
2020年12月13日（日）研究発表大会　発表チーム一覧

教室 時間 チーム名 タイトル
a 11:00~11:40 宮村ゼミA 日米不動産投資信託の比較と現状

11:45~12:25 宮村ゼミJ デジタル課税による問題と日本への影響
13:25~14:05 里吉ゼミA コロナが及ぼす株価への影響
14:10~14:50 佐々木ゼミA グッドデザイン賞の獲得と業績の関係

b 11:00~11:40 佐々木ゼミB 人員削減と企業価値
11:45~12:25 金子ゼミA 公正処理基準の判断基準に関する一考察～租税法律主義の観点から～
13:25~14:05 宮村ゼミG 企業の不祥事による株価の変動
14:10~14:50 宮村ゼミF 外国人による不動産投資　インバウンド投資の影響

c 11:00~11:40 里吉ゼミD 重回帰分析を用いたゲーム業界の株式市場におけるコロナウイルスの影響の分析
11:45~12:25 佐々木ゼミC ブランド価値と企業価値の関係
13:25~14:05 杉山ゼミC 任天堂とSONYの比較
14:10~14:50 宮村ゼミE 国際分業の現状と課題～日本の貿易構造の変化から～

d 11:00~11:40 野中ゼミB TVCM接触頻度が消費者の購買意図に与える影響
11:45~12:25 長島直樹ゼミB 意味的価値にどのような人がお金を払うのか
13:25~14:05 李ゼミB TVCMにおける有名人の起用期間が消費者の広告態度に与える影響
14:10~14:50 調ゼミD テレビ業界の企業の比較分析

e 11:00~11:40 宮村ゼミC 地方銀行経営統合
11:45~12:25 宮村ゼミI 地方銀行の課題と取り組み
13:25~14:05 佐々木ゼミD ＩＲと企業価値の関係
14:10~14:50 里吉ゼミB 自然災害と経済　大規模地震による市場流動性の変化

f 11:00~11:40 高梨ゼミA AmazonのDX化～ダイナミック・ケイパビリティの観点から～
11:45~12:25 幸田ゼミD 非接触型ビジネスの現状とコロナ収束後の課題と展望〜コロナ禍での流行と今後の展開〜
13:25~14:05 野中ゼミC 経営トップのコミットメントとDX推進の関係　DX自己診断データを用いた共分散構造分析
14:10~14:50 富田ゼミB 物流業界におけるDXの取り組み　日本郵便・ヤマト運輸・佐川急便の事例

g 11:00~11:40 宮村ゼミB 日本企業の内部留保について
11:45~12:25 宮村ゼミD TCJAの企業課税、国際課税面の意義と課題
13:25~14:05 金子ゼミB 所得税法37条「必要経費」の直接性
14:10~14:50 長島直樹ゼミC クラウドファンディングで成功するには

h 11:00~11:40 里吉ゼミC コロナ禍におけるゲーム業界の株価の変動
11:45~12:25 里吉ゼミE 新型コロナウイルスが株価に与えた影響　小売業と自動車産業について
13:25~14:05 宮村ゼミH 日本の証券取引所の課題　世界の主要証券取引所との比較から
14:10~14:50 杉山ゼミB メルカリとZホールディングスの経営比較

i 11:00~11:40 李ゼミC インフルエンサーの投稿画像の要素と消費者の購買意図との関係
11:45~12:25 長島広太ゼミA Instagramにおけるインフルエンサーとの企業提携
13:25~14:05 鈴木ゼミB 日本で映画鑑賞数を増やすための提案
14:10~14:50 長島広太ゼミB インフルエンサーとサービス業の集客

j 11:00~11:40 住谷ゼミD 大学生のライフスタイルに関する実証研究
11:45~12:25 大原ゼミB ビジネスモデル構築戦略　江崎グリコ株式会社を事例に
13:25~14:05 塚田ゼミE プロダクト・プレイスメントのジレンマとその解決案の提案―プロダクト・プレイスメントと「関連する媒体」がもたらす広告効果―
14:10~14:50 高梨ゼミB アメリカにおける日本発シェアリングエコノミー企業の成長阻害要因－株式会社メルカリを事例に－

k 11:00~11:40 杉山ゼミA コロナ影響下のマクドナルドと日高屋
11:45~12:25 富田ゼミA ファミレス業界生き残り戦略
13:25~14:05 幸田ゼミE 日本国内での非常事態時における日本企業の対応についての課題と展望―新型コロナウイルスを中心として―
14:10~14:50 奥村ゼミA テイクアウトやデリバリーサービスにおいて起こる環境負荷

l 11:00~11:40 幸田ゼミG キャッシュレス普及が企業マネジメントと消費者行動に与える影響
11:45~12:25 野中ゼミD イノベーション普及理論を用いたQRコード決済の採用決定要因
13:25~14:05 長島広太ゼミD パッケージと消費者購買行動の関係性
14:10~14:50 李ゼミA アニメのキャラクターと菓子類のコラボレーションが与える　消費者の購買意図への影響

m 11:00~11:40 鈴木ゼミA 映画業界の活性化案
11:45~12:25 調ゼミB 映画産業の裏側
13:25~14:05 山口ゼミA 同質化の阻害要因～資生堂のコンビニエンスストア展開を事例に～
14:10~14:50 大原ゼミF ニーズの細分化による顧客層の拡大　美味しさMAXオイシックス

n 11:00~11:40 塚田ゼミB メンズコスメから見る美容業界のジェンダーレス　ジェンダーにとらわれない社会づくり
11:45~12:25 住谷ゼミA 若者にメンズコスメを普及させるためのプロモーション戦略
13:25~14:05 高梨ゼミC コロナがオンライン化に与えた影響　農業とアパレルの事例
14:10~14:50 山本ゼミD 消費者購買意思決定から見る古着の購入に関する志向性

o 11:00~11:40 山本ゼミB キャリア志向と自己管理　創造的志向を中心に
11:45~12:25 寺畑ゼミB 世代間における安定志向の変容～文脈から見えてくる関係性～
13:25~14:05 中野ゼミF 管理職の短時間正社員制度の利用とリーダーシップ
14:10~14:50 野中ゼミA AIデジタル面接における応募者態度の形成要因

p 11:00~11:40 調ゼミA 地方でも勝ち抜いていける強み
11:45~12:25 幸田ゼミB 外国人労働者の雇用に伴う政策と企業の業態
13:25~14:05 山本ゼミC 高齢者の就業意欲と生きがい～シルバー人材センターでの研究～
14:10~14:50 中野ゼミB 副業の円滑な導入及び運用―サイボウズを事例に―

q 11:00~11:40 大原ゼミE 独自の強みを活かした新市場創出～あなたの家に価値タス～
11:45~12:25 塚田ゼミA ヘビーユーザーに向けたAndroid端末のマーケティング戦略
13:25~14:05 富田ゼミD 任天堂の巻き返し戦略と価値共創
14:10~14:50 塚田ゼミG ダッフィーの成功要因～現地適応化とS-Dロジックからの考察～

r 11:00~11:40 長島広太ゼミC 観光マーケティングにおけるお土産の消費者行動
11:45~12:25 鈴木ゼミC 映画館の来場者数を増やすには
13:25~14:05 大原ゼミD 成熟市場におけるチャレンジャー企業の挑戦～イエローハットの逆襲～
14:10~14:50 塚田ゼミD Harley-Davidsonの分析から考える二輪車業界の再活性化　若者に、バイクに乗ってもらうために

s 11:00~11:40 幸田ゼミF 自動車業界における若年層を対象にしたマーケティング戦略の現状と考察〜仮説と検証を中心として〜
11:45~12:25 大原ゼミA LCCから見る航空業界における差別化戦略　浪花節のお姫様
13:25~14:05 中野ゼミC オムニチャネル時代に対応した新たな店舗形態「ショールームストア」についての考察～日本のオンラインファースト企業を対象に～
14:10~14:50 住谷ゼミE セリアの成長戦略

t 11:00~11:40 塚田ゼミF 良品計画のブランド・エクイティ～コオロギせんべいを事例に～
11:45~12:25 山本ゼミA 若者のフードデリバリー利用における研究
13:25~14:05 調ゼミC 製菓業界におけるカルビーの強み　松本会長のコスト削減戦略
14:10~14:50 幸田ゼミC フードデリバリー業界のビジネスモデルの課題と展望　～UberEatsを中心として

u 11:00~11:40 大原ゼミC 住宅市場における新しい価値創造　ログハウスによる顧客獲（核）得戦略
11:45~12:25 中野ゼミＥ ブライダル業界におけるリテンション・マネジメント　ノバレーゼを事例に
13:25~14:05 住谷ゼミB 未婚化問題の分析
14:10~14:50 住谷ゼミC 若者の恋愛離れの実証分析

v 11:00~11:40 富田ゼミＣ LINEの進化プロセスにおけるプラットフォーマー化
11:45~12:25 住谷ゼミＦ 楽天の携帯電話サービスが成功するための提案
13:25~14:05 長島直樹ゼミＡ 曖昧ニーズを解決するプラットフォーム～問題解決のためのコンシェルジュ、そして解決策のデリバリー～
14:10~14:50 旭ゼミＡ 音楽配信アプリの望ましいあり方

w 11:00~11:40 中野ゼミＡ ICT社会におけるテレワークの非定着要因
11:45~12:25 山本ゼミＥ 「飲食店で働く学生アルバイトの職務満足度」～学生が働くときに最も重視することは何か～
13:25~14:05 寺畑ゼミＡ 非正社員のモチベーションとその要因　基幹労働力化と非正規雇用
14:10~14:50 幸田ゼミＡ 外国人労働者の雇用問題の起因と分析－増加がわが国に与える影響とは―


