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平成１７（２００５）年度 事業報告総括
平成１７（２００５）年度の事業目標として掲げたものは：
１．マーケティング・リサーチに関する社会的意義の理解向上のための諸活動の推進
２．マーケティング・リサーチに関する新しい情報の共有化の活動を推進
３．協会活動に対する全員参加による事業及び組織の活性化の推進
４．協会創立３０周年事業活動の推進
の４点でした。
マーケティング・リサーチ業界においては、「個人情報保護法の完全施行」「住民基本台
帳法の一部改正に関する法律案に関する検討会の設置」
「正会員社における不適切な調査実
施」という大変な年度であり、これらに対応するため様々な活動を展開してきました。
同時に、これらの諸問題をスムーズ推進するために委員会組織を改組し、調査環境の多
様化・複雑化に対応しつつ、新しい事業展開や継続事業の見直し、協会創立３０周年事業
を推進した年度でありました。

平成１７（２００５）年度の基本活動方針に関する各事業の推進内容は、次の通りです。
１．マーケティング・リサーチに関する社会的意義の理解向上のための諸活動の推進
・「調査協力者」にマーケティング・リサーチやプライバシーマークに関する理解を
求めるための内容を盛り込んだ「挨拶状」、調査終了後配布する「サンキューカー
ド」のひな型作成に関する検討を推進いたしました。
・
「正会員社」に対し、プライバシーマークの取得説明会を開催、２年後には１００％
取得の促進を行いました。前期６５社⇒９５社・１３５社中（３０社増、７０％）
となりました。
・「正会員社（社）新情報センター」における世論調査結果において、不適切な調査
実施が行われ、２度にわたり会長声明をホームページに掲載しました。また、正
会員社に対してもマーケティング・リサーチ綱領、ＪＭＲＱＳ等の社内教育、周
知徹底文書を送付しました。
・また、上記に関連して、正会員の入会審査規程の見直し及び調査実施時における
マーケティング・リサーチ綱領違反等に関する罰則規程の検討を推進いたしまし
た。
・個人情報保護法の施行に伴い、かねてより JIS

Q

15001（1999 年版）の改訂

審議が行われておりましたが、２００６年１月１０日にパブリックコメントが締
め切られ、それを基に日本工業標準調査会で審議がなされ、２００６年５月中旬
に官報告示されることになりました。これを受けて、ＪＭＲＡ版個人情報保護ガ
イドライン等の全面改訂を行う作業に着手し、次年度早々に JIS

Q 15001（２

００６年版）の説明会及びＪＭＲＡ版の改訂説明会を開催することにしています。
・ISO/TC225 のＦＤＩＳ（最終ドラフト）が２００５年７月の国際会議において承

認され、今後は、最終ドラフトをＩＳＯ加盟国に対し賛否投票が行われる予定に
なっております。
現在日本国内において、ISO/TC225 に関しての認証制度のあり方及び TC69（統
計的方法の適用）との用語の統一、官公庁等へのＰＲ方法等を次年度に検討いた
します。
２．マーケティング・リサーチに関する新しい情報の共有化の活動を推進
２．１．調査機関に従事する従業員対策
・近年社会問題化している「従業員の仕事上の不安・悩み、人間関係、仕事の質・
量の負担等」からくるストレスによる作業効率の低下、職場の士気にも影響する
問題がクローズアップされ、これに対して、業界としてどのように取り組むかが、
ここ数年経営者懇談会で取り上げられてきました。これを受けて、社団法人日本
産業カウンセラー協会の協力いただき、第１回メンタルヘルスに関する勉強会を
開催いたしました。この勉強会は、今後も継続して実施してまいります。
・市場調査業に従事する従業員等の職業能力開発に関し、適正に評価するための「職
業能力開発評価基準制度」が２００４年８月に厚生労働省

中央職業能力開発協

会の要請により設置され、職種・職務、ユニット等妥当性、適合性・汎用性、遂
行基準、人材育成等が検討され、「職業能力評価基準（市場調査業）」として、２
００５年５月に報告書が作成されました。
２．２．業界内での取り組み
・住民基本台帳を悪用した事件が発生、個人情報保護法が施行され消費者の個人情
報に関する意識の高まりなどを受け、総務省において住民基本台帳法の改正を検
討する委員会がスタートし、住民基本台帳の閲覧が困難になることが予想され、
住民基本台帳に変わる無作為抽出法の研究が急務となりました。また、自動ロッ
ク式住宅への対応など、調査実施上における課題を解決することを検討する委員
会として『非名簿フレームによる無作為抽出法』研究がスタートしました。
・調査協力者へのＭＲの社会的意義、理解、啓蒙活動、また満足度測定を継続的に
実施することを検討する『被調査者の調査』に関する研究がスタートしました。
・インターネット調査の現状の把握、健全性の確保、また、パネル品質向上のため
の構築・管理方法、セキュリティ等の課題と今後の可能性に関する『インターネ
ット調査に関する調査』研究がスタートしました。
・また、２００３年度から取り組んできました、「インターネット調査に関する品質
保証ガイドライン」、「マルチモード調査の有効性検証」「フリーアンサー設問とク
ライアント・ニーズ調査」の研究報告書が作成され、２００５年１０月に報告会
を行いました。
・個人情報保護法、改正下請法等の新たな法的問題、契約書のひな型など、初版の
追記を含めて改訂／増補版「法務ハンドブックⅡ」を発行しました。
また、「競合他社のＣＦを利用する場合の「著作権」問題の課題が残されており、
これを合法的なビジネスとして展開できないか、法的解釈等について専門家を交

え、種々の情報収集、実態調査を行いながら、統一見解作成の研究に着手しまし
た。
３．協会活動に対する全員参加による事業及び組織の活性化の推進
・今年度の正会員数は、さらに増加となりました。
２０００年度７８社⇒２００３年度９８社⇒２００４年度１２６社⇒２００５年
度１３５社となり、協会活動への期待が高まっています。
入会の動機はいろいろ考えられますが、入会社の実態が把握しにくいため２００
４年度には、
「入会資格規定」が明確に定められました。しかし本年度、調査実施
上での不適切な問題が発生したこともあり、新たに罰則規程の整備が必要となり、
あわせて、現在入会規程の見直しが行われております。
・調査環境が変化する中で、ＭＲの社会的信頼の確立やＭＲの技術、プレゼンスの
向上が重要課題であり、これらの課題解決に対しどのように応えていくかを検討
してきました。その結果、①委員会組織の改組し、事業の重複をさけるため部会
制を導入、②協会活動内容を内向けから広く外部に最新情報を随時発信するため、
ホームページや機関誌の刷新等を検討、③協会財政の安定化を目指すの３点を掲
げ検討を行いました。
特に、法人賛助会員の拡大、調査研究活動の充実、事務所環境の整備、事務局体
制の強化、正会員会費区分の変更等について具体的に検討を行いました。
４．協会創立３０周年事業活動の推進
・マーケティング・リサーチの社会的地位の向上、業界の情報発信の場、リサーチ
ャーのレベルアップを図ることを目的に、年１回の発表の場としての「アニュアル・
カンファレンス」を開催いたしました。また今年度は、協会創立３０周年記念事業
としても開催し、過去最大の参加を得ました。
○開

催：２００５年１１月９日

○会

場：帝国ホテル

○参加者：約６８０名
・創立３０周年記念事業は、特別基調講演をトヨタ自動車（株）張

富士夫副会長を

はじめ、花王（株）宮脇賢治部長、明治乳業（株）高見裕博部長からご講演をいた
だきました。
・また、韓国（ＫＯＳＯＭＡＲ）、中国（ＣＭＲＡ）の会長からのメッセージ、さらに
三カ国による意見・情報交換を行い、共同アピールとして発表しました。
・次年度より、アニュアル・カンファレンスの充実化と収益事業化を目指して検討を
行います。
この一年間において、創立３０周年記念事業及びカンファレンスの実施、委員会組織の
改組、調査における品質の重要性の再確認、会員資格の見直し、住民基本台帳法の改正問
題、調査技術研究に着手、情報発信のあり方の見直し、ＩＳＯ／ＴＣ２２５における認証
問題、アジアのＭＲ団体との情報交流等の活動を展開し、協会３０年を通じてはじめての

出来事や新たな芽吹きを感じた年でもありました。
以上、平成１７（２００５）年度の活動概況です。活動を担う各委員会の運営をはじめ、
協会活動全般にわたる正会員社、賛助会員社各位のご支援とご協力に深く感謝いたします。
以下に平成１７（２００５）年度の事業活動の詳細は、以下の通りです。

Ⅰ．マーケティング・リサーチ倫理の確立とマーケティング・リサーチ綱領の
普及、啓発
−リサーチの社会的信頼と倫理の確立のための活動−
１．会員社による調査データの不適切な取り扱いへの対応
２００５年８月５日、日本銀行の世論調査を受託した社団法人新情報センターにお
いて、調査のメーキング（データの捏造）が行われ、データに対する信頼性を損ねた
ことが報道された。これを受けて、コンプライアンス＆ＱＳ部会を中心に当事者であ
る新情報センターの関係者から本報道に関する真意についてヒアリングを数回行った。
その後、内閣府及び総務省の調査についても同様の疑義が発生したとの報道がなされ
た。内閣府からは、新情報センターに対し入札１カ月の指名停止処分と追加処分４カ
月の指名停止処分が行われた。
当協会は、２００５年８月１１日付けで本件に関する遺憾の意を会長声明として協
会ホームページに掲載、同時に本件に関する今後の対応を含めて、経済産業省に指導
を仰ぎつつ、今回の問題に関し、「無期限の会員資格停止」及び３カ月に１度監査を行
う旨を新情報センターに文書（ＪＭＲＡ１７−０２８）を１０月１３日に手交した。
同時に正会員社に対して、会長名による「正会員社における不適切な調査実施につ
いて」（８月８日付け）、及び８月１５日付け文書、また１０月１３日付け会長名によ
る２回目の文書（ＪＭＲＡ１７−０２９）において、本件の処分内容とマーケティン
グ・リサーチ綱領、ＪＭＲＱＳ等の社内教育の周知徹底文書を送付した。
さらに、会長名により「調査の倫理性と科学性を守るために」と題し、協会声明を
ホームページ（１０月１４日）に掲載した。
なお、本件に関する協会の対応の経緯について、２００５年８月２９日、同年９月
２０日、同年１０月１７日付けで正会員社に送付した。
現在、倫理綱領委員会において、こうした事件も踏まえてマーケティング・リサー
チ綱領違反に関する懲罰委員会設置、罰則規定の制定、入会審査規定の見直しが検討
課題として上げられており、2006 年度、早々に確定する見込みである。

２．プライバシーマーク取得の促進
協会として個人情報保護法の完全施行に対応するため、２００４年度の事業計画に
おいて、３年後には正会員社のプライバシーマーク取得を１００％にすることが、決
定された。その第２年度として、新規取得社向け説明会を２回（春・秋）開催した。
第１回開催：２００５年４月２０日
会

場：社団法人

日本マーケティング・リサーチ協会

参

加：１４社１９名（３３社対象）

会議室

第２回開催：２００５年１０月１４日
会

場：社団法人

日本マーケティング・リサーチ協会

参

加：５社７名（２０社対象）

会議室

さらに、プライバシーマーク更新予定社を対象に、更新に際しての注意事項に関
する説明会を年３回（６月、１０月、２月）開催した。
第１回開催：２００５年６月１日
会

場：社団法人

日本マーケティング・リサーチ協会

参

加：１０社１９名（１０社対象）

会議室

第２回開催：２００５年１０月１４日
会

場：社団法人

日本マーケティング・リサーチ協会

参

加：５社１０名（５社対象）

会議室

第３回開催：２００６年２月８日
会

場：社団法人

日本マーケティング・リサーチ協会

参

加：６社１２名（６社対象）

会議室

上記の説明会及び取得のための個別事前相談を随時受け付け、本年度のプライバ
シーマーク取得社は、昨年度から２９社増え合計９４社（１３５社中）、また更新申
請社は、２２社であった。
財団法人日本情報処理開発協会プライバシーマーク事務局に対し、協会のプライ
バシーマーク取得社における事故報告書８社分（１０件）を提出した。
個人情報保護法施行に伴い、JIS Q １５００１（１９９９年版）の改訂のための
審議が行われ、財団法人日本情報処理開発協会より素案が提出された。これをもと
に、財団法人日本規格協会において審議、２００６年１月１０日のパブリックコメ
ントの締め切り、さらに日本工業標準調査会（管理システム規格専門委員会）で審
議を経て、２００６年５月中旬に官報告示される予定である。その後、６カ月間の
経過措置期間、２年間の移行措置期間が設けられている。
今回改訂される JIS Q 15001(2006Ver.)（新しい名称は『個人情報保護マネシメン
トシステム−要求事項−』）を基に、「マーケティング・リサーチ産業

個人情報保

護ガイドライン」（解説版）作成に着手し、2006 年度早々に完成させる。

３．住民基本台帳閲覧制度に関する活動
２００５年４月１日、総務省は、同年３月に名古屋市で本制度を悪用（親と２人
暮らしの少女を探し出すことに利用）した事件があったことや、同年４月１日から
「個人情報保護法」が完全施行となって、個人情報への意識が高まってきたことを
背景に、
「住民基本台帳閲覧制度を見直す検討会」を設置した。第１回検討会が２０
０５年５月１１日よりスタートし、法改正を含めた検討がなされた。政府は、２０
０６年３月７日の閣議において、営業目的の閲覧禁止を盛り込んだ住民基本台帳法
の一部改正を通常国会に提出された。
当協会は従来から、住民基本台帳閲覧問題に関し、市場調査は営利目的ではないと
し、公共性や国民生活に深く関わっていることの理解・認識を訴え、ＤＭ業者と同列
で議論されるものではないことなどの要望書を提出し、現在に至っている。（正会員社

に５月１６日付け第１回動向報告）今回の第１回検討会終了後、総務省市町村課の担
当官が６月１６日に来協され、業界としてのヒアリングが行われることになり、出席
の要請がなされた。（７月８日付け第２回動向報告）
７月４日に総務省検討会において、ＭＲ業界としてのヒアリングが行われ、専務理
事、事務局長が出席し、（１）業界が住民基本台帳の閲覧する理由、（２）大量閲覧で
もなく、ＭＲとＤＭ業者との違い、
（３）ＭＲは世論調査や社会調査と同じく統計学に
したがって行われていること、（４）日本の統計精度が国際的に高い評価を得ている理
由、（５）間接的ながら経済成長に寄与していること、（６）マーケティング・リサー
チ綱領、プライバシーマークの取得、個人情報保護法を遵守していること、（７）セー
ルス行為は禁止されていることなど、何処よりも厳しく対応していること等を説明し
た。
７月７日、総務省を訪問し、「住民基本台帳法改正問題に関する要望書」を会長名で
提出した。あわせて、協会ホームページに掲載した。
８月１８日、当協会顧問小林和夫氏が本件に関して、海外のＭＲ団体の活動や考え
方、ＭＲの位置づけについて情報収集・整理（翻訳）いただき、参考資料として総務
省に提出した。海外団体からの意見は、ＥＳＯＭＡＲ、ＷＡＰＯＲ（世界世論調査協
会）、ＣＡＳＲＯ（アメリカ）、ＡＤＭ（ドイツ市場・社会調査機関協会）、ＫＯＳＯＭ
ＡＲ（韓国）
、ＥＦＡＭＲＯ（イギリス）から協力を得た。その後、協会ホームページ
に掲載した。

Ⅱ．マーケティング・リサーチに関する人材の育成
調査機関の資質向上とリサーチャーの社会的地位の向上を目指して、業界としてリサ
ーチャー育成のための標準化されたテキストの翻訳と出版の諸準備を行うとともに各種
研修会を実施した。

１．ＭＲＩＩ発行の「マーケティング・リサーチ」翻訳・出版の推進
ＭＲＩＩ発行の「マーケティング・リサーチ」テキストは、ＥＳＯＭＡＲやＣＡ
ＳＲＯ、ＡＭＡ等が支援し、多くの国で翻訳され出版されている。当協会において
も本書を翻訳し、リサーチャーのレベルアップを図る意味から、また、大学等での
テキストのスコープを考え、２００４年２月から出版する諸準備を行ってきた。昨
年度では、同友館を出版社として、日本語版テキストの翻訳者による翻訳が完成し、
それを受けて、調査機関側においてクオリティチェックを進めている。本書は、２
分冊構成で発行する予定で進めているが、現在、１分冊が概ね翻訳チェックが終了、
２分冊目のチェックが半分終了、残り半分のチェックを残す状況である。発刊は、
次年度（２００６年１１月ごろ）に１分冊目の発行を目指している。

２．人材育成のための研修活動
《入門編》
（１）『第２９回新人リサーチャー合宿セミナー』を開催。
日

時：２００５年４月２０日〜２２日（２泊３日）

会

場：東京グリーンホテル

水道橋

２階

参

加：正会員社１６社（２９名） 賛助会員社４社（６名） 合計３５名

テーマ及び：「調査企画の設計」（課題の提示）
講

師

：

（初日）

JMRA 研修委員会委員長

坂場

登

「プライバシーマークと個人情報」

筑波大学大学院

助教授
新保

史生氏

小林

和夫氏

「マーケティング・リサーチ昨日・今日・明日」
(株)リサーチインターナショナルジャパン

相談役

「調査の基本」（調査の企画・調査のすすめ方、調査手法のいろいろ・
調査票設計）統計調査センター（株）

代表取締役

深野

晴彦氏

「調査企画の作成（グループ演習）
」
ＪＭＲＡ研修委員会委員

金子順勇、坂場

（２日目） 「実査が調査の柱」 （株）ﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞﾃﾞｨﾍﾞﾛﾌﾟﾒﾝﾄ

登

ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁ事業部
小林久美子氏

「定性調査の基本的な考え方」

フリーリサーチャー

統計調査センター（株）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

肥田安弥女氏
林

美和子氏

「集計の考え方、まとめ方」
（株）電通リサーチ

研究開発部主査

渡邉

瑞規氏

「調査企画の作成（グループ演習）
」
JMRA 研修委員会委員

椎塚悟子、高橋裕美、野田昌太郎
小池弘通

（３日目）

「グループ別プレゼンテーション」
JMRA 研修委員会委員

池谷雄二郎、坂場登、野田昌太郎
金子順勇、小池弘通

「リサーチャーの視点」
ライオン（株）

生活行動研究情報室主任研究員
須崎

優氏

「リサーチャーの資質とは」
IPSOS 日本統計調査(株) 専務執行役員
原田

健二氏

「だからリサーチはおもしろい！！」
JMRA 研修委員会

佐藤雅子、池谷雄二郎、坂場登、

野田昌太郎、金子順勇、小池弘通、椎塚悟子、高橋裕美
《基礎編》
（２）『第１１回統計基礎講座』を開催。
日

時：２００５年９月５日・９月７日・１２日・１４日・１６日・２０日
（６日間）

会

場：JMRA セミナー室

参

加：正会員社９社（１５名） 賛助会員社３社（３名） 一般６社（７名）
合計２５名

テーマ及び講師：慶應義塾大学

総合政策学部

桑原

９月

５日「統計的方法による問題解決の考え方」

９月

７日「母集団とサンプル」

９月１２日「推

武夫助教授

定」

９月１４日「データを組み合わせて見えてくる情報」
９月１６日「統計的検定」
９月２０日「分散分析」
（３）『第１０回多変量解析の使い方入門講座』を開催。
日

時：２００６年３月６日・９日・１３日・１６日（４日間）

会

場：JMRA セミナー室

参

加：正会員社１０社（１６名）
一

般

４社（

テーマ及び講師：筑波大学

賛助会員社１社（１名）

５名）
心理学系

合計２２名
松井

３月

６日「クラスター分析と主成分分析」

３月

９日「因子分析の基本と使い方」

豊教授

３月１３日「数量化Ⅲ類の基本と使い方」
３月１６日「重回帰分析の基本と使い方」
（４）『第２回基礎統計学講座』を開催。
日

時：２００５年４月７日・１１日・１８日・２５日・５月９日・１６日・
２３日・６月２日（８日間）

会

場：ＪＭＲＡセミナー室

参

加：正会員社６社（７名）
一

般１０社（１３名）

テーマ及び講師：統計数理研究所
４月

賛助会員社４社（４名）
合計２４名

大隅

昇

名誉教授

７日「統計的手法による現象解析の考え方・データの性質と種類」

４月１１日「データの縮的化・データの視覚化と情報要約」
４月１８日「変量の特徴と関係を測る」
４月２５日「確率と確率分布」
５月

９日「母集団と標本抽出（１）・母集団と標本抽出（２）」

５月１６日「推定の考え方」
５月２３日「検定の考え方」
６月

２日「その他の有用な検定法・推定と検定の適用場面と限界」

《実践編》
（５）『第７回グループ・インタビュー実践講座』を開催。
日

時：２００５年１０月１９日・２６日・１１月１日・１７日・２４日
（５日間）

会

場：JMRA セミナー室

参

加：正会員社１０社（１２名）
一

般

４社（

４名）

賛助会員社２社（２名）
合計１８名

テーマ及び講師：フリーリサーチャー

肥田

安弥女氏

統計調査センター(株) プロジェクト・マネージャー
林

美和子氏

１０月１９日「定性調査におけるグループ・インタビューの位置付け」
１０月２６日「調査企画とインタビュー」
１１月

１日「調査課題を解決するための、フローの組み立て方とインタビュ
ーの実践」

１１月１７日「マーケティングに役立つ定性分析」
１１月２４日「分析の講評／プロジェクティブテクニックの紹介」
（６）『第１５回事例による多変量解析の活用』講座を開催。
日

時：２００５年６月１７日・２４日・２９日・７月１日・６日・１５日
（６日間）

会

場：JMRA セミナー室

参

加：正会員社１２社（１３名）
一

般

９社（

テーマ及び講師：慶応義塾大学

９名）

賛助会員社６社（７名）
合計２９名

総合政策学部

桑原

武夫助教授

６月１７日「多変量解析の基礎と因子分析（１）」
６月２４日「因子分析（２）」
６月２９日「クラスター分析」
７月

１日「数量化理論Ⅲ類〜コレスポンデンス分析」

７月

６日「多次元尺度構成法」

７月１５日「重回帰分析とコンジョイント分析」
（７）『JMRA トピックスセミナー』は、今期の開催を見送った。
（８）新規講座として、新たにクライアントサイドにたったマーケティング課題を理
解する能力習得を目的とした、「中堅社員を対象」の研修カリキュラムを構築する
必要性があり、次年度に企画立案する。
また、新たに分析手法講座、例えば共分散構造分析、テキストマイニング等の
分析講座を新たに企画立案し、導入を図る。

３．創立３０周年記念カンファレンスの開催
（１）協会からの情報発信
協会創立３０周年記念事業を『全員参加』をもとに推進した。創立３０周年記念
カンファレンス開催のスローガンとして、『ＪＭＲＡ

３０・而立

』を掲げるとと

もに、「マーケティング・リサーチ・プロフェッショナル」として論文発表者を募集
した。調査機関、クライアント等のリサーチャーを中心に、新しい調査手法やマー

ケティング課題に対応した分析技術などについての発表が行われ、過去最大の参加
数を得ることができた。
『基調講演』として、トヨタ自動車株式会社

代表取締役副会長

『リサーチユーザー』を代表として、明治乳業株式会社
氏、花王株式会社

張

富士夫氏、

商品開発部長

高見裕博

宮脇賢治氏からご講演をいただいた。

海外からは、韓国ＫＯＳＯＭＡＲ会長ヒュー・クォン氏、中国ＣＭＲＡ会長フイ
シン・カ氏からそれぞれメッセージをいただいた。また、韓国ＫＯＳＯＭＡＲ、中
国ＣＭＲＡからの参加者とのランチョンミーティングを通して交流を行った。
『ＪＭＲＡ創立３０周年記念カンファレンス「ＪＭＲＡ

３０・而立 」−マーケ

ティング・リサーチ・プロフェッショナル−』
日

時：２００５年１１月９日

会

場：帝国ホテル

参

加：正会員社７３社（４４６名）

本館３階

富士の間／中２階

光の間

賛助会員社５１社（９１名）

一

般５６社（

９９名）

海

外

７社（

７名）

招

待２４社（

２８名）

合

計２１１社（６７１名）

〔第一部〕
テーマ及び講師：総合司会牛窪万里子氏（ＮＨＫ首都圏ネットワークリポーター
『開会あいさつ』
（社）日本マーケティング・リサーチ協会
業務執行委員

牧田

孝

発表Ⅰ『携帯電話を使用した調査の有効性検証』
IPSOS 日本統計調査（株）営業本部課長
営業本部

中村

聡氏

四方田祐介氏

発表Ⅱ『Personalized Questionnaire によるブランド・イメージ分析法』
（株）インタースコープ

事業推進部ディレクター
佐藤

俊雄氏

発表Ⅲ『Blog を利用したインタラクティブリサーチの活用について』
（株）電通リサーチ

営業企画部長

芦沢

広直氏

『より強力なパートナーシップに向けて〜諸刃の剣から金棒へ〜』
明治乳業（株）商品開発部長

高見

裕博氏

発表Ⅳ『消費者視点のブランド価値分析』
（株）インテージ

ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ企画部
高山

佳子氏

発表Ⅴ『価値観の多面性に考慮したセグメンテーション』
（株）ビデオリサーチ

研究開発室局長代理
研究開発室

塚原

新一氏

田村

玄氏

発表Ⅵ『今、求められるＣＳ経営におけるＭＲの役割：分譲マンション事
業のリサーチ活用』

三井不動産（株）

住宅事業本部ＣＳ推進室

ＣＳ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ主事

弥富

（株）リサーチアンドディベロプメント

健一氏

ＣＳ本部

第一ＣＳ局長

小田

宜夫氏

『ＪＭＲＡ創立３０周年記念カンファレンス特別基調講演』
トヨタ自動車（株）

代表取締役副会長

張

富士夫氏

『韓国からのメッセージ』

ＫＯＳＯＭＡＲ会長

Hugh Kwon 氏

『中国からのメッセージ』

ＣＭＲＡ会長

Huixin Ke 氏

『パートナーリングへの新たな期待』

花王（株）

調査部長
『特別アピール』

宮脇

賢治氏

（社）日本マーケティング・リサーチ協会
会長

田下

憲雄

〔第二部〕情報交流会
発表者表彰（参加者の投票結果各１名）
○ベストプレゼンテーター賞

（株）電通リサーチ

芦沢

広直氏

○ベストペーパー賞

（株）インテージ

高山

佳子氏

特別表彰
○ＪＭＲＡ功労賞

小林和夫氏（ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 相談役）

鏡開き（JMRA/KOSOMAR/CMRA 各会長）
Web 調査結果発表（抽選会）
『ＪＭＲＡ創立３０周年記念カンファレンス』開催までの概要は、以下の通り。
４月１４日

創立３０周年記念カンファレンスのキャッチコピー「ＪＭＲＡ ３０・
而立 」〜マーケティング・リサーチ・プロフェッショナル〜と最終決
定

５月２３日

カンファレンス発表者募集文書送付及びＨＰに告知

６月

ポスターデザイン「マイルストーン」に決定・発注

７日

正会員社に事前アピールグッズ「ポストイットノート型」５，０００
セット作成・配布することを決定
総合司会、ＮＨＫ首都圏ネットワークリポーター牛窪万里子氏に決定
６月２８日

「基調講演」トヨタ自動車（株）張

７月

３０周年記念カンファレンスポスターを正会員社に送付、ＨＰにも告

１日

富士夫副会長

正式に決定

知、ロゴマークシール作成
８月

１日

３０周年記念カンファレンス協力金のお願い文書送付

８月

５日

ポストイット（記念グッズ）正会員社に送付、Web 調査画面最終確認

８月１６日

応募作品の中からカンファレンス発表作品６点（７社９名）を決定

８月２５日

ゲストスピーカー２名花王（株）宮脇賢治氏、明治乳業（株）高見裕
博氏決定

８月２６日

３０周年記念カンファレンス５０００人アンケート協力文書送付、Ｈ

Ｐに告知
９月

６日

３０周年記念カンファレンス当日の委員の役割分担決定

９月１５日

３０周年関連（年表、ボード、記念品等）素材作成依頼

９月２８日

３０周年記念カンファレンス開催パンフレット送付（招待者含む）

１０月

６日

３０周年記念カンファレンスに関するプレスリリース送付、ＨＰに掲
載

１０月１１日

正会員社の参加登録呼びかけ文書あわせて取引先等への勧誘を要請
（ＦＡＸにて、以後開催１週間前まで継続的に促進）

１０月２０日

３０周年記念カンファレンス当日の運営方法について最終確認

１０月２６日

３０周年記念カンファレンスに関する業者との最終確認（同時通訳、
ランチョン等）

１１月

９日

１１月１０日

３０周年記念カンファレンス開催
（株）インテージ社において、ＫＯＳＯＭＡＲ会長・副会長、ＣＭＲ
Ａ会長・副会長と情報交換、３カ国による共同アピールを採択、ＨＰ
等に掲載（英語版）

１月

１日

JMRA

NEWS Ｎｏ．１５に３０周年記念カンファレンス及び３カ

国による共同アピールに関する記事を掲載
（２）今後のカンファレンスの開催について
協会創立３０周年を機に、ＭＲの情報発信を積極的に行う場として、アニュアル・
カンファレンスの充実化及び事業化に向けて、新たな組織体制を整備して再スター
トした。特に、韓国・中国との共同アピールを基に①開催時期、②海外からの発表
者（特に韓国等）枠を準備、③収益事業の方法等の検討を行った。

Ⅲ．マーケティング・リサーチに関する調査及び研究
１．調査研究活動の推進
マーケティング･リサーチ技術の開発研究、新たな技法や今日的な問題を取り上げ、
その活用や問題解決の方向を探り、業界内外に情報発信を行いマーケティング・リ
サーチ業界の地位向上を図ることを目的に、新たに調査技術部会を立ち上げ３委員
会を設置した。
調査研究委員会のテーマは、
（１）非名簿フレームによる無作為抽出法の研究、
（２）
被調査者の調査研究、（３）インターネット調査に関する調査について、それぞれ分
科会形式で実験調査を含めた実行計画を立案し、毎年開催されるアニュアル・カン
ファレンスにおいて研究成果を発表する。
「非名簿フレームによる無作為抽出法の研究」は、住民基本台帳閲覧を規制する
法改正がなされた場合に向けて早急な対応が求められるとの判断から、住民基本台
帳を使用しない無作為抽出法の研究に着手した。関連して、自動ロック式集合住宅
への対応や、インスペクション実施方法など、抽出方法だけでなく測定方法も研究
する。また、従来の台帳抽出標本と比較する研究も目指している。
「被調査者の調査研究」インターネットを中心とした情報インフラの定着及び個
人情報保護法施行により、ＭＲの一次情報源である調査協力者の情報提供意識が変

化しつつあると思われ、調査協力者へのＭＲの社会的意義のさらなる啓蒙活動が欠
かせない。調査協力者のＭＲに対する意識態度測定を継続的に実施し、調査協力率
向上をはかる一方、調査協力層に焦点を当て、一般調査対象によるものとアクセス
パネルの比較においてその特性の研究に着手した。
「インターネット調査に関する調査」インターネット調査が置かれている現状を
正確に把握し、さらに健全性を担保しながら、実用的なサービスとして地位を築い
てゆくための基盤を研究する。また、クオリティ・スタンダード委員会等と連携し
サービス基準等についても研究を行う。パネル品質向上のための構築方法と管理方
法の研究、セキュリティ向上のための課題抽出と今後の可能性の研究、データ品質
保証のための研究に着手した。
２．第３０回経営業務統計実態調査を実施
実施：２００５年７月

１日

回収：２００５年８月２９日（１３１社中１２０社回収、９２％）
発表：協会ホームページ（２００５年９月２２日）に掲載した。
３．経営動向調査を２回（上・下半期）実施
《第２４回下半期（２００４年１０月〜２００５年３月）調査》
実施：２００５年５月

２日

回収：２００５年７月１５日（１２７社中１２４社回収

９８％）

発表：協会ホームページ「掲示板」（２００５年１１月４日）に掲載。
《第２５回上半期（２００５年４月〜２００５年９月）調査》
実施：２００５年１１月

７日

回収：２００５年１２月２７日（１３１社中１２５社回収

９５％）

発表：協会ホームページ「掲示板」（２００６年２月１６日）に掲載。

Ⅳ．マーケティング・リサーチに関する技術の向上及び普及
１．クオリティスタンダードの普及とコンプライアンス確立のための活動
（１）JMRQS の普及活動
「第５回ＪＭＲＱＳの運用状況に関する実態調査」を実施した。
実

施：２００５年１２月２日

調査対象：正会員社（１３４社）の代表者
有効回収：２００６年１月５日

１２７社、（回収率９５％）

調査方法：郵送法（無記名）
調査結果から、正会員社の運用状況及び問題点を以下にまとめた。
＜ＪＭＲＱＳの社内理解状況＞
「十分理解している」
「ほぼ理解している」
２００２年５９％⇒２００３年５８％⇒２００４年５２％⇒今回調査では、７
３％と事業規模に関係なく、正会員社でＪＭＲＱＳとマネージメント・ガイドラ

インが「ほぼ理解されている」。一方、２００２年「あまり理解していない」「ほ
とんど理解していない」が４１％⇒２００３年４０％⇒２００４年４８％⇒今回
調査では、２７％と減少しているが、まだまだ満足できる数字ではない。
これは正会員の増加（１１５社⇒１３４社）に伴い、新規加盟社での周知徹底
が不十分であることが考えられる。新規加盟社を含めてＪＭＲＱＳの説明会開催
の必要性が求められ、調査業務の工程管理の内容とその理由を理解する、その徹
底のための啓発・普及が急務である。
今回新たに「ＪＭＲＡがＩＳＯの認証機関になること」について、尋ねたとこ
ろ７２％の正会員社が「望ましいと思う」と回答された。
「望ましいと思う」と回
答した理由は「調査業界に詳しい」
「調査業務を理解している」ことがあげられた。
＜プライバシーマーク、ＩＳＯ取得状況＞
Ｐマーク取得は確実に進んでいる。しかし、事業規模による取得状況の差は依
然として大きい。（ベンチマーク調査の結果、２００１年１５社→２００２年３１
社→２００３年３９社→２００４年４６社→２００５年９４社・２００６年３月
３１日現在）
ＩＳＯの取得は、２００３年以降は増えておらず、１３社止まりである。
＜ＣＬＴの管理・運営状況＞
問題が多発している街頭リクルートについて、２００３年４月よりＪＭＲＡプ
レートと写真入り身分証明書の二点セット掲示の実行を要請してきたが、２００
５年度においてわずかながら、二点セットの遵守は３割をやっと超えたのが現状
である。２００５年度から、新たな条件として、外注リクルーター名簿の提出、
常駐管理者の配置徹底、リクルーター教育を新たに追加し、あわせて説明会に参
加し、そのことを遵守できる正会員社のみにプレートの申し込みを受け付けるこ
ととした。
今年度の協会規格のＣＬＴプレートの発行は、８５社１，９２８枚であった。
ＪＭＲＱＳに関する調査結果及び「会場テスト用証明書」の新規・更新条件に関
する説明会
開催日：２００６年２月７日
会

場：東京グリーンホテル

参

加：正会員社７８社

水道橋

２階

７５名

テーマ及び講師：「第５回ＪＭＲＱＳに関する調査結果」
ＱＳ委員会Ｂ分科会長

奥

弘毅

「会場テスト用証明書のあり方」
ＱＳ委員会委員長

一ノ瀬裕幸

２．ＩＳＯ／ＴＣ２２５の承認に向けた活動
ＩＳＯ／ＴＣ２２５の承認に向けた活動が活発に推進された。２００５年７月にド
イツ・ベルリンにおいて、第３回国際会議が開催され、（１）ＴＣ６９（統計技術委員
会）との用語の統一に関して、協議を開始する。（２）ＤＩＳ

２０２５２を修正し、

ＦＤＩＳ（最終ドラフト）としてフランスを除く賛成多数で承認。（３）次回会議は、
２００６年５月２５・２６日に南アフリカ共和国にて開催が決議されたが、ドイツか
ら提案された、アクセスパネルに関するＷＧが５月２２日・２３日に開催されること
になり、延期となった。
スペインから正式なＦＤＩＳが２００５年１１月１１日に入手（投票締め切り２０
０６年２月９日）、翻訳し、ＩＳＯ／ＴＣ２２５国内対策委員会において、前回のＤＩ
Ｓから大幅な修正がなく、基本的には問題が無いため、賛成票を投票したい旨の説明・
報告を行い承認された。
また、２００５年１０月にドイツからアクセスパネルに関する新提案（ＷＧ）がな
され翻訳し、各委員に配布するとともに問題点や解釈についてコメントを求めた。そ
の後、ＩＳＯ／ＴＣ２２５国内対策委員会において説明が行われ、賛成票を投票した。
今後の問題点として、ＩＳＯ／ＴＣ２２５の認証制度について、①第三者認証、②
第二者認証、③自己認証とするかをどのように推進するかについて、海外メンバー国
に対して意見を求めたところ大多数の国からは、第三者認証という回答を得た。日本
においても、第三者認証で推進することとした。
さらに、財団法人日本規格協会より、ＩＳＯ／ＴＣ２２５に関して、ＴＣ６９（統
計的方法の適用）との用語の統一が必要との意見があり、２００６年２月９日に日本
の状況説明等を行った。その結果、①ＴＣ２２５とＴＣ６９の委員会にオブザーバー
として委員の相互交流を行う。②官庁統計を実施している国側がＴＣ２２５について
の存在を知らないので、ダブルスタンダードになる可能性があり、ＰＲが必要、③政
府統計の関係団体にも働きかけが必要との情報を基に、経済産業省に報告し善後策を
協議することとした。
経済産業省から、平成 18 年度において、ＪＩＳ案策定に関する業務計画、国際標準
化活動実績調査、アクションプログラム質問書、重点ＴＣ支援等に関する調査票の作
成要請があり、各々作成の上送付した。
特に、重点ＴＣ支援等に関しては、平成１８年度にＴＣにおいて国際会議等の海外
出張予定がある場合の旅費支援のための手続きについて、財団法人日本規格協会（２
００６年２月７日開催）より説明会が開催され出席した。
なお、第３回国際会議の報告は、ＪＭＲＡ

ＮＥＷＳ

Ｎｏ．１４及びＨＰに掲載

した。

３．コンプライアンス確立のための活動
（１）「増補／改訂版法務ハンドブック」の作成
初版法務ハンドブックを２００３年７月に発行し、その後、個人情報保護法が公布・
施行され、また新たに改正下請法や協会に問い合わせされた法的問題、契約書のひな
型、初版の追記などもあり改訂版作業を推進し、『知らないとあぶない！！ＭＲ法務
ハンドブックⅡ』（Ａ４版

２２４ページ）を２００５年９月に発行し、本書に関す

る説明会を調査研究委員会と合同で開催した。

≪「法務ハンドブックⅡ及び調査研究報告会」活用説明会≫
開催日：２００５年１０月２４日
会

場：東京グリーンホテル

参

加：正会員社１５社
一

般

２社

水道橋

２階

（３２名）

賛助会員社５社（６名）

（

合

２名）

計２２社（４０名）

テーマ及び講師：
「ＭＲハンドブックⅡ」活用説明会
２００４年度法務分科会

執行役員

原

哲朗

２００４年度法務分科会

委員長

廣瀬

俊行

「調査研究報告書」説明会
２００４年度調査研究委員会

執行役員

泉谷

正

２００４年度調査研究委員会

委員長

細井

勉

２００４年度調査研究委員会

委

目黒

純

員

（２）「競合他社のＣＦを利用する場合の著作権問題の検討
また、「著作権」に関わる問題を業界としてどのように対処するかについて、合法
的なビジネス展開可能な方法や法的解釈等の問題点を整理し、統一見解を提案する
ために専門家を交え、研究に着手した。
（３）下請法、新会社法への対応
今年度の法務シリーズとして、下請法及び会社法に関するテーマを取り上げ、専
門家を交えて勉強会を開催した。
≪調査会社と改正下請法≫
開催日：２００５年４月５日
会

場：東京グリーンホテル

水道橋

参

加：正会員社２１社（３０名）

２階

テーマ及び講師：
「調査会社と改正下請法」

（株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ
総務・法務・広報ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ小笠原宏通氏

≪新・会社法ってなに？≫
開催日：２００６年２月２１日
会

場：トスラブ山王

２階

参

加：正会員社１８社（２５名）

テーマ及び講師：
「新・会社法ってなに？」

弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所
代表社員弁護士

古田

利雄氏

（４）協会顧問弁護士による「法律無料相談」
相談の内容は、経営、総務、マーケティング・リサーチ業務関連等を原則とし

て、古田＆アソシエイツ法律事務所、弁護士鈴木理晶先生により、協会会議室に
て開催した。

４．出版活動
（１）『マーケティング・リサーチャー』の発行
No. 99 特集「マーケティング・リサーチの回顧と展望」（1,003 部発行）
No.100 特集「100 号記念マーケティング・リサーチャーによせて」（976 部発行）
マーケティング・リサーチャー誌は、創立３０周年開催年に１００号を発行した。
１０１号からは「外部に向けた良質な情報の発信」を編集方針として、専門性のあ
る業界誌とすることを目標に、「新装発刊」を行う。また、内容の一部を協会ホーム
ページに抄録を掲載することにより、閲読率を高めるための工夫を行う。
（２）創立３０周年記念史の発刊
創立３０周年記念史は、協会の創立の経緯から３０年間を振り返って、その時代
をどのように対応してきたかを座談会及び年表形式でまとめた。また、会員の３０
年の推移、市場規模、海外の市場規模、歴代役員、協会の委員会活動、定期・各種
刊行物の紹介、正会員・賛助会員、定款、綱領を掲載した。特に、協会創立３０周
年記念式典を写真構成で掲載して、２００６年３月３１日に発行・配布した。
（３）２００６年版リサーチャーズ手帳の発行
２００６年版リサーチャーズ手帳の内容を一部変更して作成、３８社３，５３５
冊発行。
（４）協会機関誌「ＪＭＲＡ
No.１３「ESOMAR

ＮＥＷＳ」』の発行。

ASIA

PACIFIC

CONFERENCE２００５

REPORT」

（１，７００部発行）
No.１４「これまでの３０年とこれからの３０年」
（１，７８２部発行）
No.１５「ＪＭＲＡ創立３０周年記念カンファレンス報告」
（１，８４３部発行）
ＪＭＲＡ

ＮＥＷＳを多くの社員の方々に配布し、協会活動のＰＲと理解を得る

ため、配布部数を従業員数ランク別にあわせて１社あたりの部数を増やしてきたが、
より多くの方々に協会の情報を有効的に活用いただくため、次年度から現在の印刷
媒体から協会ホームページを活用した新たな情報発信方法に移行する。
（５）広報活動
協会ホームページの内容の充実化と見直しを行うとともに正会員社紹介ページの
全面リニューアル（和英）を行った。 また、英語版に新たに日本のＭＲの現状を紹
介した。
ホームページ（会員掲示板）を活用した広報活動として、今年度も継続実施した。

内容は、協会活動全般にわたる最新動向や総会・理事会・委員会議事録、個人情報
保護関連、プライバシーマーク活動、また経済産業省・他省庁情報、新入会、海外
動向、セミナー開催等の情報を掲載した。
ＥＳＯＭＡＲ、ＣＡＳＲＯ、ＭＲＳ等に情報交換を行った。
５．その他の活動
（１）正会員社証明書・調査員証明書を発行。
４０社４，１８３枚を発行した。
（２）調査資材の斡旋をした。
①手提げ袋の斡旋を行った。
３４，２００枚（２６社）。

Ⅴ．マーケティング・リサーチに関する苦情の処理
マーケティング・リサーチに関する問い合わせ等が、本年度は６９件であった。
問い合わせ先の内訳は、
① 消費者団体・消費者センター（相談室）

１２件

②調

査

対

５３件

③そ

の

他

象

者

４件

また、問い合わせの内容は、
（１）正会員社かの確認
３０件
（２）不安なので調査依頼を断りたい
５２件
（３）なぜ対象者に選ばれたのか知りたい
７件
（４）きちんとした調査会社なら協力したいが、違うなら断りたい４件
（５）調査票に連絡先や責任の所在が記載されていないので不審感３件
（６）自分の個人情報が漏えいするのでは
３件
（７）ＪＭＲＡの監督官庁を教えて欲しい
２件
（８）子ども宛に調査票が送られ不安
２件
（９）調査を発注しているクライアントを知りたい、
教えないのはなぜか
２件
（１０）なぜ調査をするのか、調査する目的を知りたい
２件
（１１）訪問調査とはどういうことか
２件
（１２）モニター登録した覚えがないのに調査依頼がきた
２件
（１３）調査は強制か、断ってもよいのかの記載がない
２件
（１４）突然、調査票が送られてきて気持ちが悪い
２件
（１５）ＪＭＲＡとはどのような機関か
２件
（１６）調査といいながらセールスではないのか
２件
（１７）ＪＭＲＡの会員社の連絡先を教えて欲しい
1件
（１８）Ｐマークを取得していれば何でもして良いという
風潮がＪＩＰＤＥＣ等行政機関から感じられ不愉快
１件
（１９）謝礼を受け取ったが、会員登録を解約したい
１件
（２０）対象者が１日の座談会に同一対象者が複数件に参加して
いる、街頭リクルータとグルになっている
1件
（２１）昨年調査依頼を断ったのに今年も調査票送られて不愉快
１件
（２２）座談会で何をするのかを知りたい
1件

（２３）座談会で印鑑を持参するよう依頼され不審
1件
（２４）座談会でクレジットカードを持参するよう依頼され不審
1件
（２５）調査協力していないのにお礼状がポストに入っていた
1件
（２６）調査後、自分の回答した内容がどのように使用されるか不安 １件
（２７）Ｐマークを取得していると調査票にあるが本当か
1件
（２８）突然、調査依頼があり心配
1件
（２９）調査会社に質問の電話をしたが、応対が悪く不愉快
1件
（３０）未成年者対象の調査で、調査員の対応が悪い（親から）
１件

Ⅵ．マーケティング・リサーチに関する内外関係機関等との交流及び協力
（１）懇親会を開催
通常総会終了後に開催
日時：２００５年５月３０日
会場：東京グリーンホテル水道橋

２階

参加：正会員社４１社（８８名）
招

待１７名

賛助会員社１３（２７名）

合計１３０名

①東京懇親会
日時：２００５年１２月８日
会場：東京グリーンホテル

水道橋

２階

参加：正会員社４３社（１１３名）
招

待

２２名

真珠
賛助会員社５社（９名）

合計１４４名

②大阪正会員社情報交換会の開催については、今期の開催を見送った。

（２） ０５海外研修視察団の派遣は、見送った。
今年度のＥＳＯＭＡＲ国際会議には、協会主催の視察団の募集は行わず、参加
を希望される方々で自主参加の形で、日程や航空券、ホテル等の手配を旅行代理
店に依頼した。
（３）韓国（ＫＯＳＯＭＡＲ）・中国（ＣＭＲＡ）の会長・副会長等が、協会創立３
０周年記念カンファレンスの場を通じて、意見・情報交換を行い、今後の相互交
流を行うことで合意した。
（４）アカデミア（社会調査士認定機構）との交流のための調整を行うことができな
かった。
（５）ＥＳＯＭＡＲによる「WIN（World

Industry

Network）」へ小林和夫氏と

池田達哉氏を派遣した。
（６）AｆR（Alliance

for

Research）各国の法規制に関する会合に小林和夫氏を

派遣した。
（７）経営問題に関する「経営者フォーラム（懇談会）」を開催した。
《第９回 経営者フフォーラム》
日 時：２００６年１月２４日

会

場：東京グリーンホテル

水道橋

２階

テーマ：①今、期待されるリサーチャー像とは
②従業員の長時間残業と心身の健康問題
③人材の確保・育成・評価の課題〜高齢者再雇用も含めて〜
参

加：正会員社２３社（３２名）

発 表：JMRA NEWS No．１６に掲載予定（２００６年４月発行予定）
（８）「従業員のメンタルヘルスの取り組み」と題して研修会を開催した。
上記７）においても討議されているメンタルヘルスに関して、正会員社を対
象として研修会を開催した。
特に、本研修については、社団法人日本産業カウンセラー協会の協力をいただ
き、今後も継続実施する。
≪第１回メンタルヘルスの取り組み方のすすめ≫
日

時：２００６年３月１３日

会

場：日本出版クラブ会館

参

加：正会員社１３社（１８名）

講

師：社団法人日本産業カウンセラー協会

２階
シニア産業カウンセラー
河野

裕子氏

（９）第８回委員会合同発表会と懇親会を開催した。
各委員会間の活動内容（報告・計画）の発表及び情報交換と交流を目的に開
催した。
日

時：２００５年６月２３日

会

場：東京グリーンホテル

参

加：９委員会５６名、理事４名、業務執行委員会１０名、

水道橋

２階

正会員社８社（１６名）
、賛助会員社２社（４名）、招待３名
合計９３名
（１０）広告界賀詞交換会
２００６年１月５日、帝国ホテルにおいて、マーケティング関連２８団体共催
の「広告界賀詞交換会」が１，６５８名の参加を得て、開催された。
なお当協会から、正会員社４社（１５名）、賛助会員社３社（５名）、合計２０
名が参加した。

２．新規入会の会員紹介
正会員及び賛助会員については、以下のような入会があった。
①正会員社１２社の入会があった。
（株）マーシュ

２００５年

４月入会

（株）ガウス生活心理研究所

２００５年

４月入会

（株）マーケティング・プラクティス

２００５年

５月入会

（株）プリサイズ

２００５年

５月入会

（株）マーケティング・リサーチ・ハウス

２００５年

５月入会

エスアンドエスアール（株）

２００５年

６月入会

（有）アサイ企画

２００５年

６月入会

（株）ウェーブプラネット

２００５年１２月入会

（有）デイビック

２００５年１２月入会

（株）リサーチ東京

２００５年１２月入会

楽天リサーチ（株）
（株）シノベイトヘルスケアジャパンリミテッド

２００６年

２月入会

２００６年

３月入会

これにより、２００６年３月３１日現在、正会員総数１３６社。
②法人賛助会員６社、個人賛助会員１１名の入会があった。この結果、
２００６年３月３１日現在、法人賛助会員総数

８６社。

２００６年３月３１日現在、個人賛助会員総数

１０１名。

