






����������������������

������
�	�����������

�����������������������

���
�������������������	��������

�������������� ������

�������������� �������

��������������������������
�

	���������������������������

 ��������������������

��������������������

����(1) STEP4の武器として考えたものをグループで報告しあおう
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ヵ月ばらい月々 Ｇ ©
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����(2) (1)の武器がパチンコより優れている点は何か考えよう
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(3) (1)の武器をそれぞれ１つずつにしぼり、さらにその３つから
最終的にムサシに提案する１つを選ぼう
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ムサシのおじいちゃんからの伝言
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予約した人へのアンケート「パチンコを予約した決め手は？」まとめ

「飛び道具なので」（１３人）「飛び道具なので」（１３人）「飛び道具なので」（１３人）「飛び道具なので」（１３人）
・飛び道具は新しい（２１才／カフェ店員）・カラスげきたいに使えそう（５２才／農業）
・近づかせずに勝つのが常に最強の戦い方である（４１才／無職） など

「「「「安いから」（９人）安いから」（９人）安いから」（９人）安いから」（９人）
・はじめての武器なので安いものからでいいと思った（１９才／学生）
・ねだんが安いのでサブ武器として購入（３２才／会社員） など

「力がいらない」（７人）「力がいらない」（７人）「力がいらない」（７人）「力がいらない」（７人）
・剣と違って力のない女性でも使えそうだから（２７才／主婦）
・筋トレじゃなくて、しゃげき練習で使いこなすのがいい（１３才／学生） など

「その「その「その「その他他他他」（４人）」（４人）」（４人）」（４人）
・チラシをくばっていた店員さんがかわいかったので（３４才／無職）
・じっせんはいびできるかテストしたい（４８才／国王） など
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グループ話し合いメモ①
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グループ話し合いメモ②





ＬＩＫＥＲのみんなへ

　パチンコのかいはつひ（２万G）を1回で払うのは無理だから、

なるべく短い期間と回数で、 利子が少なくてすむように月々 の支

払い計画を立てる必要があるわね。

　月によってパチンコが売れる数も違うけど、 売れる数が少な

い月でも払えるようにしないといけないわ。

　ただし、今回は新発売だから「予約」が入っていて月々 のも

うけに最初の月だけ「予約分のもうけ」があるわね。 予約分のも

うけもパチンコのもうけだから、 もちろん計算にいれて考えるよ

うに。

 　アンケートは「パチンコを予約した決め手は？」ってものだ

から、ひとつひとつの回答が次の新製品開発のために大切ね。

予約してまで欲しい理由ってことだし。

　まずは、ひとつひとつの回答に合う武器にはどんなものがあ

りそうか考えてみることから始めましょう。

　「武器辞典」から選んでもいいし、「武器辞典」にのっていな

い武器でももちろんＯＫよ！

　今回のアンケートでは大きく３種類の回答があるみたいね。

　次の新製品が３種類の回答全部を満たすものじゃいけない理

由は・・・これが「パチンコを予約した決め手は？」ってアンケー

トなんだから、分かるわよね？

　でも、次を考えるときには３種類のうち2種類を満たして、もっ

と言えば別の良さも１つ持っているものだといいわね。

　それから、グループで話し合うときは、かならずＬＩＫＥＲ

のルールをよく読んで、守るように！！

　力がいるかとか高いか安いかは人によって意見がちがうのが

当たり前。「武器辞典」にのっているもの、のっていないもの含

めて、たくさんいろんな意見が出るように話し合って！  

　もちろんムサシへの最終提案も「武器辞典」にのっていない

ものでもＯＫ。

　新製品開発がうまくいけば、ムサシも今後は安心できそうね。

ムサシからの最後のＭＩＳＳＩＯＮになると思うから、話したり

ないとか言い残しがないようにしましょ！

　ＬＩＫＥＲしょくんのけんとうをいのる！
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「武器こうほから１つだけをムサシの武器屋で売り出すとしたら
３つのこうほのうちどれが一番よいか。また、理由は何か。」
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ＬＩＫＥＲのみんなへ

　ムサシのお店で売り出す新しい武器を選んでるのね！

　まずは、その武器を売るとしたらいくらにするか を考えるこ

とになるわ。１本あたりのもうけ＝売り値－武器のせいさくひ

で計算できるわ。

　ただし、それぞれの武器が1カ月にいくつ売れるかを考えな

いとお店としてのもうけが計算できないから、のりおの売れ行

き予想から計算した「1カ月のもうけ」を考えないとダメね。

　前の店長（ムサシのおじいちゃん）が、どの武器も1か月の

もうけが同じくらいになるように売り値を決めることにしていた

から、武器の売り値は、1カ月のもうけから逆算ね。

 

　今ムサシの店で売っている「どうの剣」と「てつの剣」と1か

月のもうけが同じくらいになるように売り値を逆算するのよ！

　逆算した売り値は〇〇〇Ｇ～△△△Ｇの間ならＯＫという感

じになるはずだから、その中から売り値を決めるのよ。

１本あたりのもうけ×1か月に売れる数（予想）

「同じくらい＝９５％～１０５％の間」で考えるといいわね



　買う人がなぜその武器を選ぶか … は、むずかしいわね！

　いろんな人がいるから、理由も人それぞれちがうからね。

　だから、いろんな人の気持ちになって、いろんな理由をたく

さん考えるのがいいんじゃないかな。

　グループで話し合うときは、かならずＬＩＫＥＲのルールを

よく読んで、守るように！！

　グループで話し合って１つを選ぶけど、どれが正解ってこと

もないし、まちがいってこともないわ！

　どの武器をお店で新しく売り出すかは、最後は店長のムサシ

が決めることだから、ＬＩＫＥＲはとにかくたくさん、いろんな

意見を出すことが大切よ。

　お店で新しく売り出す武器をどれにするかを考えるときには

買う人だけじゃなく、お店の立場になってみることも大切ね。

　お店としては、どれももうけは同じぐらいになるけど、売って

いる武器がかわると何かちがってくるのかしら…？

　ＬＩＫＥＲしょくんのけんとうをいのる！


