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最近の研究実績

Research Outline

フェアトレード商品のような身近なところで人に手を差し伸べられるよ
うな商品を購入してもらうにはどうすれば良いのかを明らかにしていき
ます。
This study will verify how companies can lead consumers to
products that can reach out to people in places that are closer,
such as fair trade products.

進行中の研究内容

マーケティング論、広告論、消費者行動論

Research Contents in Progress

1 ブランド情報と社会貢献情報が合わさるとソーシャルプロダクツ

の購買意図にマイナスの影響を与えることが分かっています。その
原因を明らかにし，どうすれば緩和できるのかを研究中です。

We found that the combination of brand information and social
information has a negative impact on the purchasing intent of
social products. This study clarify the factors which cause the
negative impact and how companies can improve it.
2 若い層に利用されなくなった商店街を再び利用してもらう方法を

地域愛着と顧客満足の観点から研究しています。現段階では，商
店街に強制的に関わらせるようなイベントは逆効果であることなど
を明らかにしています。

This study examines a method to have young people use
shopping mall which come to hardly be used by young
people. At the present stage, we clarified that the event which
is forced to engage in shopping malls does not produce a
desired effect on customer satisfaction.
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