■ MROC 調査の実施手順

企画運営から
レポートの作成まで
トータルに
コンサルティング

MROC
パネル
会員登録

※クイックサービスのご利用には、
MROC パネル会員への
お申込みが必要となります。

クイック
サービス

専用MROC
サービス

常設パネル

専用パネル
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調査設計
「コミュニティガイド」
（調査内容、調査スケジュール）
を作成

2

2

3

3

4

参加者リクルーティング
体制、リクルーティングの方法、インセンティブ、
個人情報規定、利用者規約を決定。
スクリーニング調査を行い、コミュニティに誘導

コミュニティの運営
コミュニティガイドに則り、コミュニティ・
マネジャーが運営。会員企業は
その様子を逐次閲覧することが可能

ワークショップ
ワークショップサービス

発言録をもとに三菱総研から派遣した
コーディネーターとともにワークショップを行い、
インサイトを抽出

発言録・発言要点まとめ納品

1

レポート作成
ワークショップで行われた議論などをもとに
ワークショップサマリーを作成

2

※発見されたインサイトをもとに、ソリューションの
検討までを実施するサービスもあります。

■ お問い合わせ先

生活者市場予測システム〈 mif 〉※の Web サイトに
アクセスしていただき、
「お問い合わせ」からご連絡ください。

mif

検索

※生活者市場予測システム〈 mif 〉は、三菱総研が 2011 年 8 月より
開始している生活者の変化や今後の方向性、ビジネスチャンス
を発見するための会員制情報提供サービスです。

三菱総合研究所 「生活者市場予測システム
（mif ）」事務局
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社

データサイエンス事業部

tel: 03 - 6705 - 6572 e-mail: mif@mri.co.jp 〒100 - 6105 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー

MROC が
マーケティングを
変える。

Innovation
“Asking ”による改善から
“Listening ”による革新へ。

insight

エムロック

MROC （ Marketing Research

問を投げかけたり、コメントをした

Online Communities ）は、ソーシ

り、参加者同士が影響しあい、意識

ャルメディアを活用した最新のマー

変化も起こります。参加者の議論が

ケティング手法。欧米ではすでに大

テーマを深堀りし、生活者自身も気

手企業を中心に一般化しており、日

づいていないインサイトを導き、商

本でもメーカーや流通業などがいち

品・サービスの革新へとつなげます。

早く採用しています。ネット上に数

仮説ありきの質問（ Asking ）を始

十〜数百名の生活者を集め、テーマ

点にせざるを得ないアンケートやグ

を提示。参加者同士の意見交換を促

ループインタビューなどの従来手法

し傾聴する（ Listening ）ものです。

では導くことができなかった成果を

ある参加者の意見に別の参加者が質

得ることができます。

Listening

従来手法から導けるのは改善まで
person
answer
answer

Asknig

Improvement
answer

前提として
仮説

1人1人への
問いかけ

想定範囲内の答え

商品・サービスの
改善

インサイトから革新を生み出すMROC

Listening
固定観念を捨てて
傾聴

2

Innovation
community

insight

参加者同士の
議論

誰もが気づかぬ答え

商品・サービスの
革新

3

■ 三菱総研のMROC だからできること

生活者インサイトを見える化。
商品・サービス革新を引き寄せる。
〈Listnr 〉
の代表的な機能

1

2

今すぐ調査を開始!
「女性」
「シニア」
の常設パネル

個々の課題に特化した
コミュニティをつくる
専用パネル

3
効果的なMROC
実現のために開発した
プラットフォーム〈Listnr 〉

コミュニティツール

管理者ツール

各種ツールで参加者のコミュニケーションを活発化

簡単な操作で生活者インサイトを抽出

⇒掲示板

⇒インサイト抽出

〈Listnr 〉の基本ツール。

膨大な発言の中から、インサ

特定のテーマについて

イトを抽出。効率的に確認や

参加者が意見交換を行

分析を行うことができます。

う場です。

MROC はネット上での議論

重要市場である「女性」
「シニ

企業が直面するさまざまな課

ア」の 2 つのパネルが稼働中。

題に対し、フレキシブルに調査

とその分析が基本。議論の
「場」

既に約 76 万件（ 2016 年 4 月時
点）の発言を蓄積、毎月 1 万件以

できるのが MROC の強み。
「専

そして分析ツールにもなるプラ

用 MROC サービス」では、個別

ットフォームが調査成功のカギ

上が追加されるコミュニティで、

にリクルーティング条件を設定、

を握ります。三菱総研が独自に

1 〜 2 週間程度の短期間 MROC
調査
「クイックサービス」の実施

個々の課題解決に特化したリサ

開発した
〈 Listnr（リスナー）
〉
に

ーチコミュニティを新たに形成

は、MROC をより効果的に実施

も可能です。

します。

するための仕掛けが満載です。

「常設パネル」
についての詳細は p. 11
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余すことなく
データを読み解く。
ワークショップサービス

日本最大規模!
3 万人×2 , 000 問の
定量調査〈mif 〉との連動

圧倒的な量的・質的
データで作成する
「スーパーペルソナ」

は、多くのヒントが隠れていま
す。余すことなく拾い上げるた
めには「ワークショップサービ
ス」が有効です。経験豊富なコ
ーディネーターとともに、発言
録を題材にして議論し理解を深
めます。

20 〜 69 歳までの 3 万人、約
2,000 問からなる日本最大規模
の生活者調査〈mif 〉
、シニア調
査〈mif プラチナ（
〉 50 〜 80 歳代、
1 万 5,000 人）
と連動。MROC で
導いた仮説を〈mif 〉追加調査で
検証するなど、定量・定性調査
を組み合わせた分析が可能です。

顧客を深く理解するために有

⇒投票・アンケート

⇒ソーシャルグラフ

定性だけでなく、コミ

参加者同士の関係性が

ュニティ内で投票やア

グラフィック表示され、

ンケートなど定量的手

影響力の高い参加者を

法での調査を実施する

知ることができます。

ことができます。

⇒日記・ブログ

⇒キーワードグラフ

参加者が日々の行動を

特定の掲示板における

日記形式で記録。リア

キーワードを抽出、他

ルな生活実態から商

のキーワードとの関連

品・サービス開発のヒ

性をグラフィック表示

ントを得ます。

することができます。

効な「ペルソナ」
。MROC を用
い、多くの対象者から多面的で
よりリアルな生活情報を収集。
限られた生活シーンのペルソナ
だけでなく、生活全体の意識・
行動をトータルに描いた「スー
パーペルソナ」を作成します。
「ペルソナ作成サービス」
についての詳細は p. 10

4

発言者のアイコンを
クリックすると属性
が表示されるため、
発言者の背景を把握
しながら議論の内容
が理解できる

「専用パネル」
についての詳細は p. 11

4

収集される膨大な情報の中に

（特許出願中）

インサイトに当たる
部分を抽出してマー
キング。抽出したテ
キストデータの編集
なども可能

写真もアップロード
されるため、ナマの
生活実態を把握する
ことができる

⇒詳細面接

⇒検索

⇒インデックス

興味深い発言の多い参加者に、デ

コミュニティ内の議論内容は、

主要なキーワードを事前に登録。

プスインタビュー（パラレル・デ

いつでもキーワードで検索し

自動的にカウントされる出現頻度

プスインタビュー）
が可能です。

閲覧することができます。

を、リアルタイムに把握できます。
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■ MROC 事例紹介

調査・分析手法を最適な形で組み合わせる。
CASE

1

CASE

写真投稿で生活者意識をリアルに把握。
意識変容も追う
CLIENT :

実施サービス

官公庁

専用パネル

2

仮説ありきの商品開発から脱却!
ペルソナをもとにワークショップ
CLIENT :

実施サービス

食品メーカー

〈 mif 〉

専用パネル

ワークショップ

ペルソナ作成

部署ごとの独立性が高

容器包装のリサイクル推

容器包装に対して過剰だと

消費者ニーズに合わせた

進のために、現在の容器包

思うか？」について投票・

商品開発に限界を感じてい

部署の垣根を越えたワー

装に対する意識や容器包装

アンケートを行いました。

た食品メーカー。ターゲッ

クショプを通して、調査結

クショップは新鮮な発

リサイクル品に対するイメ

その後、なぜこうした包装

ト像を多面的に捉え、再構

果からインサイトを抽出す

見の連続。部署間の情

ージ等を把握し、具体的な

なのか専門家の見解を提示

築することを目指しました。

るとともにペルソナを作成。

にもなった

施策の方向性を検討する目

し、再度同様に投票・アン

生活スタイルや余暇の過

人生観や価値観など、これ

的の調査。さまざまな地域

ケートを実施。参加者の意

ごし方、家族構成や関係性

までとはまったく異なるタ

の居住者から多くの意見を

識や反応の変化から情報提

などの〈 mif 〉データと紐付

ーゲット像が完成し、新し

聞き出す狙いで MROC を

供方法のあり方の方向性が

いた 20 〜 50 歳代の男女か

い視点から開発コンセプト

採用しました。

見えてきました。

ら自社商品と接点のある

案を生み出すことに成功し

300 人をリクルーティング。

ました。

● 容器包装リサイクルコミュニティの掲示板

景を検討しました。

コミュニティ内では、参

容器包装削減やリサイク

加者が身近な容器包装で過

ル推進に関するアイデア募

専用パネルを構築し、注目

剰と思うものを写真付きで

集も行い、生活者意識に根

する発言者については
〈 mif 〉

新規市場への挑戦につなが

投稿。その中からピックア

ざした具体的な施策のヒン

データに立ち返りながら背

っています。

ップした写真を掲示し
「この

トを得ることができました。

新規顧客へのアプローチ、

い企業だったため、部
署の垣根を越えたワー

報共有や、触発の機会
※写真はイメージです。

対象企業のイメージ

仮説ありきの開発に限界を感じている企業
新規顧客や新規事業の開拓に着手したい企業

● 投票・アンケート機能を利用

CASE

3
実施サービス

研究の目的や方向性を明確にし、
シーズとニーズのマッチングを図る
CLIENT :

写真を提示しながら、投票・アンケートを行った。異な

掲示板には、
「写真アップロード」機能があり、

る容器包装に対して同様な複数の調査を実施。過剰だと

簡単に投稿できる。生活者目線の実情を写真で

思うかどうかに3段階の選択肢を設け集計した

理解できるメリットは大きい

● 専門家コメント有無による意識変化の例

Q. 商品の容器包装について

通
販
の

専門家
コメント前

専門家
コメント後

過剰だと思う

72 . 1 %

55 . 2 %

どちらとも言えない

24 . 6 %

31 . 0 %

3.3%

13 . 8 %

過剰だと思わない

専門家コメントの前後で意識変化が起こった。容器包装
によっては、過剰だと思わなくなったもの、過剰だと思
うようになったものなど違いが見られた
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耐久財メーカー

研究開発部門への期待が

把握しました。それを踏ま

高まるなか、その成果を活

えて立案した新商品コンセ

かすためには、シーズとニ

プトについて、アクティブ

ーズのマッチングが不可欠。

なシニア層 1 万 5,000 人を

顧客にシニア層が多いこと

束ねる〈 mif プラチナ〉の追

から〈 mif プラチナ〉と MR

加調査で検証。改善点や有

OC 常設シニアパネルを使

効性を確認し、コンセプト

い、自社のビジネスチャン

の精度向上に活かしました。

スを探りました。
対象企業のイメージ

ターゲットの意識変容を追いたい企業
具体的な生活実態や行動を知りたい企業

〈 mif プラチナ〉 常設シニアパネル

エンドユーザーとの距離

最初に MROC 常設シニ

が最も遠い研究開発部門が

アパネルで意識調査を実施。

直接顧客とつながり、シー

商品単体の魅力だけでなく、

ズ志向に顧客の声を反映さ

生活にどう寄与するかとい

せる試みとして、今までに

う視点が重要であることを

ない知見が得られました。

k
As

i ng

〈 mif プラチナ〉

L is

t e ni

ng

シニアパネル

感度の高いシニア層が集まるMROC 常設シニアパネル、
〈mif プラチナ〉を
連動させることで、シニア市場において効果的なマーケティングが可能

対象企業のイメージ

研究開発のリードタイムを短縮したい企業
感度の高いシニア層と接触したい企業
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■ MROC 事例紹介

CASE

4

CASE

実施サービス

意識・行動を軸に市場を細分化
セグメントごとのアプローチに刷新
CLIENT :

金融サービス

〈 mif 〉

ある金融サービス企業で

に営業をかけたい 4 つのセ

は、従来通りの営業手法で

グメントに合った 300 人で

の効率低下が課題になって

MROC リサーチコミュニ

いました。そこで現在の顧

ティを形成。社内ワークシ

客像を改めて把握するため

ョップを通して定量・定性

に、
〈 mif 〉の定量データと

データを整理し、各セグメ

MROC の定性データを組

ントの志向性を改めて洗い

み合わせて、新しい営業手

出すことで、それぞれのペ

法の策定に着手しました。

ルソナを作成しました。

まず〈 mif 〉から、自社の

利用状況に応じた従来通

顧客像にマッチする 5,000

りのアプローチではなく、

人を抽出しました。それに

顧客の意識を重視した新た

対して金融行動に関する

な営業手法を策定し適用し

追加調査を行い、自社が主

ています。

CASE

A
C

専用パネル ワークショップ ペルソナ作成

D

金
融
行
動
の
関
心
度
／
高

各セグメントから
バランスよく参加者を集め、
個々の意見を拾い上げる

A

B

C

D

〈mif 〉3 万 人 → 有 望 顧 客5 , 000 人
で〈mif 〉追加調査→セグメント後、

300 人のMROC パネルを構築

対象企業のイメージ

実名、対面調査で本音を把握しにくい分野の企業
新たなアプローチを見つけたい企業

5

CLIENT :

実施サービス

常設女性パネル

ターゲット設定やペルソ

と、使用方法が想定と違っ

ナ作成には「マイページ」

少額決済サービス

実施サービス

〈 mif 〉

専用パネル

掲示板内に書き込まれた

直接の顧客窓口を持たな

印象など、さまざまな視点

い少額決済サービス企業で

から質問を投げかけて改善

は、顧客の声を知る場がコ

点や新たなサービスのヒン

性を明示する「キーワー

ールセンターしかないため、

トを探りました。

ドグラフ」から新たなヒ

自社に求められるものを深

現在の主要ユーザーにと

く知り、サービス向上に活

っては、サービスの利用ハ

かすために MROC を採用

ードルが低く、生活により

しました。

密着していることが判明。

まず〈 mif 〉を用い、他社

抽出されたニーズやインサ

を含む少額決済サービスユ

イトをもとに CS 研修を実

ーザーで専用パネルを構築。

施し、サービス内容の拡充、

サービスの利用方法や求め

顧客流出の防止、顧客満足

るもの、満足・不満足な点、

度の向上やロイヤルカスタ

関連サービスの利用有無や

マー育成に活かしています。

CASE

B to B 企業

これまでこの BtoB 企業

8

B

リスク回避志向

実際に製品はどう使われている?
ユーザー実態をもとに攻めの営業へ
CLIENT :

ユーザーの潜在ニーズを知り、
CS 向上やロイヤルカスタマー育成に

リスク志向
金
融
行
動
の
関
心
度
／
低

6

頻度の高いキーワードや、
他のキーワードとの関連

ントを見つける

対象企業のイメージ

直接の顧客窓口がなく、生の声を把握しにくい企業
潜在ニーズに応えてCS 向上を図りたい企業
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生活者のリアルな感じ方を捉え、
CLIENT :

インフラサービス

自社の事業とその取り組

見てもらい、わかりやすさ

みについて多角的な広報活

や情報量の適切さについて

実施サービス

〈 mif 〉

専用パネル

他の参加者の意見などに
別の参加者が影響を受け

では、クライアントの要望

ていたり、小型の製品への

を受けての営業が主でした。

ニーズが高かったりとさま

ロフィールや過去のコメ

動で周知に努めているイン

意見交換を行いました。結

グラフ」機能を用いれば、

しかしながら、事業環境の

ざまな意見が。また、実際

ント、コミュニティでの

フラサービス企業。こうし

果、それぞれの広報内容の

参加者間の関係性を一目

変化にともない、手がけた

の使用状況の写真投稿など

た情報が生活者にどのよう

優れた点が明らかになった

製品の実際の使われ方や、

を含め、約 1 週間という短

に伝わっているかを把握し、

一方、課題も顕在化。そこ

改善点などを把握し、提案

期間に 300 件以上のコメン

今後の広報活動のあり方を

でコミュニティ・マネジャ

型の営業に転換を図りたい

トが寄せられました。

検討する必要が生じました。

ーのファシリテーションの

そこで、
〈 mif 〉データか

もと、コミュニティ内で課

ら性別・年代・居住地等を

題への対応をさらに議論し

利用して顧客ターゲットを

てもらい、具体的な方向性

絞り込み、専用パネルを開

を明確にしました。この成

設。Web サイトに加え、動

果は、広報活動の見直しに

画や印刷物等の広報媒体も

反映させています。

という意向がありました。

当初の目的であった既存

そこで MROC 常設女性

クライアントへの営業に活

パネルを活用し、利用状況、

用するだけでなく、今後ア

自社・他社を含めた製品へ

プローチすべき新市場を探

の不満などを問いかけ、生

す足がかりとしても役立て

の声を収集しました。する

ています。

機能が有効。参加者のプ

活動履歴が閲覧できる

対象企業のイメージ

B toB 事業だが、エンドユーザーの声を聞き、
具体的な提案営業につなげたい企業

「ソーシャル
るMROC 。

で把握できる

対象企業のイメージ

コミュニケーションの精度を高めたい企業
クリエイティブに課題がある企業
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■ ペルソナ作成サービス

■ パネル設計

ユーザー像の根幹を読み解くスーパーペルソナ

ニーズに応える選択肢、常設パネルと専用パネル

MROC

量的にも質的にも圧倒的なデータを材
、 mif 〉やワー
料に、MROC だけでなく〈
クショップなどの手法を効果的に組み合
わせた作成プロセスで、生活全体のトー
タルな意識・行動を付記した「スーパー
ペルソナ」と生活シーン別のペルソナを
作成します。2 段階のペルソナを行き来
することでユーザーへの理解を深めなが
ら、ソリューション案の設定・評価を行
うことができ、革新的商品・サービス開
発に新たなアプローチを与えます。

スーパーペルソナ

一つひとつの行動の
原点、ユーザー像の
根幹を読み解く

スーパーペルソナ

探索範囲を生活全体に拡げたトータル

三菱総研は、日本国内で初めて常設型
MROC パネルを設置しました。各リサ
ーチコミュニティでは、食・住・ファッ
ションなど、さまざまな生活分野につい
て発言・議論が活発に行われています。

「MROC パネル会員」になると、常設パ
ネルの過去の発言を閲覧でき、短期間で
大量の情報が入手可能になります。また、
貴社が設定したテーマに基づき 1 〜 2 週
間程度の短期間で議論を行う「クイック

サービス」が実施できます。さらに、貴
社専用のリサーチコミュニティを形成す
ることができる「専用 MROC サービス」
もあります。あらゆるニーズに最適な形
でお応えします。

なユーザー像。商品やサービスとは一
見関係のない部分が、ユーザーの意識・
〈 mif 〉

ワークショップ

行動への理解を助け、
これまでになかっ
たアイデアにつながります。

生活シーン別
ペルソナ

ソリューション案の
設定・評価

Innovation
革新的商品・サービス開発

常設
パネル

生活シーン別ペルソナ

特定の生活シーンでの
感情やふるまいを
掘り下げる

エンゲージメントが醸成。
活発・迅速な議論が魅力

参加者間のエンゲージメント（コミュニティに対する愛
着心）が醸成されており、議論の盛り上がりまでが早い
のが特長。安価かつ迅速に、情報の収集と分析ができる

専用
パネル

最適なリクルーティングが
可能な4 つのチャネル

独自の参加要件を付けた新しいリサーチコミュニティを
形成。4 つのリクルーティング・チャネルがあり、個々
の課題解決に特化した最適なコミュニティで調査可能

生活シーンを絞って、より具体的な観
点でユーザーを理解します。スーパー
ペルソナのデータとあわせて分析する
ことで、ユーザーと商品・サービスの

⇒女性リサーチ
コミュニティ

接点を探ります。

20 〜70 歳代の女性、約200 人が参
加。時間や場所の制約なく参加で
きるため、これまで調査が難しか

⇒ mif
チャネル

〈mif 〉
〈mif プラチナ〉
の回答者からリク
ルーティング。年齢、性別、居住地な
どの属性、約2 , 000 項目の質問への回
答結果、追加調査を参加要件に設定

った「働く女性」層の参加が得られ
るのも特長
●開始：2012年4月〜
●発言数：約33万件
（2016年4月現在）

ペルソナ作成例

⇒Ponta ID-POS
チャネル

約 100 万人のリサーチ会員を持つポイ
ントサービス「Ponta（ポンタ）」の購買
履歴から「誰が・いつ・どこで・何を購
入した／しない」を細かく設定できる

⇒シニアリサーチ
コミュニティ

50 〜80 歳代の男女、約300 人が参
加。情報感度やメディアリテラシ
ーの高い参加者も多く、ますます

⇒提携モニタ
チャネル

100 万人規模のモニターパネルから希
望の条件に合わせてリクルーティング

注目が高まる
「シニア市場」
の動向

できる。独自の要件や母数の少ない条

予測に最適

件も許容する規模が魅力

●開始：2012年7月〜
●発言数：約43万件
（2016年4月現在）

⇒貴社顧客
チャネル

貴社のデー

タベースを活かし、リクル

ーティングに使用。ロイヤルカスタマ
ーの育成など、既存顧客に主眼を置い
た調査に用いられる

顔写真や氏名、年
齢などのプロフィ
ールが具体的に付
記される

PICK
UP !

Ponta ID-POS チャネルとは？

ヒット商品を創造するためのコ・クリエーション

3 つのゴールを記載
● ライフゴール

ユーザー像の人生における大きな目標
● エンドゴール
行動レベルでの好みや希望
● エモーショナルゴール
感情レベルでの要望

10

物語調の記述。箇条書きの属性だ
けではイメージしにくいユーザー
像が、実在する 1 人の生活者のよ
うに理解できる

2 つのペルソナそ
れぞれに関連する
定量データもあわ
せて確認

直近 12 ヵ月分の購買履歴か
ら、新商品購入者やブランドユ
ーザーのコミュニティを構築し
ます。 調査を 2 時点以上で行え
ば、顧客の流出入の特定も可能。
マーケティングプロセスに対応
させて活用することで、有効な
コ・クリエーション
（共創）
を生
み出すことができます。
新商品のヒット率が低下し、
商品の市場投入後も戦略の見直
しが求められる今の時代に適し
たリクルーティング・チャネル
です。

分析例
初期ユーザーの把握

購入実績に基づきユーザー像を捉える
市場投入直後の商品購入者を特定し、人物像を把握。想定した
ターゲットと差異があるか検証する。また、初期ユーザーコミ
ュニティでの発言からインサイトを抽出し、イノベータやアー
リーアダプターの声をアイデア開発に役立てる

ブランドスイッチの把握

購買態度の変化を捉える
2 時点以上の調査で「対象商品購入者・ブランドユーザーの流出
入」を特定できる。ブランドスイッチなど購買態度の変化とその
きっかけについて調査可能
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■ MROC 調査の実施手順

企画運営から
レポートの作成まで
トータルに
コンサルティング

MROC
パネル
会員登録

※クイックサービスのご利用には、
MROC パネル会員への
お申込みが必要となります。

クイック
サービス

専用MROC
サービス

常設パネル

専用パネル

1

1

調査設計
「コミュニティガイド」
（調査内容、調査スケジュール）
を作成

2

2

3

3

4

参加者リクルーティング
体制、リクルーティングの方法、インセンティブ、
個人情報規定、利用者規約を決定。
スクリーニング調査を行い、コミュニティに誘導

コミュニティの運営
コミュニティガイドに則り、コミュニティ・
マネジャーが運営。会員企業は
その様子を逐次閲覧することが可能

ワークショップ
ワークショップサービス

発言録をもとに三菱総研から派遣した
コーディネーターとともにワークショップを行い、
インサイトを抽出

発言録・発言要点まとめ納品

1

レポート作成
ワークショップで行われた議論などをもとに
ワークショップサマリーを作成

2

※発見されたインサイトをもとに、ソリューションの
検討までを実施するサービスもあります。

■ お問い合わせ先

生活者市場予測システム〈 mif 〉※の Web サイトに
アクセスしていただき、
「お問い合わせ」からご連絡ください。

mif

検索

※生活者市場予測システム〈 mif 〉は、三菱総研が 2011 年 8 月より
開始している生活者の変化や今後の方向性、ビジネスチャンス
を発見するための会員制情報提供サービスです。

三菱総合研究所 「生活者市場予測システム
（mif ）」事務局
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社

データサイエンス事業部

tel: 03 - 6705 - 6572 e-mail: mif@mri.co.jp 〒100 - 6105 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー

MROC が
マーケティングを
変える。

