日本消費者行動研究学会

第３１回消費者行動研究コンファレンス

プログラム
＜統一論題＞

企業と消費者とのリレーションシップ

【開催日】

２００５年１１月２６日（土）～１１月２７日（日）

【場所】

中京大学 （名古屋キャンパス

センタービル）

研究会会場 ／ 0703教室 ・ 0704教室 （センタービル7階）
懇親会会場 ／ 学生食堂「プレジール」 （センタービル2階）

【参加費】

￥５，０００

【懇親会費】

￥５，０００

【参加申込締切】

11月１７日（木）

[１１月２６日（土） １８：００より開催予定]
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第１日目

１１月２６日（土）

10：00-10：25

受付

10：25-10：30

開会の辞

10：30-12：30

自由論題研究報告

副会長 江原 淳 （専修大学）
.０７０３教室／０７０４教室 （センタービル7階） .

＜0703会場＞
10：30-11：00
11：00-11：30
11：30-12：00
12：00-12：30

清涼飲料市場における“おまけ”の効力の検証
吉田 祐介 （京都工芸繊維大学大学院）
小売形態別に見た快楽的買物行動の規定要因 ～共分散構造分析によるアプローチ～
井上 綾野 （慶應義塾大学大学院）
構造方程式モデリングによる市販品評価
芳賀 麻誉美 （女子栄養大学）
最近のコンビニとスーパーマーケットの競合
立田 浩之 （松山大学）

＜0704会場＞
10：30-11：00
11：00-11：30

11：30-12：00

知財戦略マーケティングの発展と可能性
砂田 薫 （朝日新聞社）
デジタル・ディバイドで生じる、購買への影響 ～コンパクトカー購買時の満足との関係性
黒田 大 （東京都立大学大学院）
朝野 熙彦 （首都大学東京）
消費者行動から見る患者満足
堀 啓造 （香川大学）

12：30-14：00

昼食休憩

14：00-18：00

JACS-SPSS論文プロポーザル賞報告

.編集委員会会場 ／ 教職員食堂 「ボヌール」 （センタービル2階）
.０７０３教室 （センタービル7階）

＜第 1 部 14:00-15:30＞
14：00-14：20

14：20-14：40
14：40-15：00
15：00-15：20

15：30-15：40

アイカメラを用いた時間的制約下での購買意思決定の研究
諸上 詩帆 （早稲田大学大学院）
大久保 重孝 （早稲田大学大学院）
岩間 徳兼 （早稲田大学大学院）
竹村 和久 （ 早稲田大学文学学術院 ）
顧客満足の規定要因に関する研究
宋 煒 （横浜国立大学）
象徴的消費が新しい自己概念の形成に及ぼす影響の実証研究
朴 宰佑 （一橋大学）
近赤外分光法（ＮＩＲＳ）を用いたフレーミング効果の脳画像研究
田中 健一 （早稲田大学大学院）
井出野 尚 （早稲田大学大学院）
竹村 和久 （早稲田大学文学学術院）
小嶋 祥三 （慶應義塾大学）
辻井 岳雄 （慶應義塾大学心の統合的研究センター）
休憩

＜第2部 15:40-17:10＞
15：40-16：00

16：00-16：20

16：20-16：40

消費者行動における製品の「環境属性」の影響
～環境配慮型製品に関するコミュニケーション戦略の検討～
上野 正典 （株式会社インテージ）
中高年の学び意欲の強さと方向性に関する研究
河原 達也 （東京都立大学）
土田 尚弘 （東京都立大学）
「他者の視線」が消費者の購買行動に及ぼす影響についての経験的検討
前中 泉 （神戸大学大学院）
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16：40-17：00

17：10-17：20

インターネットリサーチにおけるモニターの回答行動と品質の問題
加藤 通朗 （株式会社インテージ・インタラクティブ）
永井 忍 （株式会社インテージ・インタラクティブ）
李 相吉 （株式会社インテージ）
休憩

＜第3部 17:20-18:00＞
17：20-17：40

消費者の意識・態度から見た酒類の購買行動
田中 朗 （株式会社インテージ）
李 相吉 （株式会社インテージ）

17：40-18：00

バランス仮説 ～内的参照価格と価格感度の関係～
太宰 潮 （学習院大学大学院）

18：00-20：00

第２日目

懇親会

.学生食堂 「プレジール」 （センタービル2階）

１１月２７日（日）

9：00-9：30

受付

9：30-9：50

統一論題概要

.０７０３教室 （センタービル7階）

企業と消費者とのリレーションシップ：問題意識と研究の視点
守口 剛 （早稲田大学）
9：50-12：10
9：50-10：25

統一論題研究報告
顧客関係性のメトリクス
小野 譲司 （明治学院大学）

10：25-11：00

消費者リレーションシップと多次元的コミットメントモデル
久保田 進彦 （中京大学）

11：00-11：35

進研ゼミ小学講座のCRM戦略
橋本 英知 （ベネッセコーポレーション）

11：35-12：10

新作劇場映画のレコメンデーションシステム
荒木 長照 （大阪府立大学）

12：10-13：10

昼食休憩

13：10-15：00

パネルディスカッション

.役員会会場 ／ 教職員食堂 「ボヌール」 （センタービル2階）

企業と消費者とのリレーションシップ
司会
パネラー

15：00-16：00

会員総会

16：00-16：05

閉会の辞

会長

守口
池尾
小野
橋本

剛
恭一
譲司
英知

（早稲田大学）
（慶應義塾大学）
（明治学院大学）
（ベネッセコーポレーション）

恩蔵 直人 （早稲田大学）
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会場のご案内
中京大学（名古屋キャンパス）

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2

TEL(052)835-7111

http://www.chukyo-u.ac.jp/

［電車］ 地下鉄鶴舞線 八事駅 5番出口 徒歩0分

お問合せ・参加申込
＜参加申込＞ JACSホームページ、ハガキ、FAXなどで受け付けております。

http://www.jacs.gr.jp/
＜お問合せ＞ 事務局：

〒662－8501 西宮市上ヶ原１－１－１５５
関西学院大学商学部 マーケティング研究室 （新倉貴士）
TEL: 0798-54-6444 FAX: 0798-51-0903 Email: tniikura@kwansei.ac.jp

事務取扱： 〒150－0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39 恵比寿プライムスクェアタワー10F （SPSS 内）
TEL: 03-5466-5520 FAX: 03-5466-5528 Email: jacs@jacs.gr.jp
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