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１，個人情報保護関連法規・規格への対応と要点

設問１　　個人情報保護法の狙い　　

　ITが進展する社会では、膨大な情報は簡単にコピー～持ち出しが可能である。
このような時代を予測して、1980年、国際的にOECDで個人情報の保護対策が
８原則と共に提唱、日本でも２００５年に、「個人情報保護法」が施行となった。
この詳細は解説編で詳しく解説させていただくが、まず、設問の段階では、個人情報が漏洩すると、
個人情報を管理、保護する企業や機関にどのような罰則や、影響が及ぶか？また、漏洩された情報
により顧客にどのような影響が出るか？について、要点を記載して下さい。

記載欄



　ＯＥＣＤの８原則 「１９８０年プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」

① 収 集 制 限 の 原 則 ： 情 報 主 体 に 通 知 と 同 意 を 求 め た も の

②データ内容の原則：利用目的に沿った正確・完全・最新を求めるもの

③目的明確化の原則：収集目的と利用目的の合致

④利用制限の原則：目的外利用の禁止

⑤安全保護の原則：安全管理保護措置対策

⑥公開の原則：データ収集の実施方針の公開～データの存在

　　　　　　　　　　　　　　利用目的、管理者等の明示

⑦個人参加の原則：データ主体に対するデータの所在、内容の確認～

　　　　　　　　　　　　　　異議申し立て

⑧責任の原則：データの管理者は諸原則の責任を有する

２００５年　個人情報保護法の施行

　　　各省庁のガイドラインへ

　　OECD８原則誕生の要旨



各種情報セキュリティシステム　　

Ｐマーク JISQ１５００１

ＩＳＯ／ＩＥＣ

２７００１

認証機関による評価

ＩＳＭＳ：Ｉｍｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

　　　　　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ
マネジメントシステム

　　システム運用、ネットワーク、施設、コンプライアンス、生産情報、物流情報……を含む

ＩＴ面に限った

認証

ＴＲＵＳＴｅ

Ｗｅｂサイトを通じて収集する個人
情報及び第三者個人情報の保護

個人が持つ個人情報の範囲に規定したもの

BS7799-2を日本語訳をした規格であり、２００５年１０月に国際規格化されたもの
顧客情報を扱う組織に対し、他のISOの規定同様に、誰が何をすべきかを決め、
マネジメントシステムとしての運営を定め、監査からレベルアップへ向ける

大量の個人情報を扱う事業体が個人情報の取得から保護を完全にする対策
個人情報保護が中心となる。



個人情報

取得・収集するとき

利用目的の伝達及び
取得方法等を規定

15条（利用目的の特定）
16条（利用目的による制度）
17条(適正な取得）
18条（取得に際しての利用目的の通知）
31条（苦情の処理）

個人データ

　取得した後

正確性の確保、安全管
理（従業員の委託先の
監督を含む）、第三者
提供の制限等を規定

19条（データ内容の正確性の確保）
20条（安全管理措置）
21条(従業員の監督）
22条（委託先の監督）
23条（第三者提供の制限）

保有個人

　データ

　本人に対する義務
利用目的の通知と開示、
訂正、利用、停止等を規定

24条（保有個人データに関する事
項の　　　　　公表等）

25条（開示）
26条(訂正等）
27条（利用停止等）
28条～30条（理由、手続きなど）

個人情報保護法の構成



設問２　　個人情報保護の対象

３，個人情報保護法を犯した時

　の影響は？

　①行政面？

　②社会通念？

２，プライバシー情報とは？

１，個人情報の対象は？

　　　　　　　　　　　記　入　欄　　　　　設　　　問

　個人情報、プライバシー情報、個人情報保護法を犯した時、という３点に関して、下表にその要点を
記載して下さい。



　あるスーパーマーケットがメニューの充
実のため、顧客アンケートを取っていた
が、この情報を使って、勝手にＤＭを出
した。お客様から「ＤＭを送る許可はしな
かった！」と苦情をもらった。

　Ａさんは、出版社で書籍に読者アンケー
トを入れ、戻ってきたものを外部業者に
頼んでデーター入力してきた。ところが、
そのデーターがネット販売、マスコミでも
取り上げられ、大問題となった。

ケース１　ＤＭの発送

ケース２　外部業者の管理

個人情報保護法を用いた判断？

記入欄

記入欄

設問３ｰ①　そこが危ない個人情報漏洩問題　　

　個人情報の漏洩は、個人と情報を扱う企業や機関などに大きな問題を発生する。このため、漏洩
を犯罪として扱う｢個人情報保護法」が日本でも施行されているが、下に示されたようなケース１～４
に対し、法ではどのような裁定が下されるか？を記載して下さい。



　ある銀行に働くＡさんに、お客様と思われ
る人から問い合わせが来た。自分の名を名
乗り、契約内容の詳細を教えて欲しいと求
めた。その対応に時間がかかる時、その方
は大いに怒り、Ａさんに強い調子でくってか
かったため、Ａさん、大急ぎで契約内容を話
した。だが、これは別人であり、本当のＡさん
は大変な被害を受けた。

　ある会社に勤めていたＡさんは、残業で顧
客データーの処理ができないため、自宅に
持ち帰り作業していた。法に触れる？

ケース３　なりすまし

ケース４　紛失

記入欄

記入欄

個人情報保護法を用いた判断？

設問３ｰ②　そこが危ない個人情報漏洩問題



２，ケース・スタディを用いたセキュリティ解析

設問４　　リスク対策の実務

個人情報保護も
「予防に勝る消化
無し！」対策が
重要！

　個人情報保護対策の要点は予防である。では、予防に当たって、リスクを
どのようにとらえ評価してゆくか？という内容について記載して下さい（リスク
対策の解析は後の設問で行います）。

記載欄



設問５　　　個人情報を盗む手法の理解　　

　個人情報漏洩問題は各社で周到な対策を進めてきたにも係わらず、時々新聞を騒がす
例が後を立たない。「悪人は個人情報を盗むため、常に、狙っている」という性悪説に立ち、
では、どのような犯罪や個人情報漏洩内容があるか？について個人情報漏洩や、PC上の
犯罪の存在について解説して下さい。

記載欄



設問６　　スポーツセンターの情報分析　１／３

　個人情報保護は、漠然と問題をとらえて対策したり、個々に起きる事例を見て
モグラ対策的に対策を積み重ねる方式もあるが、両者とも余り有効な対策ではない。このため、事例を
目前に、『情報工程』を分析して、①リスクの存在が各種の情報の扱いのどこに存在するかを明らかに
した後、②リスクの程度を評価して、③有効な対策を探す、または、創案して適用する、という対策が
各所で行われてきた（個人情報保護内容の適正判定や監査もこのデーターベースをもとに行う）。
そこで、下記、ケース・スタディを題材に、情報工程分析の進め方を例示して下さい。

　【企業概要】
社名：Ａスポーツセンター㈱
業種：アスレチックを中心とするスポーツ施設
規模：資本金5000万円　正社員20名　アルバイト100名
事業内容：首都圏を中心にスポーツクラブを展開、アスレチック、エアロビ、～水泳まで多数
の方々（会員）の方を得て活動

【会員登録】以下、個人情報の処理に関する内容を詳説することにする。
１．＜通常の会員カード会員＞
　このスポーツセンターは会員制である。最初の登録の際には会員登録が必要となるが、まず、
会員登録用紙に必要項目を記入し、カウンター担当者に提出していただく、なお、記入する
項目は下記のとおり。

・ ①氏名、②住所、③自宅電話番号、④ 携帯電話番号※　⑤生年月日、⑥ 職業（会社員・
　　自営・専門職・学生・その他　の中から選択）、⑦ 勤務先名、⑧ 勤務先住所、
　　⑨ 勤務先電話番号、※ は任意入力項目を示す。



設問６　　スポーツセンターの情報分析　２／３

　なお、会員登録用紙には下記のような文言が掲載されている。
「お客様からいただいた個人情報は、顧客の管理のために利用する。また、お客様への新メニ
ューやイベントなどのご案内、その他サービスの提供にも使用させていただく場合がある。」

新規入会の際には、本人確認のため運転免許証・学生証・健康保険証などをコピーさせていた
だいている。
　カウンター担当者は記載事項に漏れがないことを確認すると、カウンター下の引き出しに用
意してある、会員カードを一枚取り出し、カードに記載されている会員No.（カードNo.）を
会員登録用紙に記入する。その後、その場でカードの裏にお客様ご自身にお名前を書いていた
だくお願いをする。
　２．＜クレジットカード機能つきカード会員の扱いについて＞
　会員カードで、お支払いが自動的に銀行振込の場合、ＱＲＬ社と提携し、クレジット機能つき
のカードも発行している。お客様が初回会員登録の際にクレジット機能つきのカードをご希望
された場合は、専用の会員登録用紙兼クレジットカード申し込み用紙に記入していただく。
　この用紙は、複写式になっており、一枚目がクレジットカード会社提出用、二枚目がお客様
控え、3枚目がＡスポーツセンター㈱の会員登録用紙（銀行口座は複写されないようになってる。
　なお、クレジットカード申し込み用紙部分には、通常の会員登録用紙に記入する情報の他に

下記の情報も記入する必要があり、お客様にご記入願うことになる。
　　①勤務先部署名、②役職名、③勤務年数、④転職3年未満の場合は、前の勤め先の名称・
　　　所在地、　⑤配偶者の有無、⑥扶養家族人数、⑦銀行名・支店名・口座番号・銀行印

　　⑧その他（必要事項があれば記入）
　　お客様には、クレジットカード機能つきのカードが届くまでの措置として、通常の会員カード
　をお渡しし、カウンター担当者がカードNo.を会員登録用紙に記入する。また、クレジットカー
　ド機能つきカードが到着後破棄していただくようお願い～了解を得る。また、お客様控え（複写
　２枚目）をお渡しする。



設問６　　スポーツセンターの情報分析　３／３

クレジットカード申し込み用紙（複写一枚目）部分は、いったんカウンターの下の引き出し
（鍵なし）に入れておく。毎日16：00になると、クレジット会社宛の専用封筒に入れ、郵送
する（複写3枚目の会員登録用紙部分は通常の流れと同じであり、通常の会員の登録用紙と
一緒に「当日受付ファイル」にファイリングされその後のプロセスは通常の流れと全く同じ）。
　
３．【スポーツ施設の利用と開示・訂正】

　お客様がスポーツ施設を利用する際には、自分が実施したいメニューを選び、会員カードと
ともにカウンター担当者（アルバイト・正社員）に渡たす。カウンター担当者は、専用のレジ
でカードに記載されているバーコード（会員No.）を読み取り、その後メニューのバーコード
を読み取る。専用レジは回線で本社の「顧客管理データベース」と常時つながっており、各会
員のデータに下記の情報が蓄積される。
①実施メニューの日時、②メニュー内容
　ここで、もし、会費未払いの場合、画面をプリンタアウトし、そして、未払者一人一人に

支払い請求の葉書を出す。その後、プリントアウトを「未払者リスト」にファイリングする。
支払いがあると、ファイルから未払者のプリントアウトを取り出してシュレッダーで削除する。
なお、その後さらに1ヶ月以上お支払いがない場合は、もう一度支払請求の葉書を出す。なお、
それでも、支払いがない場合、本社の顧客管理部に連絡し、対処してもらうことになる。その
際に、念のためプリントアウトを本社顧客管理部宛にＦＡＸしてる。本社の顧客管理部から結
果の連絡があるか、本人から支払いがあるまで、「会費未支払者リスト」にファイリングし続
ける。なお、会費未支払者リストは鍵つきのキャビネットに保管されている。

【注釈】
　　情報工程分析の解析内容の例示はここまでだが、次ぺーじには、けれ以降の手続きも紹介
　することにする。



【参考】　　スポーツセンターの情報分析　追加１／２

　（ダイレクトメールの委託）
　その際、ダイレクトメール会社（ＡＢＣ印刷㈱）にダイレクトメール発送を委託してる。
委託責任者はマーケティング部長。会員の氏名・住所・会員No.を1～7タイプ毎に1枚ずつ
ＭＯにダウンロードする。その7枚のＭＯをダイレクトメール会社の担当者が直接取り行く。
ＭＯを預ける際には、「顧客情報委託記録簿」に委託する際の担当者名・捺印・委託年月日
・委託する個人情報の件数・委託の目的を記載する。なお、ＡＢＣ印刷とは個人情報保護に
関して、まだ、特に契約は交わしていない。
ＡＢＣ印刷は社内で特に個人情報保護に関する規定は作っていなかったが、最近個人情報

保護法に沿って、簡単なルールを設けた。例えば、紙の個人情報はシュレッダーにかけて捨
てる。机を立つときはＰＣ画面をオフにするなど、オフィス内での個人情報の取り扱いに
ついての内容である。ＡＢＣ印刷では、Ａスポーツセンターから預かったＭＯを社内で一旦
自社のシステムに読み取って使用してる。読み取ったデータは、利用した後も消去されずに
システムに残ってる。Ａスポーツセンターと取引を始めたのは2年前からであり、2年前から
のデータがシステムの中に蓄積されていることになる。また、ＡＢＣ印刷は刷り上ったＤＭ
（顧客の住所・氏名・会員番号が記載されたもの）を一時的に(有)ＰＱ倉庫の貸し倉庫に保管
している。Ａスポーツセンターは、ＡＢＣ印刷がＰＱ倉庫にＤＭを預けている事までは把握し
てない。
なお、情報登録は、個人名をアクセスして情報を登録するが、登録～確認する内容は以下

のとおりである。
　　①氏名、②性別、③生年月日、④住所、⑤自宅電話番号、⑥学校名、⑦どのようなタイプ

　　の人か（自由に記載）
合格者の履歴書は「アルバイト履歴書ファイル」に綴じられ、鍵つきのキャビネットに保管さ
れる。なお、アルバイトが辞めると同時に履歴書はシュレッダーにて廃棄さる。面接に不合格
になった方の履歴書については、店長のデスクにある「応募者ファイル」から取り出し、即刻



【参考】　　スポーツセンターの情報分析　追加２／２

シュレッダーにて廃棄する。なお、履歴書を廃棄する際には「廃棄記録簿」に廃棄した人の
氏名・年月日を記入する。採用に関する責任者は店長で、履歴書の廃棄責任者も店長である。
採用されたアルバイトは勤務初日に2時間ほど店長から業務についてのオリエンテーション
を受ける。その際に、個人情報の取り扱いに関する教育を実施する。その後、個人情報保護
に関する誓約書にサインしてもらう。

７．【廃棄】
最後にメニューを利用してから、3年以上利用がないお客様情報は廃棄することになっている。
まず本社の顧客管理部門が3年以上利用がないお客様を「顧客データベース」の中から洗い出し
フラグを立てておく。その後、各店舗ごとに3年以上利用がないお客様のリストをエクセルで
作成し、各店舗の店長宛にＥメールで送信する。そのリストを元に、店長が「平成○年度　
入力済み顧客ファイル」から該当者の会員登録用紙（通常会員・クレジットカードつき会員共）
を抜き出す。それらをダンボールに入れ、各店舗ごとに廃棄業者に引き渡す。廃棄業者では3日
以内に廃棄され、廃棄証明が送られてくる規定が運用されている。
　その後、店長はＥメールで送られてきたリストをプリントアウトし、廃棄証明とともに本社の
顧客管理部に社内便（宅急便）で送付する。顧客管理部の担当者はそれらが送られてきたら、
該当顧客を他のサーバー内にある「未稼働顧客データベース」に移し変える。「未稼働顧客
データベース」の中の個人情報は、その後1年しても稼動しない場合は消去される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



情報レイアウトの改善例　

次の担当者へ送る

伝票A

伝票Ｂ

台帳＝ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌｧｲﾙ内容記入

計算

担当者捺印

転記

課長捺印

伝票Ａ保管

台帳捺印
～保管

納入伝票

請求書請求書と台帳
の照合～支払

台帳保管 請求書保管

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行～指示

改善前・現状分析

改善

改善例

○：正味（付加価値を生む仕事）
◇：検査（工程で品質を造り込めば不要）
→：移動は無駄、出来るだけ省略、短縮
▽：待ち、停滞（仕掛）は無駄！

　　　　改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓ　　　　　　

◇

伝票

＋

台帳

台帳/伝票保管

　例は資材と経理にまたがる改善。
かつて、伝票はｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行だったが、
内容は現場へ直接JIT納入して、
バーコードで入材処理～支払いまでを
一元管理・自動化を図った改善である。



設問の記載用紙　：　スポーツセンターの情報分析

②
業
務
の
流
れ

①かかわる方々と職制

申し込み手続き

　カード作成　

ＰＣへインプット

　保管　

　廃棄　

　申込者 　受付者
D/Bイン
プット担当 本社管理課 店長記載欄



３，「セキュリティ保護」対策の整理

設問７　　リスク対策

　個人情報の保護（漏洩）対策については、PCへの不正アクセスを中心に、犯罪や
紛失など、漏洩問題が多いため、既に経済産業省のガイドラインが提示されている。
では、その要点を記載して下さい。

記載欄



設問８　　PCへの不正アクセス防止
　個人情報の漏洩には、社外へ持ち出したPCの紛失～PCへの不正アクセスまで
多くの要因があるが、まず、外部からの不正アクセスは最初に対策すべき項目と
なっている。では、下記の不正アクセス手段について要点を解説して下さい。

記載欄１，アンチニー

２，ボット

３，キーロガー

４，アドウエアー

５，トラッキングクッキー

６，ウイニー

７，フィッシング

８，その他



設問９　優良各社の保護対策
　個人情報保護対策は性悪説をも含めた保護手段の適用が重要となるが、
では、先進優良企業では、この種の対策をどのように進めているか？参考に
すべき点を例示して下さい。

記載欄



４，個人情報保護対策の完備後に広げるビジネス

設問１０　IT活用と共に変化した販売法　
　アマゾン・ドット・コムはインターネットを駆使した書籍販売で有名な企業だが、
ここで行われた『ロングテール・ビジネス』はIT活用の方法のひとつとして、極め
て有名なビジネス展開となった。では、この書籍販売の特徴とはどういうものか？
その要点を記載して下さい。

記載欄



設問１１　　グーグル検索エンジン

　通販が大きく市場を伸ばす情報化社会においては、IT利用ビジネス上、グーグル
の検索エンジンのような検索システムに短時間、かつ、容易にヒットする対策が販売
の大きな条件のひとつになっている。では、この種のビジネス手法の利用において、
チェックすべき重要な点を整理して下さい。

記載欄



　通販市場

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

’９３ ’９４ ’９５ ’９６ ’９７ ’９８ ’９９ ’００ ’０１ ’０２

売
上
規
模
（
兆
円
）

通販市場規模推移
　　（日本通販協会）

注釈：１９９０年に売上が低下した理由は実用衣類を低価格で
　　　　販売してきたアパレル関係の業績悪化のためである
　　　　（中国生産に切り替えた価格低下も関係している）

　　　２４　　　　２４飲料サンスター

　　　３８　　　　２２飲料カゴメ

　　　５３　　　　４４健康食品小林製薬

上期３２　　　　　　６２衣料ワコール

　　１２８　　　　６８健康食品サントリー

　　１００　　　　９３靴・雑貨ヒラキ

　　２３７　　　１８４健康食品やずや

　　３１５　　　２５８化粧品オルビス

　　　　億円

　　５４０

　　　　億円

　　　５９３

健康食品

・化粧品

ファンケル

2003年度
売上予想

2002年度
　　売上

取扱

　商品名

　企業名

主要な製造業系」の通販事業

１．３４８兆円
　　約５１．３％



設問１２　　悪徳商法存在と防御

　「ITの利用は時間と空間を越える取り組みを可能にする」という内容を持ち、
海外を含め、24時間のサービスが可能なため、遠地からの物品購入や企業
間のコンタクトを可能にした。だが、この便利な環境を悪用する商法は後を
絶たない状況であり、偽ダイエットや使用禁止の医薬品販売など、利用者を
悩ます問題のひとつになっている。では、不正書き込みを含め、利用者が
注意すべき内容を例示して下さい。

記載欄



５，IT・マーケティング活用戦略
設問１３　　マーケティング手法展開チェックポイント　　

　IT利用より莫大な収益を得る例が時々報道されるが、バブルや花火的な
取り組みはともかく、そこには、かなり用意周到、また、特徴を生かした系統
的な取り組みが見られる。そこで、マーケッティングの手法面からの解析が
事前に必要になるが、まず、狭い市場で特徴ある製品の販売をIT活用と
共に成功させるには、バリューチェーンの思想をどのように生かすべきか？
また、どのような戦略設定が戦略展開の鍵になるか？次の事例をもとに解析
して下さい。

記載例



事例：個人業・三和メッキの例 ホームページ：「必殺メッキ職人」

【市場環境】　①研究施設は守秘義務厳格なメッキ工場を求めている。
　　　　　　　　②個人マニア的なメッキのニーズがあるが近隣にない（車、バイク、・・・）。
　　　　　　　　③ メッキ業を行う企業は多くの問題解決技術を持ち相談になれる状況だが

　　　　　　　　　　顧客とのコンタクトができない。

当面、パンフレット配布200万円ということ、
高価、しかも、顧客獲得が出来る可能性は
疑問だった。

　　　　　パンフレット配布　　　グーグル・検索エンジンの活用

ホームページの場合38万円で環境整備！
【工夫】
①よく企業に寄せられる質問をURLに載せ
　　問題解決（コンサルタント）型で顧客の
　　ニーズ対応を計画
②メッキというキーワードで検索しても検索

　　エンジンには引っかかりにくいので研究
　　・工夫した

パンフレット

検索エンジン＝広告代理店活動！
場所、時間と空間を超えたコンタクト
が可能！←　ITパワー



バリューチェーン（価値連鎖）
社内にある競争優位な源泉の発掘～活用

生産・販売・物流管理システム　

人材と人材を活かす活動

　　研究　　～　　新製品開発　　　

資材調達・系列ネットワーク

購買
調達

製造 出荷
物流

販売
ＰＲ

サー
ビス

顧
客
対
応

T：脅威O:ﾁｬﾝｽ

W:弱みS:強み

強みを伸ばし、弱みを減らすマネジメント

マッキンゼーの７Ｓ
１　戦略(Strategy)
２　組織構造（Structure)
３　システム（System)
４　人材（Ｓｔｕｆｆ）
５　スキル（Skills）
６　スタイル（Style）
７　価値観
　　（Shared　Value）

マッキンゼーの７Ｓ
１　戦略(Strategy)
２　組織構造（Structure)
３　システム（System)
４　人材（Ｓｔｕｆｆ）
５　スキル（Skills）
６　スタイル（Style）
７　価値観
　　（Shared　Value）

主活動

ハーバード・ビジネスレビューのマイケル・E・ポーター教授が提唱



設問１４　　IT時代に合ったプロモーションの変化
　右図に示したように、現在、製品のライフサイクルの
短命化に代表されるように、市場ニーズや、技術台頭
が激しい時代である。このように変化する市場ニーズ
に的確に対応するためには、 ITを活用したマーケテ
ィング情報の解析も飛躍的に早くする必要が高い。
　コンビニエンス・ストアーのセブンイレブンはこの面
の対応を系統的に行い、収益向上だけでなく、新製品
創出にITを効果的に活用してきたことが報じられる。
では、タイムリーに市場情報を解析する対策について
この種の成功企業の取り組みの要点を解説して下さい。

製品ライフサイクルの短命化の状況

＋
↑
金
額　

↓
マ
イ
ナ
ス

新製品開発６ヶ月

立ち上げ～
ピーク
　３ヶ月

終了まで
　３ヶ月

記載欄



マーケティング情報の集計・加工イメージ

市場
ニーズ
を掴む
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データ解析

関係者にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
研究開発
　～新製品化



設問１５　　　市場開拓の基本

　ITがどのように進展し、個人情報が確実に保護されても、企業トップが
明確なミッション・ステートメントを顧客志向のモノづくりと一体化していな
ければ、一時的にITで販売ヒットを出しても継続的に市場開拓～収益
確保・向上へつなげることには難が多い。では、このミッション・ステート
メントに関する必要事項を企業活動に役立つ形でまとめをお願いします。

記載欄



めげてはいけない新規開拓

期
待
す
る
市
場

3000件

見積もりに
応じて
くれる顧客

300件

問い合わせ
など、関係を
持ってくれる
　　顧客

3件

対応と評判で増える顧客

案件情報
試作依頼

見積もり提供
　　　～受注決定

　　　　　　　【原則】
１，不況であっても市場はある。
２，顧客ニーズがあるものは
　　発掘すれば当たり前の内容
３，時流にあったものは、営業力
　　　　　　　　　と、顧客の理解で
　　　　　　　　　　　ブレークする！


