禁転載複製

「中央職業能力開発協会編」

令和３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

３級 マーケティング
試 験 問 題
（13 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) 表紙に記載されている試験区分名が、受験票に記載されている試験区分名と同じか確認してください。
申請している試験区分と異なる試験区分を受験した場合は採点できず、不合格となりますので、ご注意く
ださい。なお、試験開始後に申し出られても、試験時間の延長はできません。
(３) 試験問題は、40題あります。
(４) 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。
(５) 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３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。
(６) 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。
(７) 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。
(８) 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。
(９) 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。
(10) 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。
(11) 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。
(12) 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。
(13) 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。
(14) 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。
(15) 替え玉受験、試験中に受験者間で情報を授受する行為、指定されたもの以外のものを机上に置く行為、
カンニング行為、他の受験者の迷惑となる行為、係員の指示に従わない場合などは、不正行為とみなされ
ます。不正行為とみなされた場合は、直ちに退場となり、当該期に受験する試験区分のすべてが失格とな
ります。
(16) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
(17) 試験終了後の正解表の公表、合格発表等のスケジュールは、受験票に記載しておりますので、ご確認く
ださい。

R3後-032B01-表紙

禁転載複製

問題１

企業が行う戦略 的イノベーション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．新製品の開発

：有形財（ハード）の機能的効用向上だけではなく、
無形財（ソフト）であるサービスの向上及びその

組合せで製品の付加価値を高める。
イ．新手順の導入
：製造プロセスに特化したイノベーションに重点的に
注力することで、総合競争力を高める。
ウ．新市場の開発
：環境の変化を上手くとらえて 、新しい 顧客層の発見
と創造を行う。
エ．新資源の獲得や新組織の構築：経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の獲得と活用
を行い、組織の活性化、高度化を図る。

問題２

顧客が求めているものを考察するアプローチの１つである 「手段－目的アプロー
チ」に関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．こ のア プロー チで は 、「価 格」と いう 概念 が 消費者 の行 動を引 き出 す 支配的 役割を
演じていると考えられている。
イ．このアプローチの主要な構成要素である「属性」とは、対象とする製品の物理的
特徴だけでなく、心理的な特徴も含んだ概念である。
ウ．このアプローチは、市場が時間とともに成長し 、後に衰退していくプロセスを体
系化したものである。
エ．手段と目的の関係を具体的な形で検証していく際、主成分分析 がよく利用される。

問題３

販売志向とマーケティング志向との相違に関する記述として不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．販売志向の場合は、販売及びプロモーションを手段とするのに対し、マーケティン
グ志向の場合は、統合的マーケティン グを手段とする。
イ．販売志向の場合は、工場を出発点とするのに対し、マーケティング志向の場合は、
市場を出発点とする。
ウ．販売志向の場合は、プル戦略を展開するのに対し、マーケティング志向の場合は、
プッシュ戦略 を展開する。
エ．販売志向の場合は、製品に焦点を当てるのに対し、マーケティング志向の場合は、
顧客ニーズに焦点を当てる。
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問題４

現代のマーケティング・コンセプトに立脚した考え方として不適切なものは、次
のうちどれか。

ア．企業の社会的責任を常に考慮し、消費者の生活に影響する様々な問題 （自然環境・
生活環境問題等）も含めて考えることが必要である。
イ．技術ノウハウの強みを活かし、多くの新製品を市場に送り込むことにより、売上 げ
と市場シェアとを向上させることを使命とする。
ウ．顧客の満足と、企業の利益創出とを調和・両立させる全社的努力が重要である。
エ．資本の論理、過当競争、ビジネスモラルの低下により、マーケティング・コンセプ
トが乱されることのないように、マーケティングにおける公平性、正当性、効率性
の向上を志向することが必須である 。

問題５

組織や組織設計 に関する記述として 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．組織は、分業と協業の原理に基づき、個々人の活動をより効果的に協働化させるた
めの手段と位置付けることができる。
イ．組織は人によって構成されるため、人間的要素によって否応なしに影響を受けるが、
そうした人間的要素は組織設計の段階では可能な限り排除すべきであると考えられ
ている。
ウ．著名な経営史学者である チャンドラー（Chandler,A.D.Jr.）は、組織 構造は戦略に
従うという点を指摘している。
エ．マトリックス組織は、階層や集権化を最小限度に抑える最も専門化した組織形態で
あると考えられている。

問題６

マクロ環境として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．人口統計学的環境
イ．政治・法律的環境
ウ．競争環境
エ．技術的環境

問題７

マーケティング環境における タスク環境として適切なものは、次のうちどれか。

ア．エネルギー、災害、公害など の自然に関わる要素
イ．卸売業者、小売業者など の取引先に関わる要素
ウ．経済成長、景気変動など の経済に関わる要素
エ．社会の価値観、信念、規範など の社会・文化に関わる要素
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問題８

Ａ社は、高級腕時計市場において、スイス時計メーカーなどの海外ブランドに押
され、劣勢に立たされている。同社が打つべきマーケティング戦略として最も不
適切なものは、次のうちどれか。

ア．低価格戦略の展開
イ．海外ブランドに対する差別化戦略の 採用
ウ．対象とするターゲットの見直し
エ．選択的流通戦略の実施

問題９

マーケティング近視眼に陥らないために企業がすべきこと として 最も不適切なも
のは、次のうちどれか。

ア．自分達の事業を顧客のニーズから見ること
イ．業界内の競争企業の動向を注視すること
ウ．技術革新による代替製品やサービスの出現に注意すること
エ．製品やサービスを顧客満足のための手段と捉えること

問題10

ＳＷＯＴ分析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．ＳＷＯＴ分析は、外部環境における機会と脅威の分析と、内部環境における強みと
弱みの分析とから構成されている。
イ．ＳＷＯＴ分析の結果、自社の強みと、それを活かせる機会が存在する環境は、最大
の市場機会である。
ウ．ＳＷＯＴ分析の結果、脅威があると判断された事業は、早期に撤退する ことが最善
の選択である。
エ．マクロ環境、タスク環境、自社内部環境等の多面的な分析結果から、ＳＷＯＴ分析
を行うことが重要である。

問題11

マーケティング・ミックスの要素に関する記述として不適切なものは、次のうち
どれか。

ア．要素の数や区分は学者によって異なり統一されていない。
イ．各要素の比重は業種、企業、時期等により変化する。
ウ．担当部門が違っても要素間の一貫性を保つことが重要である。
エ．企業を取り巻くマクロ環境も要素に含まれる 。
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問題12

マーケティング・ミックスの構成要素の １つであるチャネル政策に関する活動 に
含まれないものは、次のうちどれか。

ア．流通業者に向けた展示会への参加
イ．販売業者とのコンフリクトの解消
ウ．卸売業者と小売業者の選択
エ．垂直的マーケティング・システムの構築

問題13

マーケティング・ミックスの効果をより高いものにするために調査・分析する評
価項目として最も有効なものは、次のうちどれか。

ア．製品の売上げ、利益達成状況
イ．競合企業のマーケティング・ミックス
ウ．ターゲット顧客の受容性調査・購入実態
エ．広告とセールス・プロモーションの費用対効果

問題14

マーケティング・リサーチの目的や進め方に関する記述として不適切なものは、
次のうちどれか。

ア．マーケティング・リサーチの目的は意思決定を支援することであり、社会調査法や
統計学の決まりにのっとって情報を提供することだけではない。
イ．データの適時性や調査予算の制約 などを考慮すると、調査 当たりの回答者数 を多く
しさえすれば 、常に好ましいリサーチ成果が得られるとは限らない。
ウ．調査したいと思っている対象について 、事前知識が不足している場合や仮説が確立
されていない場合、まずは大規模な１次データの収集を計 画する方が好ましい。
エ．調査担当者と調査結果を使う意思決定者が別人である場合、両者は調査結果からど
のようなことが読み取れるのかということについて 、十分にコミュニケーションを
とる必要がある。
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問題15

以下に示す＜事例＞に基づいた場合、調査の方法として最も適切なものは、次の
うちどれか。

＜事例＞
会員制フィットネス・クラブＡ社は、会員の不満足度をゼロにする運動を展開し
ており、その一環として、当該クラブの利用状況に関する情報やサービス・施設に
ついての要望などを個人会員から広く収集することになった。ただし、調査期間や
調査費用などの制約から会員（約６万人）への全数調査は行わず、標本を抽出して
アンケート調査を実施することにした。
ア．受付カウンターにアンケート 票を配置し、受付時にアンケートへの協力をお願いす
る。
イ．会員名簿の中から無作為に 抽出された会員の Ｅメールアドレスにアンケート票を送
付する。
ウ．休憩スペースで休んでいる利用者に声をかけ、栄養ドリンクを無料 配布するととも
にアンケートに回答してもらう。
エ．インストラクターがレッスンの合間に直接アンケート 票を手渡し、レッスン終了時
に回収する。

問題16

データ及びその分析に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．相関分析は、変数間の関係を明らかにするための分析手法であるが、その際には定
量データが適用される。
イ．１次データは、インターネットや雑誌、統計資料のようなものに記載されているデ
ータであるため、マクロ環境を把握する際などによく利用される。
ウ．２次データは、ロー・データの形式で収集されデータの持つ情報量が多いため、適
用できる分析手法も非常に多い。
エ．定量データは分析の対象になるが、定性データはそれ自体が分析の対象にはならな
いため、定量データに対する分析結果を解釈するために補助的に利用される。

問題17

特定の刺激を与えることで、消費者の特定の行動や選択が効果的に引き出せるよ
うにすることを強化という。この強化に関する記述として不適切なものは、次の
うちどれか。

ア．痛みや苦痛といったものを除去した経験が特定の行動や選択を強化することを 、正
の強化という。
イ．バーゲンを続けざまに実施するなどの連続強化は、学習の即効性は高いものの、実
施の終了とともに効果も失われる。
ウ．最初の刺激の効果が薄れる 頃に次の刺激を与えるような強化のことを 、間欠強化と
いう。
エ．宝くじの当選のような部分強化は、効果の消滅に時間がかかるので、行動の継続性
が期待される。
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問題18

準拠集団が消費に影響を及ぼしている記述として最も適切なものは、次のうちど
れか。

ア．今年35歳になるＡさんは、近々２人目の子供が生まれる予定なので、郊外に戸建て
の家を探し始めた。
イ．Ｂさんは、これまでずっと同じ自動車メーカーの同じディーラーから車を購入して
いたため、今回もこのディーラーが勧めた車種を購入することになった。
ウ．Ｃさんは、職場の同僚たちが最近ゴルフに行き始めたので、先日、初めてゴルフク
ラブを購入してみた。
エ．来月結婚式を控えているＤさんは、結婚式を盛大に行う習慣のある地域で育ったた
め、会場の規模を式場選びの重要なポイントにしていた。

問題19

ＡＩＯ分析において採用される消費者の細分化基準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．読んでいる雑誌によって消費者を細分化する。
イ．週末の時間の過ごし方によって消費者を細分化する。
ウ．住居地区の人口密度によって消費者を細分化する。
エ．環境問題に関する考え方によって消費者を細分化する。

問題20

消費財を消費者の購買習慣という基準から、最寄品、買回品、専門品という商品
分類を提示した人物 として適切なものは、次のうちどれか。

ア．ポーター（Porter,M.E.）
イ．アンゾフ（Ansoff,H.I.）
ウ．コープランド（Copeland,M．）
エ．レビット（Levitt,T.）

問題21

ブランド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．扱っている製品ラインの標的市場が同質的で、かつ、製品ライン間のイメージや競
争地位も同質的な場合、「ダブル・ブランド」戦略が有効である。
イ．扱っている製品ラインの標的市場も、製品ライン間のイメージや競争地位も異質的
な場合、「個別ブランド」戦略が有効である。
ウ．扱っている製品ラインの標的市場の類似性も、製品ライン間のイメージや競争地位
の類似性もどちらも中くらいの場合、「企業ブランド」戦略が有効である。
エ．扱っている製品ラインの標的市場は同質的だが、製品ライン間のイメージや競争地
位が異質的である場合、「ファミリー・ブランド」戦略が有効である 。
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問題22

製品ミックス戦略の考え方として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．製品ライフサイクルの変化に 即した市場対応を行うことで 、事業の安定化を図るこ
とができる。
イ．適正な製品の組合せによって、顧客需要を増加させることができる。
ウ．最適な製品ミックスを図るには、ダイナミックに製品の改廃と新製品開発を行う必
要がある。
エ．事業の利益最大化を図るためには、製品ラインの拡大を優先しなければならない。

問題23

需要をベースとした価格設定方法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．マーケティング・ミックスの非価格的 要素を用いて顧客の知覚価値を形成し、その
価値に合わせた価格設定をする。
イ．競合企業の製品価格情報を調査分析し、競合製品に対して競争優位性を発揮できる
価格設定をする。
ウ．削減可能なコストを計算した上で、 メーカーの利益を最大化できるように価格設定
をする。
エ．製品の原価に回転率を考慮して、適正利潤を踏まえて価格設定をする。

問題24

新製品を市場投入する段階でとる浸透価格政策 に関する説明 として適切なものは、
次のうちどれか。

ア．価格を高めに設定し、プロモーションや人的販売で大々的に告知することにより、
市場シェアを獲得する政策である。
イ．低所得層にターゲットを絞り、初期に安めの価格を設定することにより、ターゲッ
ト内の市場シェアを獲得する政策である。
ウ．高額製品を好む層に 浸透するような高めの価格を設定し、早期に収益を確保する政
策である。
エ．ターゲットに魅力を感じてもらい、かつ、競合品が追随できないような低価格を設
定し、初期段階で市場を占有することを 狙った政策である。

問題25

チャネル構造に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．開放的流通は、自動車や高級ブランド品など、ブランド・イメージが重要な高額製
品に適している。
イ．製品属性が複雑で取引単価も高い製品は、比較的長いチャネルで取引される。
ウ．消費財は、生産財に比べて直接流通の比重が大きい。
エ．市場地位別にチャネル戦略をみると、一般にニッチャーはリーダーと比べてより限
定的なチャネルを採用する傾向がある 。
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問題26

開放的チャネル政策の特徴として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．市場カバレッジが高くなる。
イ．一般に、商業者マージンが低くなる。
ウ．チャネルに対するコントロール力を 高めることが難しい。
エ．メーカーと流通業者との 関係が強固になるケースが多く、チャネルの固定化につな
がる。

問題27

一般に、物流を構成する活動として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．在庫管理
イ．荷役
ウ．人的販売
エ．流通加工

問題28

サプライチェーンの効率化に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．ＳＣＭ（Supply Chain Management）とは、メーカーの在庫を削減するために、メ
ーカーが卸売業者から注文があった時点で原材料の調達を開始し、製造する仕組み
のことである。
イ．３ＰＬ（Third Party Logistics）とは、外部組織であるロジスティクス・サービ
スの提供者が、チャネルの構成員であるメーカーや流通業者と契約を結び、彼らの
ロジスティクスを請け負うことである。
ウ．ＥＣＲ（Efficient Consumer Response）は、メーカー、卸売業者、小売業者によ
る 協 働 的 な 取 組 と し て 1990年 代 に ア メ リ カ の 加 工 食 品 分 野 で 始 め ら れ た も の で 、 メ
ーカー、卸、小売の３者が情報共有することにより、品ぞろえや在庫補充の効率化
を目指すものである。
エ．ＱＲ（Quick Response）は、需要変動に対応するために、市場需要に応じた製造調
整・供給を行う仕組みであり、我が国では、アパレル産業において、流通システム
の効率化を図るアプローチとして、米国から導入された 。
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問題29

多頻度小口配送に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．多頻度小口配送は、延期の原理に 従って 在庫の移転の判断をできる限り遅らせるこ
とによって、市場リスクを削減 する方法である。
イ．製品ライフサイクルの短縮化、消費者需要の多様化による製品アイテム数の増加は、
多頻度小口配送の活用を 様々な分野の小売企業に促している。
ウ．多頻度小口配送の協力を卸売業者から得やすくするために、コンビニエンス・スト
ア・チェーンなどは、特定の地域に集中出店するドミナント戦略と呼ばれる方法を採
用することがある。
エ．従来から行われていた共同配送の仕組みに取って代わって多頻度小口配送は発展し
たが、その発展にはＰＯＳシステムやＡＢＣ分析といった技術の発達が大きく寄与し
ている。

問題30

パッケージング に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．例えば化粧水の入っている瓶を １次パッケージ、その瓶の入っている厚紙の箱を ２
次パッケージと呼ぶ。
イ．スーパーマーケットなどのセルフサービスの店舗よりも、百貨店などの対面販売の
店舗での方が、パッケージの重要性は高まる。
ウ．パッケージングは、消費者の購買に影響を及ぼすプロモーション的意味合いを持つ
ため、パッケージのデザインにおいて 、物流のことは考慮されない。
エ．技術テスト、外観テスト、販売店テスト 及び消費者テストを行った後に、パッケー
ジデザインの決定を行うことが一般的である。

問題31

プロモーションに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．自社の製品や事業の情報をニュースなどによりメディアで取り上げてもらうために
行う活動のことを、パブリシティという。
イ．広告の利用媒体として、インターネットの割合が急速に伸びている。
ウ．セールス・プロモーションは、効果が出るまでに時間が掛かるが、長期的なブラン
ド構築には高い効果を持っている。
エ．プル戦略とは、最終消費者に対して直接情報を発信することで、指名購買を喚起す
るプロモーション戦略である 。
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問題32

消費購買行動プロセスには“ＡＩＤＭＡ”という 以下に示す 階層ステップがある。
Ａ：Attention → Ｉ：Interest → Ｄ：Desire → Ｍ：Memory → Ａ：？
この“ＡＩＤＭＡ”の最後の ？ に該当する記述として適切なものは、次のうち
どれか。

ア．Assort
イ．Accept
ウ．Action
エ．Assessment

問題33

プロモーションに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．狭義のプロモーションである販売促進とは、展示会、試供品、チラシ、キャンペー
ン、景品などを指す。
イ．プロモーションは、マーケティング・ミックス要素の１つである。
ウ．一般にプロモーションの種類には、広告、 パブリシティ、セールス・プロモーショ
ンなどがある。
エ．ＰＲには、株主への情報提供を行うＩＲは含まれない。

問題34

「広告活動」「広報活動」「販売促進活動」 の組合せを示す用語 として適切なもの
は、次のうちどれか。

ア．プロダクト・ミックス
イ．プロモーション・ミックス
ウ．メディア・ミックス
エ．チャネル・ミックス

問題35

流通における隔離に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

ア．空間的隔離の解消には時間経過が必要であることから、一般的に空間的隔離と時間
的隔離は、互いに影響を及ぼす関係にある。
イ．消費者間には、商品に関する知覚上の相違である知覚的隔離が存在する。
ウ．消費者が市場価格を基準に金銭的価値を測定するのに対し、生産者は 消費者のニー
ズを勘案して提供価格を決定するため、価値的隔離が生じる。
エ．品質の悪い商品を提供する企業が淘汰されることによって、品 ぞろえ隔離は解消す
る。
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問題36

以下 の卸 売業 者 に関 する 記述 にお いて 、（
して最も適切なものは、次のうち どれか。

） 内に 当て はま る 語句 の組 合せと

従来の流通では、商品が生産者から消費者まで届く過程において、卸売業者の仲介
業務が不可欠であった。しかし、 市場の成熟と流通の効率化が進むにつれて、 流通過程
で発生するコストや過剰在庫などが問題視される こととなる。このような問題を解決す
べ く 、 卸 売 業 者 は （ Ａ ） の 必 要 性 を 指 摘 さ れ て い た が 、（ Ｂ ） に と ら わ れ て
（ Ａ ）へ向けた改革には至らなかった。
近年、卸売業者は（ Ｃ ）を徹底して彼らの遂行する機能を強化する動きが顕著
になっている。一方、効率的にその機能を遂行できない （ Ｄ ）も少なくない。
ア．Ａ：リテールサポート強化
Ｃ：生産者との連携
イ．Ａ：リテ ールサポート強化
Ｃ：情報武装化
ウ．Ａ：物流システムの効率化
Ｃ：情報武装化

Ｂ：日本的商慣習
Ｄ：卸売業者の小売業進出
Ｂ：現在の取引先との密接な関わり
Ｄ：卸売業者同士の合併
Ｂ：日本的商慣習
Ｄ：卸売業者の倒産

エ．Ａ：物流システムの効率化
Ｃ：卸売機能の絞込み

Ｂ：現在の取引先との密接な関わり
Ｄ：卸売業者の業態転換

問題37

小売業の成長の過程における法則性や規則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．アコーディオン理論：
商品を総合的に品ぞろえする小売業と、専門的な商品に絞り込んだ品 ぞろえをす
る小売業が交互に出現し循環することで小売業革新が進展するという考え方で、
その様をアコーディオンの蛇腹に例えた理論である。
イ．真空地帯理論：
市場の変化及び小売業の進展に伴って、既存の小売業者ではカバーされない市場
部分が生まれ、そこに革新的な業態の参入する余地が存在するという考えを前提
にしている。新業態は、競争の激しいところではなく、競争の少ない市場に現れ
るという理論である。
ウ．危機―変化モデル：
小 売 業 が 存 続 の 危 機 や 脅 威 に 遭 遇 し た 時 、「 シ ョ ッ ク の 段 階 」、「 防 衛 の 段 階 」、
「承認の段階」、「適応と変化の段階」を通過しながら変化を遂げると説明するも
のである。４つの段階は、危機的状況の認識、脅威減少手段の行使、 更なる発展
方法の模索、活力回復と新たな成長といった変化のプロセスである。
エ．小売の輪理論：
革新的な小売業は競争優位性を確保するために、高ステータス・高コスト・高価
格で市場へ参入する 。しかし、同様のシステムで追随する競争相手が参入し 、高
ステータスが差別化要因とならなくなることから、 低コスト・低価格へと移行す
る。この市場へは、 更に革新的で高ステータス・高 価格な小売業が参入し、これ
を繰り返す。
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問題38

スーパーマーケットの売場づくりに関する説明として最も不適切なものは、 次の
うちどれか。

ア．売場ゾーニング：
商品の配置計画は、各商品の関連性、顧客の年齢層や性別、レイアウト、採算性
などを勘案して行う。
イ．動線計画：
顧客が多くの商品と接触し 、非計画購買を促すためにも重要であり、顧客との接
点を増やすためにも従業員 動線と客動線を重ね合わせるように計画する。
ウ．ゴールデン・ゾーン（あるいは ゴールデン・ライン）：
商品群ごとの配置領域のうち、最も顧客の目に留まりやすく手に触れやすい場所
のことであり、主に目立たせたい商品や 売上げを促進したい商品を陳列すること
が多い。
エ．回遊性：
回遊性とは顧客が店内を歩き回ること をいう。回遊性を高める ことで、ついで買
いや衝動買いを促し 、購入金額の増加につながる ように計画する。

問題39

サービス業におけるサービスの一般特性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．サービスをいつ、どこで提供するか、誰が提供するかによって、サービスの質が異
なる可能性が高いことを、「サービスの経験性」という。
イ． サー ビス 需要 が季 節 や時 間帯 、天 気等 で変 動 する こと を、「 サー ビ ス 需要 の変 動性」
という。
ウ．多くのサービスにおいては、 サービスを提供する人と享受する人はその場にいなけ
れば なら ず、 サ ービ スは 提供 者か ら分 離 する こと がで きな いこ と を、「サ ービ スの 不
可分性」という。
エ．サービス提供者がサービス提供場所を移動し、同じサービスを提供することができ
ない場合があり、これを「サービスの非移動 性」という。
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問題40

サービス業のマーケティング 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．あるマッサージ店では高付加価値、高価格路線への転換を目指している。このため
にはマニュアル化によるサービス均一化、顧客回転率の向上、優雅な空間の演出な
どの取組を行うべきである。
イ．ある英会話教室では、営業時間の拡大、講師のユニフォーム統一、店舗の改修を行
った。これらは全て、サービス業のマーケティング・ミックスの一要素である。
ウ．専門人材を集める必要のある弁護士事務所は、他のサービス業に比べて、個人の能
力差が大きい、顧客との関係が長期にわたる、初期投資額が高額となるといった傾
向がある。
エ．ホテルなどの固定費の高い施設型サービス業では、施設の稼働率の平準化よりも収
益の見込める繁忙期に売上げを上げることにマーケティング資源を集中しなければ
ならない。
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