次のうちどれか。

ア．企業内における事業間のシナジーの創造と維持
イ．資源配分
ウ．事業別マーケティング戦略
エ．全社的目標の明示

問題９

ターゲット・マーケットを選定することで期待される効果として不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．技術開発するために既存特許が活用できる。
イ．製品企画のための顧客ニーズが鮮明になる。
ウ．情報伝達に利用する媒体選択が明確になる。
エ．販売するための流通チャネルが限定できる。
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問題10

以下に示す「１～４」の記述は、ある企業でＳＷＯＴ分析を行った結果、抽出さ
れた 項目 の 一部 で ある 。「Ｓ －Ｗ － Ｏ－ Ｔ」 の 順 序と して 適 切な もの は 、 次の うち
どれか。

１．景気の低迷で、市場の伸びは横ばいである。
２．自社の省エネ製品は、他社より知名度が高い。
３．環境問題への関心が高まっている。
４．自社の営業所は、関東に集中している。
ア．４－１－２－３
イ．３－４－２－１
ウ．２－４－３－１
エ．１－３－２－４

問題11

サービス・マーケティングにおけるインターナル・マーケティングの考え に関す
る記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．顧客の獲得よりも顧客の維持に主眼を置くべきという考え
イ．サービス提供者 である従業員の満足向上を経営指標の一つと捉えるという考え
ウ．サービス・マーケティング・ミックスの要素間の整合性を保つべきという考え
エ．サービス提供者と顧客とのインタラクティブが顧客満足につながるという考え

問題12

マーケティング・ミックスに関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．企業のマーケティング活動が、所期の成果を上げたか否かを測定するための調査手
法である。
イ．マーケティング目標に対し 、企業が全社一丸となるように行う意識改革である。
ウ．ターゲット市場におけるマーケティング目標を達成するために、企業が使用するマ
ーケティング要素の組合せである。
エ．企業がマーケティング戦略を立案するに当たって、各種の情報を混合し、分析する
ことである。

問題13

マーケティング・ミックスの構成要素 の組合せとして不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．広告
イ．顧客
ウ．品質

パブリシティ
競合企業
機能

人的販売
取引企業
デザイン

販売促進
市場機会
ブランド名

エ．価格

値引き

利益幅

支払条件
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問題14

様々なマーケティング意思決定の場面で活用されているリサーチ手法に関する 記
述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．製品やブランドのポジショニングを調査する際には、市場内で認知されているブラ
ンド間の類似性データを多次元尺度構成法にかけることで、知覚マップを作成すると
よい。
イ．製品コンセプトの開発の際には、自由な発想や意見を得るために、比較的大規模な
アンケート調査を実施することが望ましい。
ウ．消費者の様々な属性データを因子分析やクラスター分析に かけることで、市場細分
化の基準を抽出することができる。
エ．広告の効果は、ＡＩＤＭＡモデルやＤＡＧＭＡＲモデルといった広告効果モデルを
使って測定されることがある。

問題15

標本調査及び標本の抽出に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．標本調査の方式を採用すると、 全数調査の場合に比べて 母集団の特性を正確に知る
ことは難しくなる。
イ．マーケティング調査の場合、全数調査の方式よりも標本調査の方式 の方が採用され
ることが多い。
ウ．スノーボール抽出法は、無作為抽出を繰り返すことで被験者を雪だる ま式に増やし
ていく標本抽出法である。
エ．標本の抽出フレームとして住民基本台帳や電話帳を利用することが多いが、住宅地
図を使うような方法もある。

問題16

データの分析処理に関する記述として 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．２次データの場合は既に統計資料の形になっているものが多いため、１次データに
比べると分析の自由度が低い。
イ．マーケティング・リサーチで利用されている分析手法の中には、３つ以上の変数の
間にみられる関係を分析することができるような手法はない。
ウ．データが量的なものであるのか質的なも のであるのかを把握しておかないと、分析
手法の適切な選択に支障をきたす。
エ．より有効な分析を展開していくためには、単純集計などデータを要約することから
始めるべきである。
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問題17

複雑な消費者心理を理解するための調査方法に関する記述として最も不適切なも
のは、次のうちどれか。

ア．消費者がなぜその商品・ブランドを購入するに至ったかのプロセスを理解するには、
定性調査が望ましい。
イ．消費者の購買動機を明らかにする代表的な調査方法には、グループ・インタビュー
やデプス・インタビューがある。
ウ．グループ・インタビューは、年齢がおおよそ同じでも、男女が一緒のグループを構
成するのは避けるべきである。
エ．グループ・インタビューの場合、テーマ内容が充実・活発化するのでグループ内に
専門家がいることが好ましい。

問題18

ライフスタイル・セグメンテーションでの細分化の焦点 として不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．配偶者の有無や子供の成長段階
イ．自分を取り巻く環境についての意見
ウ．時間の使い方
エ．関心が向けられている事柄

問題19

ライフスタイルに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ライフスタイルは、人口統計的に同じカテゴリーに分類される人々の間でも異なり、
それぞれの人の活動、関心、価値観などに表れる生活パターンである。
イ．ライフスタイルは、核家族化、少子化、高学歴化、女性の社会進出など 様々な諸要
因によって変化する。
ウ．ライフスタイルは、市場細分化のための重要な変数の 一つであるが、その分類の方
法として、ＶＡＬＳの略称で知られている手法がある。
エ．ライフスタイルは、 その分析の重要性が増しており、グローバル化する世の中で、
人口統計的及び地理的な情報の代わりに用いられるようになっている 。

問題20

製品は耐久性、有形性、用途等、 様々な 特性を基準に分類することができる。製
品分類とマーケティング戦略との関係に関する記述として最も適切なものは、次
のうちどれか。

ア．非耐久財は耐久財と比べて、製品に対する保証やアフターサービス、販売者に対す
る信用が重要となる。
イ．サービスよりも有形の製品の 方が、需要変動への対応が困難である。
ウ．産業財よりも消費財の 方が、時間をかけた説明や交渉への対応が必要になる。
エ．買回品よりも最寄品の 方が、様々な場所で手に入るように流通チャネルを構築する
必要がある。
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問題21

ブランド要素とは、他の製品（サービスも含む）との差異を明確にするための要
素である。ブランド要素とし て不適切なもの は、次のうちどれか。

ア．ネーム
イ．キャラクター
ウ．スローガン
エ．イメージ

問題22

製 品ミ ック スを 考える には 、「 ①製 品ミ ックス の長 さ 」、「 ②製 品 ミック スの 幅・
広 さ 」、「 ③ 製 品 ミ ッ ク ス の 深 さ 」 等 の 観 点 が あ る 。 以 下 に 示 す ＜ 想 定 条 件 ＞ に お
いて、「②製品ミックスの幅・広さ 」として適切なものは、次のうちどれか。

＜想定条件＞
Ｘ社は、ビールで５ブランド、清涼飲料で３ブランド、ワインで２ブランド、ウ
ィスキーで４ブランドあり、それぞれのブランドがアイテム数３種類を持っている。
ア．３
イ．４
ウ．14
エ．42

問題23

需要志向型価格 の価格設定に関する記述 として不適切なものは、次のうち どれか。

ア．高級ブランドや高級宝飾品などに設定された価格 は、消費者にとって高品質、高級
感などの価値を印象 付ける働きをするように 、意識的に高い価格を付ける。
イ．ガムや自動販売機の清涼飲料水など特定の商品には 、長期間にわたる慣習によって
価格が維持されており、消費者はその価格をごく自然に受け入れている。
ウ．キリのよい数字より、 98円、980円、1,980円などの価格を付けて安いという印象を
与えることで、購入を促す。
エ．ガソリンスタンドの価格設定に 見られるように、同一エリアの他店の価格設定情報
をキャッチして、それよりも安い価格を設定する。
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問題24

以下に示す＜事例＞に基づいた場合 、この価格政策を採用するに至った 理由とし
て不適切なものは、次のうちどれか。

＜事例＞
化粧品メーカーのＺ社は、新製品Ａを開発した。新製品Ａは、成分の効果が確認
されており、特許を取得している。新製品Ａの価格設定を行うに当たっては、上澄
み吸収価格政策を採用することとした。
ア．新製品Ａは、特許成分の効果が確認されており、競合他社は早期に類似品の市場参
入が難しいと考えたため。
イ．開発に多額の費用を掛けているので、早期に売上数量を伸ばすことで利益獲得を狙
うため。
ウ．新製品Ａは需要の価格弾力性が小さいと想定され、比較的高価格でも需要はあると
考えたため。
エ．高級イメージのブランドに育成することとし、ターゲットを富裕層に設定したいた
め。

問題25

マーケティ ング・チャネルの選択に関する記述として 適切なものは、次のうちど
れか。

ア．地理的に分散して多くの潜在的顧客が存在し、１回の注文量が少ない場合、短いチ
ャネルが選択される。
イ．製品価格が高く、技術特性が高くメンテナンスや修理に専門的な知識を必要とする
場合、長いチャネルが選択される。
ウ．販売業者の協力が得やすく、製造業者が製品を市場に広く流通させたいと考える場
合、長いチャネルが選択される。
エ．製造業者の資金力が高く、チャネル統制したいと考える場合、長いチャネルが選択
される。

問題26

チャネル・コンフリクトの基礎に関する記述として最も不適切なものは、 次のう
ちどれか。

ア．チャネル・コンフリクトが発生する理由は、チャネルを形成する一体感のパワーと
専門的知識のパワーの行使である。
イ．役割の相違ではなく、役割認識の相違がチャネル・コンフリクトの原因の一つであ
る。
ウ．チャネル・リーダーはパワーを持つものであり、パワー基盤の源は報酬のような経
済的なパワーだけではなく、魅力や信用のような非経済的なパワーもある。
エ．垂直的な相互依存の程度が低い場合には、交渉によってコンフリクトを解決するこ
とができる。
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問題27

以下に示す項目において、 物的流通機能として不適切なものは 、次のうち どれか。

ア．輸送・保管
イ．荷役
ウ．包装
エ．取引

問題28

ロジスティクス機能を専門業者に委託するよりも自社で遂行する理由として 不適
切なものは、 次のうちどれか。

ア．機能遂行に規模の経済が大きく働くため。
イ．需要の不確実性が高いため。
ウ．機能遂行の成果の評価が難しいため。
エ．自社工場の近くに物流設備が必要であるため。

問題29

以下 に示 す物 流 機能 に関 する 記述 にお い て、（
せとして適切なものは、次のうちどれか。

）内 に当 て は まる 語句 の組合

小売店で製品のバーコードをスキャンするだけで、その製品の価格や買い物の合計
額、 その 製品 の在 庫数 ま でも が計 算さ れる 。こ れ らは、（ ① ） シス テ ムと 呼ば れる
ものであるが、この（ ① ）システムと（ ② ）と呼ばれるオンライン補充発注シ
ステムとを連動させることにより、単品別の売上データと在庫データを基に、正確な発
注を行い、適切な在庫量を維持することができる。
また 、こ の（ ② ）は 、通 常、（ ③ ） とい う情 報伝 達シ ス テム と連 動し 、取 引
企業のコンピュータに繋がっており、どの地域のどの 店舗が、どのくらいの在庫を持っ
ていて、どのくらいの売上実績を上げているか等の情報を、瞬時に伝達、処理するよう
になっている。
（ ③ ）は、商取引を行おうとする企業同士が、標準化されたルールによって、
オンラインでコンピュータ相互のデータ交換を行うことである。
ア．①：ＥＤＩ
イ．①：ＰＯＳ
ウ．①：ＰＯＳ

②：ＰＯＳ
②：ＥＯＳ
②：ＥＤＩ

③：ＥＯＳ
③：ＥＤＩ
③：ＥＯＳ

エ．①：ＥＤＩ

②：ＥＯＳ

③：ＰＯＳ

問題30

パッケージングの果たす役割に関する記述として最も不適切なものは 、次のうち
どれか。

ア．ブランドを識別する。
イ．需要の価格弾力性を高める。
ウ．製品の消費を支援する。
エ．記述的及び説得的な情報を提供する。
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問 題 31 以 下 に 示 す マ ー ケ テ ィ ン グ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 概 念 に 関 す る 記 述 に お い て 、
（
）内に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
マーケティング・コミュニケーションの概念とは、営業担当者による説明活動や、
各種メディアを活用した広告活動など様々なプロモーション手段を通じて、売 手の提供
財の（ ① ）を市場に伝え、買 手の（ ② ）を喚起し、速やかなる購買を促し、さ
らには購買後の満足感を抱かしめ、その提供 財や提供企業に対する長期的な（ ③ ）
の醸成・維持を目的とする概念である。
ア．①：属性
イ．①：属性

②：共有
②：欲望

③：イメージ
③：好感度

ウ．①：魅力
エ．①：魅力

②：共有
②：欲望

③：イメージ
③：好感度

問題32

以下に示す＜事例＞に基づいた場合、 新製品発売前に話題を作るコミュニケーシ
ョン手法の核として最も 適切なものは、次のうちどれか。

＜事例＞
最近では、新製品の本格発売の前に、従前にいくつかの話題性のある製品情報や
コンテンツを提供したコミュニケーションを、対現場営業及び対マスメディアやソ
ーシャルメディアに展開することにより、大きな成果を上げてきている。その結果、
消費者や流通販売の現場で発売前に既に話題となって当該新製品情報やコンテンツ
が浸透し、来店促進、購入促進、予約販売等への大きな成果やブランド・イメージ
の醸成・信頼につながっている。
ア．ＳＰコミュニケーション
イ．広告コミュニケーション
ウ．パブリシティ・コミュニケーション
エ．人的コミュニケーション

問題33

プロモーション戦略におけるコミュニケーションの成功条件 に関する記述として
最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．メッセージは、意図した受け手の注目を引くように計画し、伝えられなくてはなら
ない。
イ．メッセージは、意図を伝えるために、送り手と受け手の共通の経験を基に文章化し
なければならない。
ウ．メッセージは、受け手の情報ニーズを満たす方法を示さなければならない。
エ．メッセージは、受け手が望ましい反応をするように心を動かされたとき、その所属
集団の状況にふさわしいようなニーズを増す方法を示さなくてはならない。
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問題34

プロモーション・ミックスにおけるプル戦略 に関する記述として 最も適切なもの
は、次のうちどれか 。

ア．ブランド ・ロイヤルティの高い商品向き
イ．詳細説明が必要な商品向き
ウ．競合商品と差別化が図られていない商品向き
エ．知名度が低い商品向き

問題35

以下に示す市場における生産者と消費者との一般的な隔離（ギャップ）に関する
記述 にお い て、（
） 内に 当て は まる 語句 の 組 合せ とし て 適切 なも の は 、次 のう
ちどれか。

・（ ① ）が解消するまで、取引は完了しない。
・生産者と消費者が近づくほど、（ ② ）は狭まる。
・生産者が設定したい価格と消費者の支払意向との間には、（ ③ ）が存在する。
・消費者が、欲しい商品の供給者（生産者・小売店）について知らない場合は、
（

④

）が大きい。

ア．①：価値的隔離
イ．①：価値的隔離
ウ．①：所有権的隔離
エ．①：所有権的隔離

問題36

②：時間的隔離
②：空間的隔離
②：時間的隔離
②：空間的隔離

③：所有権的隔離
③：所有権的隔離
③：価値的隔離
③：価値的隔離

④：知覚・情報的隔離
④：品ぞろえ的隔離
④：品ぞろえ的隔離
④：知覚・情報的隔離

卸売業に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．仕入れた商品を小売業者や卸売業者等の再販売業者に販売することを業としている。
イ．卸売業者の事業所数は減少を続けていたが、 小売店の増加に伴い、卸売機能の必要
性も高まって、最近は僅かであるが、増加 傾向に 転じている。
ウ．卸売業の形態は様々であるが、卸売業者を広義で捉えると、所有権が移転されるこ
ともあれば、されないこともある。
エ．１次卸、２次卸、さらに、それ以上の卸売段階を形成することがある。

問題37

小売り及び小売業者に関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．小売りとは、商品やサービスを最終消費者へ直接に販売することである。
イ．生産者や卸売業者であっても、インターネットなどで最終消費者に直接販売した場
合は、小売業者となる。
ウ．商品を少量ずつ小分けして販売すること を小売りという。
エ．生産者と消費者の間に存在する所有権的隔離を解消するのは、小売業者独自の役割
である。
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問題38

小売店舗の商品陳列方法に 関する記述として一般的に最も適切なものは 、次のう
ちどれか。

ア．動きが早い商品は、希少性を高めるためフェイス数を少なく取る。
イ．空きスペースには、商品の関連性にとらわれずできるだけ多くの商品を陳列する。
ウ．ディスプレイは、こまめに変更できるよう手をかけ過ぎないようにする。
エ．同じ種類の商品は、ＮＢ（ナショナルブランド）品とＰＢ（プライベートブラン
ド）品の売り場を分けて陳列する。

問題39

サービス商品の一般的な特性である「一過性」 への対応策として 適切なものは、
次のうちどれか。

ア．ホテルでは、従業員によって異なる接客技術を一定水準に保つために、研修を実施
している。
イ．エステティック・サロンでは、施術の品質をアピールする ために、利用者の声をイ
ンターネットで紹介している。
ウ．学習塾では、部活で授業を欠席した生徒に対しても、授業を収録したＤＶＤで学習
できるようにしている。
エ．レストランでは、休日やランチタイムの混雑時にもスムーズにサービスを提供でき
るように、パート・スタッフを活用している。

問題40

サービス業及びサービスの特性 に関する記述として不適切なものは、次のうちど
れか。

ア．サービス業は、第一次産業、第二次産業には分類されない第三次産業 に分類され、
そして、労働集約性の高い業種が多く含まれている。
イ．サービス 業は、提供するサービスの品質をいかに安定的に確保できるかということ
が、経営に多大な影響を及ぼす。
ウ．サービスの特性の一つとして目に見えないことが挙げられ、 提供者と顧客の間で情
報が非対称になりがちである。
エ．サービスは、非常に需要が安定しているので、需要の変動に対して供給の調整は容
易である。
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