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トレンド分析とディレクション制作
鈴木

康久
3年

前期

ビジネス系 選択必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
本科目は MD ディレクションプランの制作を通して戦略的なマーチャンダイジングの実践手法を学習します。シーズン毎に変化・変容してい
くファッショントレンドを的確に捉え、実践的な商品展開計画を PDCA サイクルとして、どのように立案・実行・確認・修正が行われていくか
を体系的に学習します。具体的にはシーズン毎のトレンドを多角的に分析し、MD 戦略にまとめ、バイヤー・MD 等のアクションプランとなる商
品計画・展開計画の指針となる MD ディレクション作成のフローを学習します。
担当教員の長年の実務専門分野（ファッショントレンド分析及び実行計画となるディレクション制作を担った実務経験）であり、また業界で
活躍する実務経験者を数回招聘し、専門的、実践的な学習を多角的に進めて行きます。
◆到達目標（学修成果）
・情報の溢れる現代社会の中で、必要な情報へのアクセス手法を修得していきます。
・トレンド情報、マーケット情報の分析の手法やそのポイントを実践的に学習する事により分析能力が向上します。
・バイヤー・MD のアクションプランとなる MD ディレクションの制作手法や意義を学習していきます。
・グループワークやディベートを取り入れながらシーズン毎に創出されるトレンドを多角的に考察していきます。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は卒業要件科目で、ファッションビジネス・マネジメントコースの必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

オリエンテーション
マーチャンダイジングの基本、顧客分類と戦略

予習：シラバスの確認
復習：配布資料の振り返り

30 分

2回

ファッションマーケットの把握①
ファッショントレンドの流れ、
トレンド情やマーケット情報と MD ディレクションの関係
ファッションマーケットの把握②
生活者変化、市場構造変化を捉える
国内外ランウェイからトレンド分析
ファッショントレンドから MD 計画へ①
トレンド分析ポイントの学習、MD 計画への応用
ファッショントレンドから MD 計画へ②
トレンド研究、個別演習
ファッショントレンドから MD 計画へ③
情報収集のポイント
MD ディレクション制作①
マーケットトレンド編
MD ディレクション制作②
カラートレンド編
MD ディレクション制作③
テキスタイルトレンド編
MD ディレクション制作④
テーマ編、スタイリング編
MD ディレクション制作⑤
キーアイテム編、横串 MD、プロモーション計画
MD 戦略①
広告戦略、情報発信、販促手法
戦略的な商品展開計画
MD 戦略②
ウィークリーMD、マンスリーMD、シーズンモチベーション
MD 戦略③
プロモーション計画、個別演習
学習内容のまとめ、振り返り

予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り

30 分

予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り

30 分

予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り

30 分

予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
14 回
復習：配布資料の振り返り
15 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
演習形式の期中レポートを発信、作成・提出したものを添削し、学習状況の確認を行います。
■成績評価の方法・基準
30%
授業態度・姿勢

30 分

3回

4回
5回
6回
7回
8回
9回
10 回
11 回
12 回

13 回

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）

40%
30%

外部評価・検定試験結果
0%
■教科書
指定教科書なし
毎回、学習資料を配布します。
授業形態は、①配布資料を基に講義、②パワーポイントで解説、③個人ワークとなります。
■参考文献
授業に関連した参考文献を随時紹介します。
■オフィスアワー・研究室
授業開始１時間前 4035 教室
■備考
毎回、配布する学習資料を持参してください。
授業の進行状況や招聘する外部講師の都合により、スケジュール及び授業内容が変更される場合があります。

30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分

30 分
30 分
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バイヤーの実践学
鈴木

康久
3年

後期

ビジネス系選択必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
リテール・マーチャンダイジングをバイヤー視点で捉え、バイイングの基礎的な知識からプロフェッショナル・スキルまでの広範な分野を体
系的に学習し、ファッションビジネス分野における実践力・行動力・変化対応力のある人材育成をします。
バイヤーに求められる発注計画・仕入計画策定フロー、トレンドや市場変化等の各種情報収集、MD 計数を捉えたプロフェッショナル・バイイ
ングスキル、マーケティングで注目されるクラスター分析やリモデル計画やその実践等、広範に渡る現代のバイイングについて科学的なアプロ
ーチで理解を深めていきます。
担当教員の長年の実務専門分野（国内外買い付け、ストアプラン策定、ＭＤ計画策定等の実務経験）であり、また業界で活躍する実務経験者
を数回招聘し、それらの知見を活かした専門的、実践的な学習を多角的に進めて行きます。
課題回答を通してグループワーク、ディベート、プレゼン等のアクティブラーニングを取り入れながら体験的な学習を推進していきます。
■到達目標（学修成果）
・バイヤーに対して科学的なアプローチを行う事により現代的なプロフェッショナル・バイイングスキルを修得していきます。
・現代のバイヤーの実務は広範に渡ります。それらの広範な知識や業務遂行時のテクニカルポイントを学習していきます。
・バイヤーを基点としてマーチャンダイジングを体系的に捉えていく事により専門性の高い学習効果を目指します。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は卒業要件科目で、ファッションビジネス・マネジメントコースの必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

バイヤーの基本概念
バイヤーの役割と責任、現代のバイヤーの分類

予習：シラバスの確認
復習：配布資料の振り返り

30 分

2回

バイイングの基本①
ファッションマーケットの把握、ディレクションから仮説作り
バイイングの基本②
マーチャンダイジング、商品分類
バイヤーの MD 計数①
商品サイクル、仕入形態、プライス MD
バイヤーの MD 計数②
SSP、在庫計数、季節指数、仕入計画表
バイヤーの MD 戦略①
クラスター分析、顧客分類
バイヤーの MD 戦略②
発注演習、ポイント解説・理解
バイヤーの MD 戦略③
売場展開プラン、ブロックアウトプラン、売場展開計画
プロフェッショナル・スキル①
海外からの仕入れ（海外買付）、売価設定、業務フロー
プロフェッショナル・スキル②
VMD コントロール、ウォントスリップ
プロフェッショナル・スキル③
MD 関連の法律（下請法、製造物責任法、不当表示防止法など）
リモデル計画・ストアプラン①
バイヤーの広告媒体戦略
リモデル計画・ストアプラン②
リモデル計画、ストアプラン策定、トラフィックプラン
リモデル計画・ストアプラン③
リモデル計画演習、ポイント解説・理解
学習内容のまとめ。

予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
3回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
予習：次回の課題を指示
4回
復習：配布資料の振り返り
5回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
6回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
7回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
8回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
9回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
10 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
11 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
12 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
13 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
14 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
15 回
予習：次回の課題を指示
復習：配布資料の振り返り
■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
演習形式の期中レポートを発信、課題の添削を通じて学習状況の確認を行います。
■成績評価の方法・基準
30%
授業態度・姿勢

30 分

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
外部評価・検定試験結果

40%
30%
0%

■教科書
指定教科書なし
毎回、学習資料を配布します。
授業形態は、①配布資料を基に講義、②パワーポイントで解説、③個人ワーク となります。
■参考文献
授業に関連した参考文献を随時紹介します。
■オフィスアワー・研究室
授業開始１時間前 4035 教室
■備考
毎回、配布する学習資料を持参してください。
授業の進行状況や招聘する外部講師の都合により、スケジュール及び授業内容が変更される場合があります。

30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
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消費者行動論Ⅱ
三矢

正浩
3年

前期

イノベーション必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
現実社会における消費者の行動のしくみとその背後にある個人的・社会的な影響要因について、基礎となる理論や様々な事例
研究、調査データ、各種ワークを通じて学ぶ。
■到達目標（学修成果）
消費者行動を分析的に見るためのノウハウを持ち、消費者側の視点に立った課題解決型アプローチによって、商品・事業・企
業ブランドの構築や、マーケティング戦略の立案・実施を、効果的に進めていくことのできる能力を身につけることを目指す。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
当科目はイノベーションコース必修科目で卒業要件単位です。ディプロマポリシー（学位授与の方針）については、ファッシ
ョン業界で活躍できる専門力向上に資する科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

イントロダクション、消費者としての自己分析

シラバスを読み全体内容の把握、自身の関心
整理を行う

30 分程度

2回

問題認識、欲求、動機

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

3回

情報探索、知覚

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

4回

学習、記憶

ワークシート作成

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

5回

関与、態度

ワークシート作成

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

6回

購入前評価、選択

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

7回

購買後評価、購買後行動

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

8回

内的影響要因（デモグラフィック、サイコグラフィック） ワ
ークシート作成
内的影響要因（セグメンテーション） ワークシート作成

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

10 回

外的影響要因（家族・準拠集団）

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

11 回

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

12 回

外的影響要因（時季・イベント・文化・社会） ワークシー
ト作成
新しい消費サービスと消費者行動 ワークシート作成

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

13 回

行動経済学と消費者行動

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

14 回

ペルソナ設定、カスタマージャーニー

復習：前回講義、配布資料等の振り返り

30 分程度

15 回

まとめ

復習：講義全体、配布資料等の振り返り

60 分程度

9回

ワークシート作成

ワークシート作成

ワークシート作成
ワークシート作成

ワークシート作成

ワークシート作成
ワークシート作成

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
提出したワークシートは、基本的に次回授業時や manaba 上で講評を行う。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
外部評価・検定試験結果

30%
70%
0%
0%

■教科書
特になし
■参考文献
消費者行動の知識（青木幸弘）
、１からの消費者行動（松井剛、西川英彦編著）
■オフィスアワー・研究室
オフィスアワー詳細は初回授業時に指示
【連絡研究室】ファッションビジネス流通イノベーション研究室
■備考
特になし

【45】

現代流通論
渡辺

博史
3年

前期

イノベーション必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
ファッションビジネスをめぐるイノベーションの多くが流通分野から起きている。この科目では流通の最前線で活躍する職業
人や研究者をゲスト講師に招き、オムニバス方式で開講する。対象とするのは、アパレル企業、SPA 企業を輩出したグローバル
ブランド企業、日本特有の発展を遂げたセレクトショップ、商業集積としての SC、そしてファッションテックを主導するネッ
ト企業などの担当者。担当教員は日本で唯一の日刊ファッションビジネス専門紙である繊研新聞の記者歴が長く、その経験と人
脈を活かして講義にふさわしい講師を選定する。
■到達目標（学修成果）
現代流通とイノベーションの意味的変化を理解し、修得する。ディプロマポリシーで示した変革の進むファッション流通に即
応できる感性・思考力と課題解決力などの能力とファッション流通イノベーションを推進する人材の育成を目標とする。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は、卒業要件科目の単位となります。流通イノベーションコースの学生の共通必修で、ビジネスモデル再構築など課
題発見と解決力の向上に資する科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

イントロダクション：現代流通論の概要説明と劇的に変化する現代流
通の関係性を示し、講義に臨むスタンスを説明する

予習：シラバスを読み、自身の関心を整理し
ておく

30 分

2回

6回

事例研究：旧型小売業の変遷と時代変化に合わせた革新への取り組み

7回

11 回

セレクトショップ：その概念規定と歴史的経緯について学び、業態へ
の理解を深める
セレクトショップ：生産、仕入れから流通までの仕組みの概要と特徴
について学ぶ
ショッピングセンター：その成立過程と現代流通への影響と寄与を考
える
ショッピングセンター：デベロッパー、テナント、立地開発と地域貢
献、運営
ネットショッピング：その変遷と今日的業態開発

12 回

ネットショッピング：変化を続けるＥＣビジネス

13 回

シェアリングエコノミー:急速に発展する共有経済とファッションビ
ジネスの関係性①
シェアリングエコノミー:急速に発展する共有経済とファッションビ
ジネスの関係性②
総括：現代流通とイノベーションの意味的変化：まとめと論述レポー
トの作成と提出

復習：配布されたハンドアウト（印刷物）を
通して理解を深め、次回の予習を行う
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：ハンドアウトを読み直し、理解を深め
る。予習：次回の項目を読む
復習：これまでのハンドアウトを読み直し自
身の関心を総合的に整理する
現代流通の特徴と変化について自分なりの
考え方を集約できるようにする

30 分

5回

ファッションビジネスにおける流通革新の変遷①ＳＰＡブランドの
変遷と現状
ファッションビジネスにおける流通革新の変遷②ＳＰＡとはなに
か：サプライチェーンのボトルネックを理解する
ファッションビジネスにおける流通革新の変遷③現代流通のネクス
トを探る
事例研究：旧型流通業の変遷と時代変化に合わせた革新への取り組み

3回
4回

8回
9回
10 回

14 回
15 回

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
最終回で、提出されたレポートは添削のうえ各自に返却します。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
外部評価・検定試験結果

30%
20%
50%
0%

■教科書
基本的には講義をもとに自身で作成したノートや配布資料が教科書になります。
■参考文献
授業時に指示する。
■オフィスアワー・研究室
木曜日 12 時 10 分～13 時 第 3 校舎・イノベーション研究室（3300）
■備考
この科目では原則として遅刻及び無断の離席は認めません。

30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
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ファッションエディトリアルⅡ
千代崎

寛
3年

前期

イノベーション必修

（

2 単位

演習

）

■授業の方針・概要
3 年次「ファッションエディトリアル I」をベースに編集表現とファッションビジネスの関係を学んでいく。プリントメディ
アの制作と考察を軸にメディアデザイン（情報伝達デザイン）の理解と活用を学んでいく。イメージどおりの画像を得るための
撮影テクニックから編集を経て最終プロセスまでを段階ごとに確認・検証しながら進めていく。ルックブックやカタログなどの
制作と併行して web サイトやネットワークへの応用・運用を通じてコミュニケーションとメッセージ表現のアプローチと方法を
探る。各自の思考の拡がりと表現力、社会との関係における自身の視点を準備していく事を方針とする。
■到達目標（学修成果）
1.ビジュアルイメージを具体化するための基礎的な「表現能力」を身に付けることが可能となる
2.制作とプレゼンテーションを通して「つたえる・つたわる」関係の重要性について考察や理解ができる
3.デジタル制作環境・ネットワーク環境の基礎的な理解と活用する「術」を身に付けることが可能となる
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
専門必修科目で卒業要件科目の単位となります。ディプロマポリシー（学位授与の方針）については「ファッションエディト
リアル II」はファッションビジネスの企画・提案や流通の場において活躍できる専門力向上に資する科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

予習：カリキュラム表・プリントの内容を熟読してお
オリエンテーション
エディトリアルデザインについて～（メディアリテラシー） く。

30 分

2回

DTP 演習①
カラーマッチング、カラーモード、解像度、画像調整
DTP 演習②
レイヤー、チャンネル、パスのテクニック
Web 演習
サイト作成と運用テスト
テーマ I コンテンツ制作①
自然光による撮影・補正・レタッチのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作②
人工光による撮影・補正・レタッチのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作③
グリッドシステムによるレイアウトのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作④
プリント出力から校正までのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作⑤
研究テーマ中間プレゼンテーション
テーマ I コンテンツ制作⑥
レイアウト・出力から校正
テーマ I コンテンツ制作⑦
完成データ出力と製本
テーマ II コンテンツ制作①
ラフレイアウトとプレビュー
テーマ II コンテンツ制作②
レイアウトとプレビュー
テーマ II コンテンツ制作③
レイアウトとプレビュー
まとめ・展開
テーマ I・II プレゼンテーションと講評

予習：リサーチや進行に必要なリソースの収集・準備
など
予習：画像撮影のための準備、スタイリングとロケー
ションプランの準備
予習：Web サイトのリサーチと資料収集

60 分

予習：撮影後のコンタクトシートによる選定とスタジ
オ撮影プランの準備
予習：スタジオ撮影後のコンタクトシートによる選定

30 分

予習：レイアウト資料の作成と準備

60 分

予習：プリント出力の確認と資料の収集・プレゼンテ
ーションのための準備
予習：中間プレゼンテーションをもとにプランを練り
上げる
予習：プランに沿った制作と確認・検証

60 分

予習：Web サイトのリサーチ

60 分

予習：Web サイトのリサーチと資料収集

60 分

予習：プランに沿った Web サイトの制作と確認・検証

30 分

予習：テーマ I・II プレゼンテーションのための準備

60 分

予習：制作ノート提出のための準備

120 分

3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回
15 回

90 分
60 分

30 分

30 分
30 分

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
ディスカッションとノート、プレゼンテーション時の講評などでフィードバックを行う。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
外部評価・検定試験結果

10%
45%
45%
0%

■教科書
なし
■参考文献
授業の進行にあわせて、プリントなどで適宜配布する。
■オフィスアワー・研究室
オフィスアワーについては授業初日に伝えます。先端ファッション表現研究室（目黒校舎研究棟 3F）
■備考
表れるイメージは過去に観た「もの・こと」からのみ産み出される。イメージを Output し続けるためには常に Input し続け
る必要がある。その円環する環境・システムを自分の中に構築して欲しい。
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流通イノベーション特講（ｵﾑﾆ、ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞ）
前川

祐介
3年

前期

イノベーション必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
ファッション業界は新型コロナウイルス感染症まん延のインパクトも受け、市場縮小の中にある。また、大量生産・大量消費・
大量廃棄の時代から SDGs への適合・サスティナビリティが重視されていく潮流の変化や、インターネット・情報化社会のます
ますの隆盛など、ファッションに関わる産業・労働状況はまさに岐路に立たされているといってよいだろう。
本講義では、この変化の本質をビジネスの観点で捉え、視野を広げながら「次世代のファッションビジネス」の在り方を考える。
具体的には、新しいかたちのファッションレンタルサービスを生み出しているエアークローゼットのビジネスモデルを中心的な
題材として、同事業で提供されているオンラインスタイリングの仕組みや、データサイエンスの活用方法について学び、これか
らのファッションビジネスへの活用について考える。
■到達目標（学修成果）
ファッション業界を取り巻く変化、それに伴うこれからのビジネス変容を理解することで、ファッション業界の未来に関する
様々な視点を習得する。また獲得した新しい視点を用いて「次世代のファッションビジネス」について自身の考えをまとめ、発
信できるようになることを目指す。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は卒業要件科目、学位授与科目です。流通イノベーションコースのディプロマポリシーに即した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
必要
具体的内容（予習・復習等）
時間
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
30 分
1 回 イントロダクション：この講義の概要説明
トについてレポートする。

2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回
15 回

エアークローゼットについて：事業の仕組みやビジネスの裏側など
全体像について
エアークローゼットの新規性：シェアリング・サステナビリティ・
サブスクリプション・パーソナルスタイリングなど
エアークローゼットのマーケティング・PR：マーケティングと PR の
違いについて、ブランディングの方針など
エアークローゼットの物流：エアークローゼットの物流の仕組み
エアークローゼットのデータ活用：ファッションビジネスでのデータ
活用方法をエアークローゼットの事例について学ぶ
エアークローゼットのパーソナルスタイリング：エアークローゼット
のパーソナルスタイリングの仕組み
パーソナルスタイリストと会ってみる：パーソナルスタイリストから
仕事内容や働き方を学ぶ
パーソナルスタイリングのスキル①：Test of Personal Styling
Skills の内容と必要性
パーソナルスタイリングスキル②：Test of Personal Styling Skills
の内容と必要性
パーソナルスタイリングの実習①：お客様に合わせた提案づくりに
取り組む(知識編)
パーソナルスタイリングの実習②： お客様に合わせた提案づくりに
取り組む(実践編)
次世代ファッションビジネス：次世代ファッションビジネスについて
考える(パネルディスカッションを想定)
発表会：次世代ファッションビジネスについて個人別プレゼンテーシ
ョン
総括：エアークローゼットが考える次世代ファッションビジネス
について

復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
復習：講義を振り返り、学びとなったキーポイン
トについてレポートする。
予習：次世代ファッションビジネスについての
プレゼンテーション準備。
次世代ファッションビジネスについて自分なり
に考えを持てるようにする

30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
授業冒頭やディスカッションやプレゼンテーション時の講評などでフィードバックを行う。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
30%
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70%
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
0%
外部評価・検定試験結果
0%
■教科書
「基礎からわかるパーソナルスタイリング」 日本パーソナルスタイリング振興協会 オリジナルテキスト（2200 円）最初の
授業で販売。
■参考文献
授業の進行に合わせて投影資料などを適宜共有する。
■オフィスアワー・研究室
ファッションビジネス・流通イノベーション実習室 第 3 校舎 3207 教室
■備考 授業内容は進行状況により変更することもあります。
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流通イノベーションゼミⅠ
五月女

由紀子・後藤

麻美
3年

前期

イノベーション必修

（

2 単位

演習

）

■授業の方針・概要
日本イーコマース学会の協力の元、アパレル EC 経営者の実務家教員による授業です。学生による起業が活発な、
「シリコンバ
レー型スタートアップ・ベンチャー起業」のチーム作りを理解します。数チームに分かれて、戦略的に商品企画や SNS 発信を
行い、インターネットで商品を販売します。販売結果の分析も行い、学生同士で学びあうアクティブラーニングの演習です。
■到達目標（学修成果）による
１）ファッション業界における事業立ち上げの科学的な組織論を習得することができる。
２）オンラインを駆使して売上目標や利益獲得を達成してゆくプロセスから、ビジネスの現場で求められる即戦力やビジネスで
の成功失敗といった実戦での経験値を獲得することができるようになる。
３）オンラインビジネス運営のシミュレーションを通じて、ファッションビジネス・流通イノベーションで得た知識を卒業論文
のテーマ策定に役立てることができる。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は卒業要件科目、学位授与科目です。流通イノベーションコースのディプロマポリシーに即した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

自己紹介、ゼミの説明

予習：シラバスを読む

30 分

2回

復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
予習：考察事例について課題を作成

30 分

3回

目標設定、目的設定
グループ分け
T シャツのデザインをしよう（商品企画）

4回

価格決定の大切さ（価格設定）

30 分

5回

マーケティングに必要なこと

6回

第一回 T シャツコンテスト発表

復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
予習：考察事例について課題を作成

7回

チーム分けをしよう。ショップのターゲットを詳しく考える
（CEO、CFO、CMO、デザイナーを決定）
世界中で話題のShopify の機能紹介
（スマホでショップページを作る）
実際に T シャツを作ってみよう
（デザイン完了）
実際に T シャツを作ってみよう
（入稿完了）
ショップの健康診断をしよう。
CPA（Cost Per Action）とは？
商品撮影日
（スタジオで写真撮影、モデルの小物準備、動画撮影）
商品アップ完了。ネットショップオープン。
（SNS で集客、決済機能を理解する）
第ニ回 T シャツコンテスト発表と発送業務。
（同封するお礼の手紙を作成）
販売の分析、結果発表への講評とアドバイス。

復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
予習：考察事例について課題を作成

30 分

復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する
予習：商品を完成させる。撮影準備も全
て用意する。
復習：SNS などで商品のアピールを定期
的に行う
予習：考察事例について課題を作成

30 分

8回
9回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回
15 回

60 分

30 分
60 分

30 分
60 分

30 分
60 分
60 分
60 分

復習：アドバイスから得られた
60 分
インサイトの提出
■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
チームごとのワークやプレゼンを都度評価し、シミュレーションの取組結果を発表する。課題はマナバに提出をする。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
30%
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30%
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
20%
外部評価・検定試験結果
20%
■教科書
特になし 必要に応じてプリントを配布する。
■参考文献
藤井博之著『ネットマーケティング検定 公式テキスト〔インターネットマーケティング基礎編〕第 3 版』
（株）インプレス
■オフィスアワー・研究室
ファッションビジネス・流通イノベーション実習室 第 3 校舎 3207 教室、オフィスアワーは初回授業時に指示します。
■備考
ゲスト講師の都合により、順番は変更になることがあります。
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グローバルマーケティング特講
木村

秀雄
3年

後期

イノベーション必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
グローバル化が急激に進む中、その変化に対応すべく、マーケティングも進化を遂げています。アパレル業界において、国内
外で事業を立ち上げ、経営に携わってきた実務家の視点で、グローバル・ビジネスにおけるマーケティングを論理的、かつ実践
的に学んでいきます。
■到達目標（学修成果）
グローバル市場に挑戦するために必要なマーケティング・スキルを身につけ、次なるグローバル・ビジネスを創造できるよう
になることを目標とします。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関
この科目は卒業要件科目、学位授与科目です。流通イノベーションコースのディプロマシーに即した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

イントロダクション（マーケティングの基本のおさらい）

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

2回

基礎編：グローバル・マーケティング戦略の枠組み

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

3回

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

4回

基礎編：グローバル市場環境分析、グローバル・マーケティ
ングリサーチ
基礎編：参入市場の決定、参入モードの決定

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

5回

基礎編：現地化/現地化とグローバルブランドによる展開

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

6回

基礎編：グローバル知識移転戦略、グローバル・マーケティ
グ組織の設計
基礎編：小売業のグローバル・マーケティング戦略、新興市
場に対するマーケティング戦略
中間発表/講評

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

事例研究を行う

60 分

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

7回
8回
9回

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

14 回

応用編：進むグローバル化＞グローバル・マーケティングの
目的と基本のおさらい（事例研究）
応用編：グローバル市場の把握＞文化環境、市場調査、市場
規模推定、セグメンテーション（事例研究）
応用編：グローバル市場の攻略＞マーケティング戦略、市場
参入戦略（事例研究）
応用編：グローバル市場の攻略＞製品戦略、ブランド戦略、
価格戦略（事例研究）
応用編：グローバル市場の攻略＞コミュニケーション戦略、
営業戦略（事例研究）
最終発表/講評

戦略立案を行う

60 分

15 回

まとめ

復習：講義を振り返り、レポートする

30 分

10 回
11 回
12 回
13 回

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
講義毎にレポートを提出していただきます。また、中間発表（個人、もしくはグループ）
、最終発表（個人、もしくはグルー
プ）を行っていただきます。フィードバックは可能な限り講義内で行い、ディスカッションしながら、理解を深めていきます。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
30%
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40%
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
30%
外部評価・検定試験結果
0%
■教科書
三浦俊彦、他(2017)『グローバル・マーケティング戦略』有斐閣
■参考文献
小田部正明、他(2017)『１からのグローバル・マーケティング』碩学舎
■オフィスアワー・研究室
講師控室
■備考
日程及び内容は授業の進行具合に合わせて変更する事もあります。
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フィールドリサーチ実践論（国内、海外）
山中

健
3年

後期

イノベーション必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
3 年生後期からの履修開始となります。本授業では、ファッション分野におけるフィールドリサーチのマーケティング的重
要性に鑑み、そのテーマ設定、調査手法、分析方法などついて事例をもとに伝えます。
■到達目標（学修成果）
ファッション分野におけるフィールドリサーチの方法論を理解し、実践経験の蓄積を得られる。国内・海外のストリートや
店舗観察から流通イノベーションの実際を知見する手法を修得し，卒業論文のテーマ策定への動機を促し、出来るようになり
ます。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は卒業要件科目、学位授与科目です。流通イノベーションコースのディプロマポリシーに即した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

オリエンテーション ファッションマーケットの捉え方①
業界構造とフィールドリサーチの意義
ファッションマーケットの捉え方②
消費者の意識変化と対応事例
ファッションマーケットの捉え方③
ビジネスモデルの変化と対応事例
課題の発表
対象ブランドとその企業のプロフィール作成
ファッションマーケットの捉え方④ 外部講師招聘
ファッショントレンドの捉え方（中長期トレンド）
ファッションマーケットの捉え方⑤ 外部講師招聘
ファッショントレンドの捉え方（コレクショントレンド）
小売フィールドリサーチ手法①
立地と客層の見方
小売フィールドリサーチ手法②
ロイヤルティの見極め方
小売フィールドリサーチ手法③
商品力（量、数、プライス）の見極め方
小売フィールドリサーチ手法④
商品力（プライス）の見極め方
小売フィールドリサーチ手法⑤
店頭対応力（提案）の見極め方

復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：対象ブランドの戦略をネット、書
籍でリサーチ
復習：講師のフィードバッグを参考に修
正
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：対象店舗の提案ルックをネットで
リサーチ
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：考察事案について振り返り、演習
シートを作成
復習：発表した課題を修正し、完成

30 分

14 回

小売フィールドリサーチ手法⑥
店頭対応力（サービス）の見極め方
小売フィールドリサーチ手法⑦
店頭対応力（プロモーション）の見極め方
企業戦略の見極め方

15 回

課題の発表とフィードバック

復習：発表した課題を修正し、完成

90 分

2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10 回
11 回
12 回
13 回

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
復習については授業冒頭受講生が発表、講師が講評を行う。
講義終わりには、課題レポートの提出が必要。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
30%
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70%
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
0%
外部評価・検定試験結果
0%
■教科書
授業時に提示
■参考文献
なし
■オフィスアワー・研究室
連絡研究室:ファッションビジネス・流通イノベーション研究室
出講日:月曜日
■備考
外部講師の都合により、授業内容の内容が前後したり、変更したりすることがある。

30 分
30 分
90 分
30 分
30 分
90 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分

30 分
90 分
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流通イノベーションゼミⅡ
五月女

由紀子
3年

後期

イノベーション必修

（

2 単位

演習

）

■授業の方針・概要
ファッションビジネスでは EC（オンライン）の比率は高くなり、店舗(オフライン)は新たな価値の重要性を問われ、ファッ
ション業界はニューノーマル時代の大きな転換期をむかえています。この授業では「OMO（Online Merges with Offline）
」をテ
ーマとして、ファッションおよびライフスタイル全般の商品企画から販売サービスまでのオンライン（EC）とオフライン（店舗）
の融合、シームレスな顧客の購買体験を理解します。加えて、ファッション業界で伸びているメーカーやデザイナーが直接顧客
に販売をする「D2C」の基本とブランディングを学修します。最先端の現場の実務家を講師に招いてのオムニバス形式の演習授
業になり、授業の多くはワークやプレゼンなど、今後のファッションビジネスのあり方について考察していきます。
■到達目標（学修成果）
将来の変革したファッションビジネスの現場で必要とされる人材育成を目的として、最新のテクノロジーの知識を学び、ファ
ッションビジネスの現状と問題点を把握できるようになります。この学修から、ファッション業界を俯瞰した視点で自分の将来
設計を作ることを目標とします。あわせて卒業論文のテーマ策定も目指します。
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
この科目は卒業要件科目、学位授与科目です。流通イノベーションコースのディプロマポリシーに即した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
11 回

ファッションビジネスにおける、オンライン（EC）とオフラ
イン（店舗）の融合の「OMO」の考え方
カスタマージャーニーマップの作成
消費者のデジタル購買行動マップをグループワークで作成
アパレル企業における OMO のケーススタディ①
OMO 店舗の位置づけの企業プレゼンテーション準備
アパレル企業における OMO のケーススタディ②
OMO 店舗の新規店舗プレゼンテーション

予習：シラバスを読む

30 分

復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する。
復習：企業に向けての改善提案のプレゼ
ンテーション書を作成する。
復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する。

30 分

ファッションビジネスのオムニチャネルにおける「物流」の
重要性
デジタル接客：PARCO デジタルマーケティングの指導
「ショップブログ」を作成する
デジタル接客：PARCO デジタルマーケティングの指導
「ショップブログ」のためのスマホ撮影技術
D2C とブランディングについて
ネットショップ起業とブランドの考察
Shopify を使ったブランドビジネス
前期ゼミの Shopify 運営からスキルアップのワークショップ
インフルエンサーによる D2C ビジネス
ファンマーケティングを理解する
デジタル接客：スタッフスタートの事例
オンラインとオフラインをシームレスに販売をするスタッフ
EC と店舗と融合したデータの重要性（ZOZO）
アパレルの顧客データ、行動データ、体型データからの分析
店舗の VMD とデジタルトランスフォーメーションのワーク
（日本ビジュアルマーチャンダイジング協会）
まとめとプレゼンテーション
－卒業論文に向けての個人別プレゼンテーション－

復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する。
復習：PARCO の架空ブログの中で各自で
ショップブログを作成して提出する
予習：事前に写真を用意し、授業で作業
ができるように準備する
復習：考察事案について振り返り、次回
に向けた検証項目を整理する。
復習：考察事案について課題を作成する

30 分

90 分
30 分

90 分
60 分
30 分
60 分

復習：考察事案について振り返り、次回
30 分
に向けた検証項目を整理する。
12 回
復習：スタッフスタートの実践課題を提
60 分
出する。
13 回
復習：考察事案について振り返り、次回
30 分
に向けた検証項目を整理する。
14 回
復習：考察事案について振り返り、次回
30 分
に向けた検証項目を整理する。
90 分
15 回
予習:講義で学んだ事例企業が提供する
サービスに対する改善提案または新規
ビジネスサービス提案を行い振り返る
■フィードバック（購買試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法
各回の課題・プレゼンテーションはマナバに提出をして、それに対してのコメントを教員からフィードバックをします。
最終的にこのゼミで習得した内容は卒業論文への導入となります。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
30%
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
40%
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
20%
外部評価・検定試験結果
10%
■教科書
特になし 必要に応じて資料を渡します。
■参考文献
藤井博之著『ネットマーケティング検定 公式テキスト〔インターネットマーケティング基礎編〕第 3 版』
（株）インプレス
■オフィスアワー・研究室
ファッションビジネス・流通イノベーション実習室 第 3 校舎 3207 教室、オフィスアワーは初回授業時に指示します。
■備考 ゲスト講師の都合により、順番は変更になることがあります。

