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事例から学ぶ 
ブランド価値の4つの構造  

 
 

徐 誠敏 & 李美善 

  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくりを企業とともに考える 
体験型プロジェクト 
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本日の贈る言葉 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

「成功するには、成功するまで 

決してあきらめないことだ」 

By アンドリュー・カーネギー 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

価値 

価値 
価値 

価値 

基本 

便宜 
感覚 

観念 

和田充夫[2002]『ブランド価値共創』同文舘出版、19頁をもとに作成。 

ブランド価値の4つの構造 
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ここでいう価値とは 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

Value is What you (   ) 

(       ) ＆ (       ) 

価値とは、(   )・(    )が企業(   ) 

・(     )に対して(    )ものである。 

want 

Customer Consumer 

顧客 消費者 製品 

サービス 求める 
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顧客・消費者が(  )を決める! 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

価値 

顧客・消費者は、企業が提供する 

製品・サービスなどに対して、 

それらに(   )があるかどうか、最終的

に(      )決定権を持っている。 

価値 

購買意思 
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ここでいう価値とは 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

Value is What you want 

Customer ＆ Consumer 
顧客・消費者は、企業が提供する 

製品・サービスなどに対して、 

それらに価値があるかどうか、 

最終的に購買意思決定権を持っている。 
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ブランドの基本価値 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

時計は時を刻む機能 

洗剤は汚れを取る機能 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

ブランドの便宜価値 

らしさを生み出すブランドづくり 

(             ) 

Usability(         ) 

便宜価値とは、製品を便利に入手でき 

便利に(   )(   )しうる価値である。 

ユーザービリティ 

使いやすさ、使い勝手 

使用 消費 
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ブランドの感覚価値 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

感覚価値は、 

製品が(   )に訴える(   )であり、 

広告コミュニケーションなどは 

それを高める効果を持っている。 

感覚価値はまた、(     )という側面から 

捉えられることが多い 

五感 魅力 

イメージ 
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ブランドの感覚価値 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

感覚価値は、 

製品が五感に訴える魅力であり、 

広告コミュニケーションなどは 

それを高める効果を持っている。 
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ブランドの感覚価値 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

感覚価値は、 

製品が五感に訴える魅力であり、 

広告コミュニケーションなどは 

それを高める効果を持っている。 

感覚価値はまた、 

イメージという側面から 

捉えられることが多い 
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://actresspress.com/tag/%E7%B6%BE%E7%80%AC%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%8B/&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNENl0HwlVw481rudE4BoYrvkQZYjg&ust=1476799190669258
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.sk-ii.jp/ja/whats-new/exclusives/changedestiny.aspx&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNENl0HwlVw481rudE4BoYrvkQZYjg&ust=1476799190669258
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrcrqgeLPAhWMQ48KHZCtCU4QjRwIBw&url=http://blog.mazda.com/archive/20130524_01.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPz72DguLPAhWKQ48KHeX3DEcQjRwIBw&url=http://blog.mazda.com/archive/20140710_02.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlhPO2guLPAhXKL48KHWmODDwQjRwIBw&url=http://takashitadokoro.com/be-a-driver-i-activsense/&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5PLZguLPAhUiSo8KHYvABvUQjRwIBw&url=http://sp.mazda.co.jp/motorshow/2013/beadriver/?link_id=tms43lnv&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL3YKSg-LPAhXKzVQKHSi4BQUQjRwIBw&url=http://www2.mazda.com/ja/about/carlife/event/as/autosalon2015/&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.hiromaz.co.jp/kodou/index.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizso3Tg-LPAhWDvI8KHc3cDPsQjRwIBw&url=http://www.mazda.co.jp/beadriver/cockpit/&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNE5ioq0-om8JE19MBOjwtJNKic2sQ&ust=1476799597064497
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ブランドの観念価値 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

観念価値は、製品そのものや広告コミュニケー

ション、ブランドの(     )から消費者が 

抱く(   )、伝統、(  )、(  )などを指す。 

使用経験 

物語性 哲学 理念 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.tribunadoagreste.com.br/2016/09/polemica-sobre-decisao-da-apple-de-acabar-com-conexao-para-fones-de-ouvidos-tradicionais-novo-iphone/&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNG6PRsXr6ybhcM0c9q9Mf_C5NsRFw&ust=1476801329987658
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnqvBiOLPAhUBqY8KHbqfCTYQjRwIBw&url=https://www.d-sidejp.com/ryugaku-post/2015/10/21/250/&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNFKqhw9ovUTYYNyLXy6QB3dwfjj0A&ust=1476801454113920
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvgdeIj-LPAhVFuY8KHQ99Bl0QjRwIBw&url=http://www.urusube.com/?p=1541&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNE3xIfSBpPJ0ZYyw-iriXWFeFA6iQ&ust=1476803111791418
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnhc3XkOLPAhUBuo8KHSOoDP8QjRwIBw&url=http://keico.exblog.jp/13918753/&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGAYKkWiPA3r2UkrjHutvulbEvh-g&ust=1476803701288678
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip_qfVkeLPAhVFN48KHUwSBI4QjRwIBw&url=http://blog.nobon.boo.jp/?eid=747844&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGZs14p6FJdRpt2xhFoq0Q3DkNzXg&ust=1476803971655214
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoZrwkeLPAhWKP48KHeouB-4QjRwIBw&url=http://blog.nobon.boo.jp/?eid=747844&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGZs14p6FJdRpt2xhFoq0Q3DkNzXg&ust=1476803971655214
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrMP6lOLPAhXKt48KHSwiDZQQjRwIBw&url=https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E7%89%88-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%BA-1-%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3/dp/4062180731&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1ZahleLPAhUdSY8KHa5FBO4QjRwIBw&url=http://hiroyaikeda.blog10.fc2.com/blog-entry-1068.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://dis.ne.jp/blog/topics/3581.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV76XgleLPAhWMqo8KHZ_XAtEQjRwIBw&url=http://blog.goo.ne.jp/goo20052010/e/539084bd57973b1cfacda89abd3937a6&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
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ブランドの観念価値 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

観念価値は、製品そのものや広告 

コミュニケーション、ブランドの 

使用経験から消費者が抱く 

物語性、シナリオ、文脈などを指す。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.tribunadoagreste.com.br/2016/09/polemica-sobre-decisao-da-apple-de-acabar-com-conexao-para-fones-de-ouvidos-tradicionais-novo-iphone/&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNG6PRsXr6ybhcM0c9q9Mf_C5NsRFw&ust=1476801329987658
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnqvBiOLPAhUBqY8KHbqfCTYQjRwIBw&url=https://www.d-sidejp.com/ryugaku-post/2015/10/21/250/&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNFKqhw9ovUTYYNyLXy6QB3dwfjj0A&ust=1476801454113920
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvgdeIj-LPAhVFuY8KHQ99Bl0QjRwIBw&url=http://www.urusube.com/?p=1541&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNE3xIfSBpPJ0ZYyw-iriXWFeFA6iQ&ust=1476803111791418
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpy-yFh-LPAhWGhVQKHVFIAEgQjRwIBw&url=http://www.kanshin.com/keyword/4334726&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGcI1vRX_pjjRqYjpGE7nPKWhmdyw&ust=1476800342285029
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnhc3XkOLPAhUBuo8KHSOoDP8QjRwIBw&url=http://keico.exblog.jp/13918753/&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGAYKkWiPA3r2UkrjHutvulbEvh-g&ust=1476803701288678
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip_qfVkeLPAhVFN48KHUwSBI4QjRwIBw&url=http://blog.nobon.boo.jp/?eid=747844&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGZs14p6FJdRpt2xhFoq0Q3DkNzXg&ust=1476803971655214
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoZrwkeLPAhWKP48KHeouB-4QjRwIBw&url=http://blog.nobon.boo.jp/?eid=747844&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGZs14p6FJdRpt2xhFoq0Q3DkNzXg&ust=1476803971655214
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7ZPgkuLPAhWDvI8KHc3cDPsQjRwIBw&url=http://cinememo-r2d2.blog.so-net.ne.jp/2013-11-10-1&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGLCR0xypRgthc5kGtJdh02apxnng&ust=1476804247374653
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik-Nazk-LPAhWLp48KHRZgAToQjRwIBw&url=http://ottyanndesu.blog.fc2.com/blog-entry-200.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNGLCR0xypRgthc5kGtJdh02apxnng&ust=1476804247374653
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrMP6lOLPAhXKt48KHSwiDZQQjRwIBw&url=https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E7%89%88-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%BA-1-%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3/dp/4062180731&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://dis.ne.jp/blog/topics/3581.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX_OOGluLPAhVMRI8KHabHATQQjRwIBw&url=https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-79436-5&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlsOewluLPAhWMr48KHfrODCcQjRwIBw&url=http://applembp.blogspot.com/2013/10/Steve-Jobs-Act-different-book-Happy-Science.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNECvBFPs50DcR3hQTnXK2IZevoK-w&ust=1476804850745177
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ブランド価値の4つの構造 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

出所：http://contentsdesign.sagafan.jp/c18244.html。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT0ov4hOLPAhXGs1QKHZ2pAMwQjRwIBw&url=http://contentsdesign.sagafan.jp/c18244.html&psig=AFQjCNGIJBKIHMnnB6wyJAqX9UDgI7ezoA&ust=1476800556383264
http://contentsdesign.sagafan.jp/c18244.html
http://contentsdesign.sagafan.jp/c18244.html
http://contentsdesign.sagafan.jp/c18244.html
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

それぞれの事例を通して 

ブランド価値の4つの構造に 

ついてプレゼン(＊^-^＊)  
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

それぞれの企業のブランド価値の 

4つの構造(基本価値⇒便宜価値⇒ 

感覚価値⇒観念価値)について考えながら、 

それに関する事例を作成中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

それぞれの企業のブランド価値の4つの構造(基本価値⇒

便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値)について考えながら、 

それに関する事例を作成中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 尾﨑 恒紀君のマクドナルドのブランド価値の4つの構造
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値)について、

プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 尾﨑 恒紀君のマクドナルドのブランド価値の4つの構造
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値)について、

プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 尾﨑 恒紀君のマクドナルドのブランド価値の4つの構造
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値)について、

プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾘ ﾁ ﾙｵﾝちゃんのコカ・コーラのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾘ ﾁ ﾙｵﾝちゃんのコカ・コーラのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾘ ﾁ ﾙｵﾝちゃんのコカ・コーラのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾚ ｳﾞｧﾝ ｷｴﾝ君のスシローのブランド価値の4つの構造 
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 
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ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾚ ｳﾞｧﾝ ｷｴﾝ君のスシローのブランド価値の4つの構造 
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



26 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾚ ｳﾞｧﾝ ｷｴﾝ君のスシローのブランド価値の4つの構造 
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



27 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 金 一男君のナイキのブランド価値の4つの構造 
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



28 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 金 一男君のナイキのブランド価値の4つの構造 
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



29 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 金 一男君のナイキのブランド価値の4つの構造 
(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



30 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾌﾞｨ ﾃｨ ﾌｫﾝ ﾗﾝちゃんのゴディバのブランド価値の4つの
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



31 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾌﾞｨ ﾃｨ ﾌｫﾝ ﾗﾝちゃんのゴディバのブランド価値の4つの
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



32 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾌﾞｨ ﾃｨ ﾌｫﾝ ﾗﾝちゃんのゴディバのブランド価値の4つの
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



33 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｳﾞｨ ｳｪ ﾄｩｵﾝ君のセブンイレブンのブランド価値の4つの
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



34 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｳﾞｨ ｳｪ ﾄｩｵﾝ君のセブンイレブンのブランド価値の4つの
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



35 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 林 泰煕君のサムスン電子のPCブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



36 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 林 泰煕君のサムスン電子のPCブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



37 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 林 泰煕君のサムスン電子のPCブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



38 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 岡崎 未佑衣ちゃんのカシオのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



39 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 岡崎 未佑衣ちゃんのカシオのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



40 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 岡崎 未佑衣ちゃんのカシオのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



41 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾄﾞ ﾊﾞﾝ ﾄｧｯﾄ君のナイキのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



42 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾄﾞ ﾊﾞﾝ ﾄｧｯﾄ君のナイキのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



43 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾄﾞ ﾊﾞﾝ ﾄｧｯﾄ君のナイキのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



44 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾀﾞﾝ ﾀｲﾝ ﾁｮﾝ君のセイコーのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



45 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾀﾞﾝ ﾀｲﾝ ﾁｮﾝ君のセイコーのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



46 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾀﾞﾝ ﾀｲﾝ ﾁｮﾝ君のセイコーのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠) 



47 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 三輪 杏菜ちゃんの匠包丁のブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



48 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 三輪 杏菜ちゃんの匠包丁のブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



49 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 三輪 杏菜ちゃんの匠包丁のブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



50 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 李ファン君のナイキのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



51 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 李ファン君のナイキのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



52 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 李ファン君のナイキのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



53 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 山田 祥喬君のスーパーマーケットバローのブランド 
価値の4つの構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒ 

観念価値)について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



54 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 山田 祥喬君のスーパーマーケットバローのブランド 
価値の4つの構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒ 

観念価値)について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



55 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 山田 祥喬君のスーパーマーケットバローのブランド 
価値の4つの構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒ 

観念価値)について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



56 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｸﾞｴﾝ ﾁｭﾝ ﾊｳ君のAppleのiMacのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



57 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｸﾞｴﾝ ﾁｭﾝ ﾊｳ君のAppleのiMacのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



58 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｸﾞｴﾝ ﾁｭﾝ ﾊｳ君のAppleのiMacのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



59 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾙｱﾝ君のH&Sのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



60 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾙｱﾝ君のH&Sのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



61 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾙｱﾝ君のH&Sのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



62 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｸﾞｪﾝ ｳﾞｧﾝ ﾀｰﾝ君のBMWのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



63 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｸﾞｪﾝ ｳﾞｧﾝ ﾀｰﾝ君のBMWのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  



64 

ブランド・ポジショニング 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり ｸﾞｪﾝ ｳﾞｧﾝ ﾀｰﾝ君のBMWのブランド価値の4つの 
構造(基本価値⇒便宜価値⇒感覚価値⇒観念価値) 

について、プレゼン中(🌠^-^🌠)  


