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プレジデントからのメッセージ 
 

APRC プレジデントからのメッセージ – 2016 年 3 月 

2016 年最初のニュースレターをご覧くださり、ありがと

うございます。 

昨四半期にスタートした GRBN の「100 日間成長チャレ

ンジ」を通して、私たちの業界専門団体の中から皆様の成

長に役立つものをお探しいただけましたでしょうか。 

このすばらしい機会をまだご確認いただいていらっしゃら

ない方は、こちらをご覧ください： 

http://grbn.org/100-day-growth-challenge-can-you-take-it/ 
 

ランゲージ・コネクト（Language Connect）を歓迎します 

本ニュースレターではまず、APRC ニュースレターのすばらしい新スポンサーであ

るランゲージ・コネクト社をご紹介したいと思います。 - 
http://www.languageconnect.net/ 

ランゲージ・コネクト社は翻訳およびローカライズサービスを提供する企業で、同

社のシンガポール事業所から APAC 地域事業を統率している Baxter Tan 氏は、

APRC にとってすばらしいサポーターであり貢献者です。同社の製品およびサービ

スは、マニュアルワークによる調整業務をすべて排除することで、多国間の調査プ

ロジェクトにかかる時間を短縮しています。  

APRC は、ランゲージ・コネクト社、Baxter 氏、そして彼が率いるチームに感謝す

ると共に今後を楽しみにしております。  

 

GRBN 学習センターの立ち上げ 

本年の目標のひとつは、すべての会員団体を対象とする専門的な学習機会の開発で

した。GRBN 学習センターの立ち上げは、3 月 13 日にロンドンでおこなわれる次の

GRBN 経営執行会（EMB）会議の主要な議題です。 

オンラインウェビナーおよび役立つ講義（当初は英語のみ）が利用可能になるた

め、これは APRC 会員にとってすばらしいことです。コンテンツは、MRS（英

国）、MRIA（カナダ）、CASRO（米国）および AMSRS（オーストラリア）をは

じめとする世界各地の提携団体から会員料金で利用することができます。 

今後数カ月以内に試用セッションが開始される予定です。オンライントレーニング/

ウェビナーを現在提供していない APRC の国の団体には、次のメリットが得られま

す： 

目次 
 

APRC プレジデントか

らのメッセージ 
 
APRC カンファレンス 

– 今すぐスケジュール

帳にご記入ください！ 
 
KORA ニュース 
 
MRSM ニュース 
 
GRBN ニュース 
 
AMSRS ウェビナー 
 
連絡先情報の更新 
 
あなたのニュースをお

聞かせください 
 



 

• 効率-世界レベルのコンテンツを、その制作にリソースを用いる必要なく会

員に提供することができます 

• 費用削減（ホスティング費用 / 請求作業 / コンテンツ作成など） 

• 会員に対する付加価値 - 会員は世界レベルのコンテンツに割引価格でアク

セスすることができます 

• 会員基盤の拡大 - 新規会員に対して世界レベルの興味深いコンテンツを提供

することができます 

• 認証スキームを作成することが可能です 

会費のお支払い期日 

APRC は、今後もアジア太平洋地域における市場調査の情報・知識を交換するため

の主要なネットワークであり続けます。会費のお支払い期日は 2016 年 4 月ですの

で、再度お確かめください。本年分の提携団体費はお早目にお支払いください。 

 

予告 – 2016 年 11 月 14 日-15 日 東京 

これまでと同様に、私たちは、APRC 年次カンファレンスで業界情報をまとめ、そ

れを各国間で共有することにより、メンバーの皆様に価値をお届けすることに注力

していきます。カンファレンスの詳細は、以下でご覧いただけます。 

 
皆様が本年も APRC の協働活動にご参加くださること、そして今四半期のニュース

レターをお楽しみいただけることを望んでおります。 

  

Peter Harris 
APRC プレジデント 
 
 
 

APRC カンファレンス – 今すぐスケジュール

帳にご記入ください！ 
 
第 8 回目となる今年の年次 APRC カンファレンスは、東京（日本）にて 11

月 14 日および 15 日に開催予定です。  
 

サミット会議およびカンファレンスのスケジュールは以下のとおりですの

で、日付をご確認ください： 

APRC サミット会議 2016 

2016 年 11 月 14 日（月） 

ハイアットリージェンシー東京 
 



 

APRC カンファレンス 東京 2016 

2016 年 11 月 15 日（火） 

ハイアットリージェンシー東京 

通訳： 

日本語から英語への同時通訳サービスが提供されます。 
 
 

宿泊： 

JMRA とハイアットリージェンシー東京との交渉の結果、宿泊が必要な参加

者の皆様は、カンファレンスの開催週において割引室料が適用されます。 
 

APRC カンファレンスに関するより詳しい情報は、以下の URL に記載されて

おります： 
http://aprc-research.com/events-conferences/tokyo-japan-14-15-november-2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KORA ニュース 
 
「2015 マーケティング・リサーチャー・トレーニング・コース」の

修了式がおこなわれました 
 

KORA は 2014 年より、韓国雇用労働部

が実施している若年者雇用アカデミー・

プログラム（Youth Employment 

Academy Program）の下で「マーケティ

ング・リサーチャー・トレーニング・コ

ース」を開催する代理業者に選ばれてい

ます。 

80 名の研修生がこのトレーニングに参

加し、リサーチャーとして成功するため

の知識とスキルを身につけました。ま

た、KORA は研修生と KORA メンバーのマッチングプログラムも手掛けています。 
 
第 2 段として 2016 年 2 月に 40 名の研修生がコースを修了し、KORA は 2016 年 3

月 11 日に修了式を開催しました。  
 
 
 

MRSM ニュース 
 
マレーシアのマーケティング・リサーチ・ソサエティ（Marketing Research Society 

of Malaysia）は、3 月 22 日に年次総会を開催します。今年は MRSM の選挙年のた

め、年次総会中に新しい役職者が任命されることになります。当選した役職者は、

近日中に発表予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RANZ ニュース 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

即時リリース用： 2016 年 3 月 18 日 

 

賞タイム: NZ の調査、考察、データに関わるエージェント・クライアントの皆様へ 

 
待ち時間は終わり、お楽しみが始まります。年 2 回開催される「リサーチアソシエ

ーション・エフェクティブネス賞 2016」が、3 つの新カテゴリーと共に受付を開始

します！ 

 
リサーチ・アソシエーション・ニュージーランドの取締役会メンバーである Horst 

Feldhaeuser 氏は、次のように述べています。「本年はすばらしい年になるでしょ

う。私たちの「RAEAWARDS」がグローバルおよびローカルのトレンドに沿って発

展し、会員の皆様の調査活動の実施方法を反映し続けることを目指し、3 つのカテ

ゴリーを新設しました」  

インターナショナル・アワード 

：ニュージーランドを拠点とし、1 年以上国際市場で活動しているエージェ

ントまたはクライアントを対象にした新しい賞です。複数の調査パートナ

ーによる業務でも対象になりますが、その場合は、主なエージェントまた

はクライアントがニュージーランドを拠点にしていることが条件です。エ

ンドクライアントは、ニュージーランドを拠点にしていても、完全に海外

のものでも構いません。 

コミュニティ・アドバンスメント・アワード 

主に、より良い仕事またはより広いコミュニティのために実施された業務

を対象にした新しい賞です。例えば、利益追求型ではない無償の業務や、

社会または社会問題に大きく貢献する業務などが挙げられます。 

サステインド・サクセス・アワード 

継続的な調査活動がどのように成功をもたらすかを示す、3 年以上にわたる

業務を対象にした新しい賞です。クライアントとの継続的な調査パートナ

ーシップや、長期的な変化を扱う業務、追跡をおこなう業務などにおける

複数の成功点が例に挙げられます。 



 

Horst 氏は続けます。「これらの新しいカテゴリーは、従来とは異なる多様な応募

者に、より多くの機会を開くものだと考えています。調査、データ、考察に関わっ

ているすべての方々に、私たちのウェブサイトをご覧いただき、すべてのカテゴリ

ーの一覧と詳細をご確認いただきたいと思います」 

 
専門家の意見が集まる業界の大イベントの開催日を予定表に記入しておきましょう

授賞式（礼装の晩餐）は、2016 年 9 月 2 日にヒルトンホテルで開催されます。 

 
応募方法の詳細については、 www.ResearchAssociation.org.nz をご覧ください。こ

のすばらしい業界イベントをスポンサーとして支援することに興味をお持ちの場合

は、E メール: secretary@researchassociation.org.nz にてご連絡ください。現在も

リクエストを受け付けております。 

 
-以上- 

 
より詳しい情報をお求めの場合は、Claire Lloyd（E メール: 

secretary@researchassociation.org.nz）にてお問い合わせください。 
 

 
 
GRBN ニュース 
 
GRBN の季刊ニュースレターは、2016 年 4 月末に発行予定です。

次号に掲載予定のトピックには以下が含まれます： 
 
• GRBN 学習センター – 業者向けにオープン 

• Dapresyが学習センターを支援している理由 

• ESOMAR と GRBN による合同ガイドライン 最新情報 

• オンライン調査ガイドライン – なぜ注意が大切なのか 

• ミクロな視点による調査方法：英国世論調査の中間結果 

• 学習に関する記事 

• 100 日間成長チャレンジ： クライアントにインパクトを与え、価値を提供する 

• AMRA – 変わり続けるアフリカ 

• 中国、ニューヨークに行く 

• 今後のイベント 

 
ニュースレターは 5 月中旬に APRC 会員の皆様にお届けする予定です。 
 
 
 
 



 

AMSRS ウェビナー、APRC 会員限定価格：

88 豪ドル 
 

 

 
まだ登録がお済みでない方は、AMSRS ウェビナーが会

員特別価格 88 豪ドル（1 セミナーあたり）でご登録い

ただけます。  
 
AMSRS は月に 1 度メンバーを対象にしたウェビナーを

実施しており、対象をすべての APRC 会員に拡大する

ことにいたしました。AMSRS ウェビナーのカタログ

は、こちらをクリックしてダウンロードいただけま

す。 
 
ご興味のあるウェビナーに登録いただくには、

admin@aprc-research.com 宛てに E メールでご連絡く

ださい。こちらで登録をおこない、詳細をご連絡いた

します。  
 

 
連絡先情報の更新 
 
この数カ月間にご連絡先を更新いただきました APRC 会員の皆様にお礼を申し上げ

ます。ご連絡先の変更がありましたら、今後もお知らせくだいますようお願い申し

上げます。APRC の連絡先一覧は、こちらをクリックしてダウンロードいただけま

す。ご自身の項目をご確認いただき、変更等がございましたら、お手数ですが 

aprc@amsrs.com.au までご連絡ください。  
 

あなたのニュースをお聞かせください 
 
2016 年の APRC ニュースレターは、3 月、6 月、9 月、12 月に発行されます。

APRC ニュースレター6 月号で APRC 会員と共有なさりたい出来事がございました

ら、admin@aprc-research.com までお送りください。期限は 2016 年 5 月 31 日（

火）です。  
 
 
 


