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のお店では︑この常連のお客

業。2010年：心理学検定1級取得。2011

カクテルパーティーのように、
たくさんの人がそれぞれに雑談
している中でも、
自分が興味のある人の会話、
自分の名前
などは、
自然と聞き取ることができること。人は情報処理の
際、必要な情報だけを取捨選択して再構築していると考え
られている。
「 地獄耳」
と呼ばれる現象も、
このカクテルパー
ティー効果によって生じている。
プロになる? !
ション調査の責任者として、全国のパチンコ
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年：認定心理士取得。現在は売り場プロモー

カクテルパーティー効果
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の情報伝達において﹁女性の

（注意）
男性のお客様
ごめんなさい !
男性のお客様は
普通のスリッパを
貸出します
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今日上司に怒られ、
疲れて落ち込んでいるあなたを癒す
三種の神器をお貸しします

﹁女性のあなた﹂に伝えている

魔法のビニール

あなた﹂というターゲット顧
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