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４P分析の概要

マーケティング戦略における４P分析の位置づけ
４P分析の位置づけ
一般的に、マーケティングのプロセスは以下のように構成されています。
1．市場環境分析（マクロ環境・業界環境）
2．マーケティング戦略立案（ターゲット設定・ポジショニング）
3．マーケティング施策立案（具体的施策立案）

マーケティング戦略とその実行プロセスでは、複数のマーケティングフレーム
ワークを使用します。例えば、 1．市場環境分析（マクロ環境・業界環境）では、
PEST分析や３C分析を用いて、ビジネス環境、市場機会、政治的・社会的・技術的
などのあらゆる要因、自社と競合他社の力関係などを分析します。その上で、2．
マーケティング戦略立案（ターゲット設定・ポジショニング）では、SWOT分析や
STP分析を用いて、戦略目標やターゲットの設定、自社のポジショニングを決めて
いきます。そして、1・２のプロセスを踏まえて、具体的なマーケティング戦略へと
落とし込むための、マーケティングフレームワークが４P分析となります。

４P分析では、製品（Product)、価格（Price)、流通（Place)、販促
（Promotion)の4つのPを用いてどんな製品を、どれくらいの価格で、
どのような流通経路で、どうやって宣伝をして、顧客に商品を届けるか、を考え、
具体的なマーケティング施策に落とし込んでいきましょう。

製品戦略 価格戦略 流通戦略 販促戦略

環
境
分
析

基
本
戦
略

具
体
的
施
策
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３C分析

マクロ環境

業界環境

戦略目標

ターゲット設定

ポジショニング

施策立案

SWOT分析
STP分析
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４P分析の概要

４P分析とは
４P分析とは
４P分析とは、製品（Product)、価格（Price)、流通（Place)、販促

（Promotion)の4つのPを用いてどんな製品を、どれくらいの価格で、どのような流
通経路で、どうやって宣伝をして、顧客に商品を届けるかを考えるマーケティング
戦略のフレームワークのひとつです。

4P分析における４つのPとは、下記の4つです。
・Product（プロダクト：製品）
⇒何を売るか︖

・Price（プライス：価格）
⇒いくらで売るか︖

・Place（プレイス：流通）
⇒どこで売るか︖

・Promotion（プロモーション：販促）
⇒どうやって認知させるか︖買ってもらうか︖

注意点として、4P分析の各項目は独立したものでなく、それぞれに関連性がある
状態でなければなりません。
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４P分析の概要

①Product（プロダクト：製品）
Product（製品)とは
Product（製品）では、顧客にどんな商品・サービスを提供するかを考えます。

この場合のProduct（製品）は、物理的な売り物だけでなく、サービスやソフト
ウェアなども含んだ自社の製品・商品全体、商品名、パッケージ、デザイン、質感な
どのことを指します。

Product（製品）における分析のポイントは、顧客にとって価値ある製品・サービ
スを企画・開発することが出来ているかです。つまりは、消費者目線で物事を分析す
ることが重要です。

Product （製品）分析のポイント

・顧客は商品・サービスに何を求めているのか

・その要求を満たすのに、商品はどんな特徴を
もつ必要があるのか

・その商品は、どこでどのように使われるのか

・どのようなデザインを顧客は心地よく思うのか

・大きさや色、香りなどの特徴はどうあるべきか

・顧客は商品を使用する、サービスを受けることで
どんな経験ができるのか

・どのような名称（あだ名）で顧客に呼んでもらうのか
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４P分析の概要

②Price（プライス：価格）
Price（価格）とは
Price（価格）では、顧客への提供商品・サービスの価格を考えます。

そもそも商品・サービスの適正価格は決まっておらず、原価や顧客ニーズ、市場で
の競争によって変化します。適正価格を定義するのであれば、顧客が納得し抵抗なく
購入でき、企業が利益を出せる価格が適正価格です。
また、売り手側の都合だけでなく、消費者から見たときに適正な価格と言えるの

か、競合が提示する価格や顧客の市場環境と商品やサービスそのものの品質を考慮し
た上で適切な価格設定ができているかどうかもチェックが必要です。

Price（価格）分析のポイント

・買い手にとってその商品の価値はなにか

・その商品の指標となるような価格は市場できまっているか

・値引き戦略は行うのか

・競合商品とくらべて魅力的な価格を設定しているか

・コストに対して十分採算のとれる価格か
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４P分析の概要

③Place（プレイス：流通）
Place（流通）とは
Place（流通）では、自社の商品・サービスを求めている顧客の元に、円滑に届ける
ための販売場所や流通経路について考えます。

どこで売るのか、どの範囲で売るのかという視点に加え、在庫を管理する倉庫を持
つのか、さらにオフィスをどこに置くのかといった広い視点で考えることが必要で
す。
また、ネットやアプリから注文販売できるなど多様な販売チャネルが存在してお

り、自社商品の特性と顧客を分析し、いかに効果的な流通手段を選べるかも重要にな
ります。

Place（流通）分析のポイント

・顧客はどこで、どのように商品を探しているのか︖

・顧客にできる限り早く商品・サービスを届けるには、
どこに店舗や倉庫を構えるべきか

・どのように販売網を構築するのか

・どのような流通戦略で販売していくのか

・競争相手はどのような流通網をもっているのか

Place（流通）分析のポイント

・顧客はどこで、どのように商品を探しているのか︖

・顧客にできる限り早く商品・サービスを届けるには、
どこに店舗や倉庫を構えるべきか

・どのように販売網を構築するのか

・どのような流通戦略で販売していくのか

・競争相手はどのような流通網をもっているのか
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４P分析の概要

④Promotion（プロモーション：販促）
Promotion（販促）とは
Promotion（販促）では、商品やサービスをどのように認知してもらい、購入や利
用に結び付けるかについて考えます。

宣伝や広告だけでなく、商品の価値や使い方を認知しもらう活動や、ポイントカー
ド、会員クーポンなどの顧客満足度を高める手段など、販促に使える手段は全てプロ
モーションと呼ぶことができます。。

Promotion（販促）分析のポイント

・顧客にどのような行動変容を促したいのか

・どんなメッセージ・価値を届けるのか

・自社商品・サービスを顧客にどのように届けるのか

・販促をする最適なタイミングはいつなのか
（季節、曜日、時間）

・競争相手はどのような販促をしているのか
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４P分析の概要

４P分析のフレームワーク
Product（プロダクト：製品） 自社 競合 差別化ポイント

顧客は商品サービスに何を求めているのか
その要求を満たすのに、商品はどんな特徴をもつ必要があるのか
その商品は、どこでどのように使われるのか
どのようなデザインを顧客は心地よく思うのか
大きさや色、香りなどの特徴はどうあるべきか
顧客は商品を使用する、サービスを受けることでどんな経験ができるのか
どのような名称（あだ名）で顧客に呼んでもらうのか

Prise（プライス：価値） 自社 競合 差別化ポイント
買い手にとってその商品の価値はなにか
その商品の指標となるような価格は市場できまっているか
値引き戦略は行うのか
競合商品とくらべて魅力的な価格を設定しているか
コストに対して十分採算のとれる価格か

Place（プレイス：流通） 自社 競合 差別化ポイント
顧客はどこで、どのように商品を探しているのか
顧客にできる限り早く商品・サービスを届けるには、どこに店舗や倉庫を構えるべきか
どのように販売網を構築するのか
どのような流通戦略で販売していくのか
競争相手はどのような流通網をもっているのか

Promotion（プロモーション：販促） 自社 競合 差別化ポイント
顧客にどのような行動変容を促したいのか
どんなメッセージ・価値を届けるのか
自社商品・サービスを顧客にどのように届けるのか
販促をする最適なタイミングはいつなのか（季節、曜日、時間）
競争相手はどのような販促をしているのか

目的
4つのPを用いて
・どんな製品を
・どれくらいの価格で
・どのような流通経路で
・どうやって宣伝をして、顧客に商品を届けるか
を踏まえて、具体的なマーケティング施策に落とし込む。

注意点
4P分析の各項目は独立したものでなく、
それぞれに関連性がある状態でなければなりません。
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2
エムエム総研サービス紹介
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会社概要

1989年
法人営業支援事業を開始

2004年
BtoBマーケティング支援事業を開始

2017年
BtoBマーケティングアカデミー設立
インサイドセールス人材の
採用・育成及び輩出事業開始

法人営業、BtoBマーケティング、インサイドセールスのプロフェッショナル

従業員数︓ 173名（2020年度）

役員︓ 代表取締役 : 萩原 張広
取締役 : 河村 芳行
取締役 : 高橋 俊博
取締役︓米田 光雄
社外取締役 : 谷本 勲
監査役 : 石川 由美

株主構成︓ 萩原 張広
弊社役員及び従業員
三菱UFJキャピタル株式会社 他

WEBsite︓ https://www.mmsouken.co.jp/

商号︓ 株式会社エムエム総研（英文社名︓MM souken Co.,Ltd.）

所在地︓ 〒160-0022
東京都新宿区新宿6-27-56 新宿スクエア5F

事業内容︓ BtoBマーケティング支援事業
人材派遣事業（許可番号︓派 13 - 305507）
有料職業紹介事業（許可番号︓13 - ユ - 306424）

設立︓ 1989 年 3月 13日

資本金︓ 1億円

売上高︓ 23億4,221万円（2020年度）
20億9,067万円（2019年度）
16億5,963万円（2018年度）

エムエム総研サービス紹介
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これまでの歩み

BtoBマーケティング支援を高いクオリティでご提供するために必要な複数の手段手法を、
プランニングから実行、PDCA運用、成果納品まで且つ自社リソースでの一貫支援体制で
実現してまいりました

BtoBマーケティングに必要な複数の手段・手法

イベント
リアル/バーチャルイベント

企画・運営

インサイドセールス
カスタマーサクセス

設計・人材・研修

クリエイティブ
デザイン・制作

テレマーケティング
企画・実行・運用

WEBマーケティング
企画・実行・運用

メディアプランニング
企画・実行・運用

マーケティング
プランニング

エムエム総研サービス紹介
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14

法人営業、BtoBマーケティング支援において、多くの実績と信頼を頂いてまいりました

多くのグローバルIT企業と築いてきた信頼と実績。マーケティングのあらゆる局面で
最適なサービスをご提供し、営業活動に戦略性と持続可能性をもたらしてまいりました。
先進的、先端的なプロジェクト経験で得た豊富な知見、ノウハウによって、
貴社のデマンド・ジェネレーションの推進活動をご支援します。

主要取引企業一覧
ヴイエムウェア株式会社
SAPジャパン株式会社
SCSK株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
Cloudera株式会社
コクヨ株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社

日本電気株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本マイクロソフト株式会社
ネットアップ合同会社
ボッシュ株式会社

その他多数（五十音順）

これまでの歩み
エムエム総研サービス紹介
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現在の弊社事業全体ご紹介

セールス、マーケティングのデジタルシフトを支援

次世代セールス・マーケティング人材と、ノウハウの提供を通じ、企業の変革実現と成功に寄与する
意志ある人材への学習機会と就業機会の提供を通じ、自立、成長、活躍に寄与する

ビジネス
トランスフォーメーションDiv.

営業、マーケティング活動の
デジタル化支援

デマンドセンター、
インサイドセールス組織の
立ち上げ・設計支援
実行、人材支援
教育・育成支援

カスタマー
エクスペリエンスDiv.

BtoBマーケティング
企画・実行支援

弊社専門チームにて
BtoBマーケティングサービスを提供
高クオリティな顧客体験の実現支援

キャリア
プラットフォームDiv.

営業／マーケティング人材
キャリア形成・教育支援

BtoBマーケティングmedia、
コンテンツ、キャリア診断等に
よる、マーケターの
キャリア形成支援

エムエム総研サービス紹介
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ビジネストランスフォーメーションDiv.について

体制・活動設計から人財・研修
ツール選定まで包括的なご支援

トレーニング済の弊社の
正社員人財が貴社チームにジョイン

これから組織変革、
立ち上げに臨む企業様向け

既に組織やチームが
存在する企業様向け

セールス・デジタルシフトの進捗状況に合わせた二種のメインサービスを展開

エムエム総研サービス紹介
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SalesRenovation概要

エムエム総研サービス紹介
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大きな市場変化を受け、セールスデジタルシフトに取り組む企業が増加しています

顧客動向の可視化 個人依存の営業ノウハウ、
市場インサイトの可視化

戦略戦術判断のための市場情報の価値がよ
り向上
営業も個人戦・ブラックボックスからチー
ム戦へ

人数や時間を増やす戦術で
勝ち続けることは困難に

市場の変化①

労働人口減
働き方の変化

顧客側の情報収集、
購買行動の変化 競争環境の変化

市場の変化② 市場の変化③

営業生産性の向上

メール、Web、コンテンツ
電話、遠隔で検討が進む

・デジタルチャネル、
デジタルマーケへの対処が進む
↓

顧客の検討状況、顧客動向が
可視化できる。

・分業、デジタルツール活用
が進む

・働き方改革浸透
・人材調達力が向上
・企業力が向上

営業ブラックボックスの可視化。

市場インサイドデータの収集による
競争戦略戦術への情報FB
各人材の知識値経験値の可視化、

セールスデジタルシフトで目指すこと

エムエム総研サービス紹介
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セールスデジタルシフトに、内製型で取り組む会社のための
包括支援サービスです

SalesRenovationとは︖
エムエム総研サービス紹介
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セールスデジタルシフトに内製で取り組む際の5つの壁

開始準備における
社内承認やマインド

セットに時間がかかる…

スピードの壁

配置転換や新卒で
確保したメンバーの

スキル習得はどうすれば…

スキルの壁

メンバーや
SVポジション等

すぐには増やせない…

リソースの壁

上層部や営業の理解、
納得が得られない…

合意形成の壁

意思決定

体制、業務プロセス、
人選、評価・育成、

指標、インフラは何から…

ノウハウの壁

立ち上げ・準備 スタートアップ 本稼働 拡大フェーズ

直面する
課題

SalesRenovationのサービスコンセプト
エムエム総研サービス紹介
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①相談会 ②全体設計支援 ③PoC稼働 & 
インストール

④研修・育成支援、及び⑤人財支援は
単体でのサービス提供も行っております。

セールスデジタルシフトに内製で取り組む際の
5つの壁への解決策を提供する包括的支援サービスです。

開始準備における
社内承認やマインド

セットに時間がかかる…

スピードの壁

配置転換や新卒で
確保したメンバーの

スキル習得はどうすれば…

スキルの壁

メンバーや
SVポジション等

すぐには増やせない…

リソースの壁

上層部や営業の理解、
納得が得られない…

合意形成の壁

意思決定

体制、業務プロセス、
人選、評価・育成、

指標、インフラは何から…

ノウハウの壁

立ち上げ・準備 スタートアップ 本稼働 拡大フェーズ

直面する
課題

④研修・育成支援 ⑤人財支援

⑥伴走支援

を活用した
ソリューション

SalesRenovationのサービスコンセプト
エムエム総研サービス紹介
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SalesRenovationが必要とされるシーン

・物理的に自社内又は
自社マネジメント下

・自社リソース活用

・既存人財の配置転換
・体制の再整備
・スキル習得

・実行部隊の編制
・インフラや運用ルール整備
・社内理解醸成

社内構築型で
インサイドセールスを

導入したい

他にも、以下の様なシチュエーションで自社のリソース、ノウハウだけで
法人営業の変革を進めることに不安がある企業様は弊社にお問合せください。

これまでの組織や
仕組みが存在する中で

営業組織の変革を進めたい

スピーディーな立ち上げと
社内体制整備を

同時並行で進めたい

エムエム総研サービス紹介
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より多くの企業へ セールス
デジタルシフトを ノウハウと人財で

クオリティを落とさず、
より多くの企業様に
ご活用頂きやすいプランでご支援

長年培ったノウハウの移譲と育成済
み人財による内製型、常駐型の支援
で資産を残し自走へ導く

分業、リモート、DXで、労働人口の
減少なと購買のデジタル化、働き方の
変化に対応した営業組織へ

SalesRenovationのサービスコンセプト
エムエム総研サービス紹介
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新たな体制、業務フローの立ち上げに必要な戦略・戦術面の
意思決定、ドキュメント化、落し込みをプロのコンサルタントが支援

SalesRenovationのサービス内容詳細

全体設計支援

設計項目の一部

プロジェクトのゴール及び
ロードマップの策定

ターゲット、アプローチリスト
の整理と決定 アポ条件、戻し条件策定 現状サーベイ及び

必要リソースの算出

コミュニケーション
シナリオ設計

MA,DB等各ツール
設定・入力ポリシー策定

全体業務フロー・連携点・
連携ルール策定 トリガー・優先順位策定

マーケ・営業等関係者向け
研修・説明会

活動指標及びKPI・レポート
フォーム策定 初期コンテンツ作成 各種SalesTech選定

（詳細は次ページ）

エムエム総研サービス紹介
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リード育成・精査実行 商談・クロージング

データ整備、DBインポート、DB初期
設定、メール作成・配信、MA活用、
個別コンテンツ作成、遠隔紹介、
電話、レポーティング等

商談供給

活動設計・準備

ターゲット
リスト決定

トリガー、
優先順位設計

コミュニケーション
シナリオ設計 初期コンテンツ作成

アポ条件策定 全体業務
フロー策定

活動指標及びKPI、
レポートフォーム

策定

MA、DB等
各ツール初期設定

リードの育成・精査、商談獲得、ナーチャリング等
活動設計、人財、インフラをワンパッケージで支援。
当社のセキュアなセンターを使ったアウトソーシングでのスタートも可能です。

PoC稼働のパッケージプランもご用意しておりますので
稼働時間を縮小し社内リソースを使わずにスタートさせることも可能です︕

SalesRenovationのサービス内容詳細

PoC稼働&インストール

エムエム総研サービス紹介
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自社人財を最大限活かした取り組みにリテラシーをプラスします

SalesRenovationのサービス内容詳細

研修・育成支援

デジタル時代でも
売れる営業組織を創る
各営業人財にマーケティング知識を与え、
自らのデジタルシフトの基礎を固められます

既存人財を活かした
デジタルシフトを実現
既存営業人財が
マーケティングスキルを習得し
セールスデジタルシフトを行います

非対面営業に必要な
知識やスキルを習得
丁寧なヒアリングと研修内容により
個社ごとに合った戦略設計を導き
各営業人財に落とし込みます

新たな体制・活動の土台作り
セットアップコース
営業を含むBtoBマーケティング全体像や、
成果最大化を実現するための基本構造、組織間、
施策間連携の重要性といった新たな営業活動に
不可欠なベーシックリテラシーを座学と
体験型研修を通じて身に着けます。

＜カリキュラム＞
・これからの営業プロセスとは︖
・今までとの違いは︖
・成果を最大化させるには︖等

知識・スキルアップデート
ネクスト・セールスコース
インサイドセールスやオンラインセールス等、
新たな営業スタイルに必要な
知識やスキルを身に着けます。
マネジメント向けコースもご用意しています。

＜カリキュラム＞
・リモート、デジタル営業とは︖
・訪問との違いや注意点は︖
・成功のポイントは︖等

エムエム総研サービス紹介
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SalesRenovationのサービス内容詳細
個社戦略・設計のインストール
ドライビングコース
個社ごとの戦略・戦術、各種設計や方針を踏まえた活動内容をメンバーに落とし込みます。

＜カリキュラム＞
・個社ごとのオリジナル研修

「リードビジネスゲーム™」も研修コース内コンテンツの1つとしてご用意

リードビジネスゲーム🄬🄬は、営業のデジタルシフトに不可欠な
BtoBマーケティング全体像や基礎リテラシーをビジネスゲームを通じて
体系的に学べる最新の研修プロラグムです。
施策・手法・予算・人的リソースを活用しながら
2年間（24ターン）でのMQL獲得数最大化を目指します。

早期戦力化・定着化
新配属・新入社員インサイドセールスコース
インサイドセールス職に意欲的に臨むための外部研修ならではのコンテンツや、対話、
メールの基礎スキルまで、スターターに必要不可欠な要素を濃縮して実施いたします。

＜カリキュラム＞
・インサイドセールスとは
・日本におけるインサイドセールスの重要性
・インサイドセールスがもたらすべき成果
・アメリカの状況とインサイドセールスの未来
・BtoBマーケティングとは

・BtoBマーケティングの中でのインサイドセールスの位置づけ
・インサイドセールスに求められるコンピテンシー
・インサイドセールスの目標と基本指標
・非対面対話コミュニケーション基礎
・メール、テキストコミュニケーション基礎等

エムエム総研サービス紹介
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100名超の正社員を育成・輩出してきた
当社BtoBマーケティングアカデミーでトレーニングを積んだメンバーが、

貴社の活動をチームの一員として実行・推進します。

SalesRenovationのサービス内容詳細

人財支援

チーム全体に推進力をプラス
新たな活気をもたらします
営業変革、デジタルシフトの取り組みに携わりたい、
新たな職種の実行実務に携わりたいという意欲を持った当社人材が
貴社チームの一員として従事全体にその意欲を派生させます

「やってみせる」ことで実現力をプラス
伴走により全体を底上げします
約2カ月の座学・実践トレーニングを受けた人材が
貴社メンバーと共に実行実務に従事ツール活用、非対面コミュニケーション
といった新たなスキルを実践を通じて伝播させると同時に、
貴社オリジナルの見本や指標値をもたらします

盤石な人財基盤でスケーラビリティをプラス
状況に合わせた体制拡大を実現します
実行支援人材は3,000 名超の応募者の中から3 カ月に1 度のサイクルで採用・
育成を行っています。ミニマムでスタートし、徐々に体制拡大をはかることも
スムーズに実現可能です

エムエム総研サービス紹介
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なぜエムエム総研は人財とノウハウを有しているのか

支援実績・ノウハウ

人財採用ノウハウ
育成ノウハウ BtoBマーケティング

アカデミー

トレーニング

派遣・常駐

インサイドセールス

営業変革
取組み企業

コンサルタント

設計支援

アカデミー講師

研修・教育支援

BtoBマーケティングアカデミー×変革企業支援を起点とした独自の仕組みにより、
不足する専門人財と専門ノウハウを獲得、増幅させ続けています。

外資・大手
セールスマーケ支援

支援実績30年
支援企業1,500社超

未経験・
ポテンシャル人財

育成実績3年超
育成人数120名超

事業開始3年
支援実績50社超

2017年設立

エムエム総研サービス紹介
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まずはお気軽にお問合せください

※無料相談会も実施しております、お気軽にご利用ください
貴社の営業組織のデジタルシフトや
インサイドセールス組織の構築の実現に向け
弊社コンサルタントによる個別のご相談会（オンライン）を実施しています

例）
・業務フローはどうなるのか︖
・何を用意する必要があるのか︖
・他社はどんなことをやっているのか︖
・注意すべき点や抑えるべきポイントは何か︖
・期間や費用はどのくらいかかるのか︖等

まずはお気軽に無料相談希望」と
お問い合わせくださいませ。

※所要時間は60分程度です。
※1か月あたり限定3組様で開催しております。

株式会社エムエム総研
デマンドセンター

お問い合わせ先
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情報セキュリティ基本方針
当社は、企業のＢtoＢマーケティングにおいて戦略立案から実行、検証までワンストップで提供しています。
データベース、マーケティングプランニング、クリエイティブ＆プロモーションに関する様々な業務のアウトソーシング業務を通じて収集された各種情報や、
顧客企業の営業上の機密情報について、適切な安全対策を講じることで、紛失、盗難、不正使用などの危険から情報資産の保護を実現し、
顧客の戦略的パートナーとして共存共栄を図ります。このために、下記の情報セキュリティ行動指針を定め、経営者・従業員及び関係者全員で実施します。
行動指針
当社は、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持し、継続的な改善を行います。
当社は、情報セキュリティに対する役割及び責任を明確に定め、情報資産を適切に管理します。
当社は、情報セキュリティを維持する責任を自覚させるために、経営者・従業員及び関係者全てに、教育・啓蒙活動を行います。
当社は、情報セキュリティマネジメントシステムが実施されていることを監視・記録し、定期的な内部監査・マネジメントレビューによって、確実性を高めます。
当社は、万一、情報セキュリティ上の問題が発生した場合、直ちに、原因を究明しその被害を最小限にとどめると共に、事業継続性を確保するよう努力します。
当社は、情報資産及びその取扱について、法令やその他の社会規範を遵守します。

ISO27001認証を取得
株式会社エムエム総研は、2008年2月20日付けで、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である
「ISO／IEC 27001:2013（JIS Q 27001:2014）」の認証を取得致しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mmsouken.co.jp/iso/

個人情報保護方針
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mmsouken.co.jp/privacy/

https://www.mmsouken.co.jp/iso/
https://www.mmsouken.co.jp/privacy/
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