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とても有意義でした。
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ます。
「なんとなく五感に心地良い」
「な
んとなく好き」という言葉は最大の賞賛
です。
山本

木田さんご自身も、ホテルをよく

利用なさるとか。
木田 コンサルの仕事は出張、と言って
良いほど出張続きです。私は今でも、宿
の予約は自分で行います。ネットの書き
込みも読み、評判通りかどうかも見たい。
書き込みに誠実に対応しているホテル
山本 ハイブリッドタイプで、バランスを
とりながらスイッチを切り替えられる人
がいますが、そういう人こそキーパーソ
ンになるのでしょうね。女性マーケッター
として成長する糊代の多さを感じさせら

女性向け宿泊プランは
心地良さを追求
もっとお客さまの動線に
注目を！
！

は、泊まってみるとやはり誠実であるの
がわかります。それを実感できたときは、
「ここに泊まってよかった〜」とうれしさ
がこみ上げてきます。
山本

私たちは、女ゴコロをもっともっ

れます。

山本

宿泊プランに「女性プラン」と銘

と考えてみなければいけませんね。本日

木田

打った取り組みがありますが、木田さん

は、素敵な話をありがとうございました。

成長に大切なことは、まず素直で

あること。素直とは人に言われるがまま

の評価はいかがですか。

ではなく、うれしいとか悲しいとか、自分

木田 女性用のアメニティーを充実させ

の気持ちをきちんと受け止められて、人

たプランが過半ですが、私は、女性のココ

の気持ちも素直に受け止められるような

ロをもっと感じとってほしいと思います。

性質のことです。

山本 ほぉ、それはどういう意味ですか。

山本 それは男でもすごく大事です。

木田

木田 ２つめが、勇気を持つことです。

意されていても箱の中にホコリがたまっ

男性論理の社会で女性が仕事を創造し

ている。加湿器があってもきちんと水を

ていくのは大変です。しかも出産や子育

変えているケースは10回に１回ぐらい。

てという任務も抱えています。そうした

バスルームに入ると化粧ポーチを置く場

中での挑戦では、会社が「女性活用だ」
と

所がない。
「あぁ、女ゴコロがわかってな

力めば力むほど「私が失敗したら次の人

い」
と思うのです。

に迷惑がかかる」
などと考えがちです。で

山本 形だけで終わっていると？

す。今回の対談では、女性はこんなにす

も私は、
「やらなきゃ損でしょ」
「失敗した

木田 ホテルの玄関を入ってから出るま

ばらしい可能性を持っている！と同時に、

らごめんね」
くらいの気持ちで良いと思い

で、女性はリラックスするためにどんな

ます。そこで男性の上司が、
「もういい」

動きをするのかを想像してみてください。

と諦めずに、しっかりと支援をしてくれれ

部屋では、この辺で靴を脱ぎ、上着を脱

ば、結果は出てきます。

ぎ、
アクセサリーを外し……。そうしたら、

［握手の後に］

例えば、アクセサリーケースが用

楽天トラベルの会員を性別で見てみる
と、女性の方が「客単価が高い」
「予約す
る時期が早い」
「アンケート回答率が高い」
「懸賞応募率が高い」など、マーケティン
グ上では大変興味深い対象となっていま

男女を問わず、その人材（財）を活かすた
めに、ユーザーと同じくらい「知る」
ことの
重要性を痛感しました。カンファレンスで
木田さんの講義に立ち見が出て、講義の
回数を増やした理由もうなづけます。

そこにどんな気遣いをすべきかがわかり

INFORMATION
研修・コンサルティング

女性の発想や企画力、プレゼンテーション力を高
め、企業の業績に貢献する人材の育成を行う
「女性
マーケッター養成講座」ほか、女性視点マーケティ

書籍
「彼女があのテレビを買ったワケ」

〜男がわからなかった女が商品を選ぶ本当の理由〜

木田理恵 著

ングを成功に導くプロジェクトコンサルティングや

女性が｢わぁ、
これいい！｣
「ほしい！｣｢買いたい！｣と心のスイッチ

管理職研修などを行っています。

が入るとき、その現場で、一体何が起こっているのか？データでは

＜お問い合わせ先＞ 女ゴコロマーケティング研究所
Tel：06-7178-0525 e-mail：info@onnagokoro.com

日本一やさしい女ゴコロマーケティングの本。
（エスクナレッジ）
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聴講させていただいた後は、
いつも仕事に対しての姿勢を改めさせられます。

わからない、女ゴコロのつかみ方を豊富な事例を交えて解説した

