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お客様を見つけ、商品を買ってもらう。販売促進は今も昔も、あらゆるビジネスの原点です。

働き方改革や長引く感染症の影響で、いい商品があるのに、お客様との接点が増えない……。

DXの流行に乗っかり、インバウンドセールスを取り入れたものの、問い合わせが少ない……。

グレーゾーンだと知りつつ、問い合わせフォームへの書き込み営業をしているが、反応が減った……。

大量かつ玉石混交の情報が氾濫する現在、いかに優れた商品を売っていたとしても、

理想的なお客様と出会うことは、「干し草のなかから針を探す」ようなものかもしれません。

売り手である企業の理想は、こちらから売り込むことなく、自動的にお客様が見つかり、

勝手に商品が売れて、さらにくり返し売れつづける仕組みをつくること。

アドバンドではこの仕組みを、「販促の設計図」と呼んでいます。

営業部長が部下を叱咤激励しなくても、社員の営業力に期待しなくても、商品が売れる会社。

本誌を読めば、そんな“非常識な”販売促進のメソッドと、仕組みづくりのヒントがわかります。

営業の、常識を疑うこと。 それが販促の成功への一歩。
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販売促進にたずさわる企業の担当者にとって、各自がもつリテラ
シーの高さや経験値には大きな差があります。これは、支援会社に
おいても同様で、同じ広告・マーケティング業界にいても、それぞれ
担当者のバックグラウンドによって、得意分野と不得手な分野がある
ものです。次章からの本題に入る前に、この章では、販売促進にた
ずさわる者として、支援会社に翻弄されないために、身につけておき
たい基本的な知識や考え方をお伝えします。具体的には、①B2Bと
B2C ②マーケティングとセールス ③メディアによるちがい ④デジタ
ル依存による問題点 ⑤LTVの考え方 ⑥紹介・口コミへの対応 とい
う6つのテーマ。さあ、ページをめくって、楽しみながら学んでいき
ましょう。

マーケティングの考え方と仕組みを理解する

学んでおきたい
6つの基礎知識

販促の基本

Introduction
01



B2Cの場合、優れた製品・サービスをつくり、
対象顧客に適した広告・流通戦略を決めれば、
成果を得るのはむずかしくありません。一方、法
人を対象とするB2Bで成果を得るには、大きく3

つのポイントを理解しておく必要があります。
1つは、購買の意志決定が組織的なこと。個人

の趣味嗜好や経済状況によって、しかも直観的
に購入を決めるB2Cとちがい、B2Bでは担当者
だけで決定することはありません。上司や部署
全体、場合によっては経営陣を交えて検討を重ね
ます。つまり、かかわる人数が圧倒的に多いの
が特徴です。2つ目は、ロジカルな検討を重視す
ることです。多くの製品・サービスから候補を複
数案にしぼり、社内向け企画書の作成、稟議書
の提出、関連部署の担当者が集まる会議などを
経て、最終決定するのが普通です。3つ目は、決
定までの期間が長く、プロセスが複雑なこと。
一般的に、企業には改善すべき課題は無数に存

在し、年間予算とにらめっこしながら、これらの
優先順位を検討するものです。導入後のベネ
フィット、コスト削減、リスク回避など、さまざま
な視点から投資する順番を決定するため、売り手
としては、顧客企業に対して購買メリットをわかり
やすく説明し、社内での優先度を高める努力が必
要になります。

これらB2Bの特徴から、お客様を集めるリード
ジェネレーションだけでなく、その見込客を啓蒙・
育成するリードナーチャリングが重要だとわかり
ます。2つの機能により、集めたお客様のなかで
「いますぐ客」に興味をもってもらえれば、商談の
機会が発生します。ただし、まだ商品を検討中
の「そのうち客」や、取引にいたらなかった「失注
客」に対しては、今後の商談復活のため、引き続
きリードナーチャリングにより接点を継続するこ
とが肝心です。

営業部門のスタッフに、新規顧客の開拓をさせ
るのは大きな誤りです。右肩上がりの成長期は去
り、現在は供給が需要を大きく上回る時代。「努
力して、仕事を取ってこい！」と叱咤しても、簡単
にお客様が見つかる時代ではありません。まして
や、昨今のお客様は売り込まれることを望みませ
ん。ほしいものはインターネットで簡単に検索で
きる時代、ますますこの傾向は顕著です。
そもそも、売上を営業スタッフに頼ること自体
に問題があります。たとえば、そこそこ仕事がで
きる人材を雇うとします。仮に年収600万円とし
て、会社が負担する社会保険料や諸経費、採用
広告費や面接にかかる人的コストなどをふくめる
と、初年度の費用は1,000万円ほど。人件費以上
に活躍してくれればいいのですが、優秀な人材を
面接で見抜くのは容易ではありません。もちろん、
育成したのに離職したら水の泡です。一方でこの
予算を、インバウンドセールスを中心とする販売

促進の仕組みづくりに投資すれば、たしかな効果
が期待できます。

マーケティング（集客）とは、お客様を営業ス
タッフの目の前に連れて来ること。セールス（商
談）とは、営業スタッフが見込客に商品を買って
もらうことです。売上を上げるという目的は同じ
でも、これら2つはまったく別物。ドラッカーに
よれば、「優れたマーケティングはセールスを不要
にする」といいます。そして、マーケティングは
社長や営業部長など幹部の仕事、セールスは営
業スタッフの仕事です。
市場への参入障壁が下がって競合が増えるな
か、最大の難所は「集客」。展示会、セミナー、
テレアポ、マス広告、SNSや動画の活用ほか、さ
まざまな方法があります。本誌では32ページか
らの章で、Webマーケティングやダイレクトメー
ルなど、効果的な手法を紹介します。

B2Bビジネスの成功は、
仕組みを理解することから

リードナーチャリングが重要な理由

法人に売るには、課題がいっぱい

この時代、最大の難所は「集客」

人材ではなく、仕組みづくりに投資

同じ1,000万円を投資するなら、どちらを選びますか？同じ1,000万円を投資するなら、どちらを選びますか？

・Webマーケティング
・ダイレクトメール
・展示会やセミナー

・Webマーケティング
・ダイレクトメール
・展示会やセミナー

リード
ジェネレーション

リード
ジェネレーション

・コーポレートサイト
・営業カタログ／パンフレット
・動画

・コーポレートサイト
・営業カタログ／パンフレット
・動画

リード
ナーチャリング
リード

ナーチャリング 商 談商 談

・ニュースレター／広報誌
・メールマガジン
・ニュースレター／広報誌
・メールマガジン

リード
ナーチャリング
リード

ナーチャリング

見込客を
啓蒙・育成する

「いますぐ客」を
成約に導く

「失注客」や
「そのうち客」と
関係性を継続

広告宣伝により
見込客を集める

営業スタッフを1人雇う マーケティングに投資する

会社が負担する社会保険料や
雇用するための諸経費

200万円200万円

採用コスト（年収の1/3）
200万円200万円

営業スタッフの年収
600万円600万円 広告を出稿

250万円250万円

500万円500万円
ウェブサイトを改訂

250万円250万円
パンフレットを作成

確実に 
“もと”
がとれる

確実に 
“もと”
がとれる

リスクの高い
 “バクチ”
リスクの高い

 “バクチ”

まちがいなし！
どちらに投資すればいいかは明白

B2BとB2Cのちがい1 マーケティングとセールスは別物2
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見込客の行動を
把握できるように!

ところが、「苦労してMAを導入したのに、問い
合わせが少ない」「お客様を分析しているが、
Webサイトへの訪問が増えない」という企業も少
なくありません。これには理由があります。MA

には便利で幅広い機能がありますが、基本的に
は顧客管理システムです。そのため、広告出稿や
Webマーケティングなど集客に投資しなければ、
顧客リストが増えることはありません。また、リス
ト客へのメルマガ配信やセールス活動により、お
客様に有益なコンテンツを発信しなければ、
Webサイトへの訪問者も増えません。つまり、管
理を自動化することはできても、成果を自動化す
ることはできないということです。MAの導入は、
あくまでも必要条件。成果を得るには、リードジェ
ネレーション（集客）とリードナーチャリング（啓
蒙・育成）が不可欠です。

あらゆる業界で関心を集めるデジタル・トラン
スフォーメーション（DX）。そして、B2B企業への
導入が急速に拡大するマーケティング・オートメー
ション（MA）。2020年前後からDXコンサルや
MAベンダーが乱立し、まさにデジタル・バブル
の様相を呈しています。

MAとは、手間のかかるお客様への営業活動を
自動化し、全体を見える化する仕組みのこと。自
社のWebサイトを訪れた見込客だけでなく、展
示会やセミナー、電話からの問い合わせ、プレス
リリースなどあらゆる接点で得た顧客データを集
約し、一元管理することができます。さらに、
Googleアナリティクスの活用により、Webサイト
への訪問者の分析が可能に。訪問履歴、閲覧ペー
ジ、メルマガの開封、セミナー参加など、商品の
関心度や購買意欲を数値化。成約率の高そうな
見込客を特定し、積極的なセールスに活用できる
便利なシステムです。

最大の難所である集客には、PULL型のインバ
ウンドセールスとPUSH型のアウトバウンドセール
スがあります。最近では、Webマーケティングを
中心にPULL型が主流。お客様がインターネット
で検索することを見越して、その受け皿となる
Webページを用意しておく方法です。最大のメ
リットは、お客様を追いかける必要がなく、仕組
みさえできれば24時間365日、自動的に集客でき
ること。また、マス広告に比べると、多大なコス
トはかかりません。ところが、いいことずくめに見
えるPULL型広告にも欠点があります。

1つは、相手を選べないこと。必ずしも、売り
手が取引したいお客様が、問い合わせしてくれる
とは限りません。もう1つは、参入する競合企業
が増えたことです。リスティング広告はその典型
で、特に検索数の多いビッグキーワードといわれ
る商品はクリック単価が高騰しているため、新規

の顧客獲得単価が高くなり過ぎて、撤退する企業
も少なくありません。

一方、ダイレクトメールやテレアポなどの
PUSH型広告は、売り手からお客様に対して働き
かける方法です。最大のメリットは、潜在ニーズ
を掘り起こせること。「いま使っている商品よりも、
もっと優れた商品がありますよ」と気づかせること
ができます。また、相手を選べるため、理想的な
取引先を開拓する機会を生み出せます。PULL

型よりもコストはかかるものの、上手く活用すれ
ば大きな成果を期待できます。

PULL型とPUSH型、どちらがいいかは対象顧
客や商品で決まります。一般的に、検索ワードが
ある場合はPULL型が、ニーズが顕在化していな
い場合はPUSH型が効果的です。また、商談機
会を広げるため、集客方法は単一ではなく複数を
検討します。

どちらが適するかは、目的で決まる

インバウンドセールスへの
偏重が課題

導入して成果が出る人、出ない人DXの第一歩は、MAの導入

顧客情報を一元管理
ニ
ー
ズ
の
顕
在
化
ス
コ
ア
を
数
値
化

商
談
に
む
け
て
優
位
に
営
業

デメリット ・やって来るお客様を予測できない
・競合が増えたことで、反応を得にくい

代表的な手法 ・リスティング広告
・コンテンツSEO　など

・ダイレクトメール
・テレアポ　など

メリット
・24時間365日、自動的に集客できる
・お客様を追いかけるストレスがない
・大きな費用がかからずリスクが少ない

・ダイレクトメールはそれなりの
コストがかかる
・テレアポは人的ストレスが大きい

・潜在ニーズを発掘することができる
・取引したい相手を自由に選べる
・成功すれば大きな成果を期待できる

PULL型 PUSH型

月々3～4万円で導入可能MA

リード
ジェネレーション

リード
ナーチャリング

Webサイトの訪問履歴

各ページの閲覧履歴

セミナー参加履歴

メールマガジンの開封履歴

データのダウンロード履歴

利用デバイスの種類

顕在ニーズの“受け皿”、
潜在ニーズの“喚起”

自動化できるのは「管理」だけ
「成果」は頭脳で

・展示会
・交流会
・ダイレクトメール
・インターネット
・電話からのお問い合わせ

・セミナー
・プレスリリース
・ロコミや紹介

伝える手段はPULL型とPUSH型3 DXやMAは手段に過ぎない4
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あるキャンペーンを行うと…… 紹介・口コミに期待する3つの問題点……

LTV（Life Time Value）は、顧客の生涯価値の
こと。B2Cでは1人のお客様が、B2Bでは1社の
法人顧客が、ライフサイクルを終えるまでに、売
り手企業にもたらす売上の総計です。たとえば、
月30万円の売上が2年間つづき、契約終了したの
であれば、30万円×24か月で720万円となります。
特にB2Bでは、このLTVを重視すべきです。
広告代理店やコンサルタントの多くは、「効果
測定や定量分析が重要だ」と言います。A/Bテス
トによる比較や月次レポートの結果から、細かな
数値分析をしたがります。たしかに、B2Cで市場
の大きい商品なら、ほんの少しの広告文の変更
で、大きく売上が変わるかもしれません。ところ
がB2Bの場合はニッチな商品が多く、分析しよう
にも母数が少な過ぎて、定量分析には不向きで
す。むしろ重要なのは、この後の章でお伝えする
コンセプトやコンテンツであり、お客様の共感・
信頼を得るセールスコピーなどのクリエイティブに

自信があれば、細かな運用改善はほとんど必要あ
りません。

ところで、新規のお客様を見つけて商品を買っ
てもらい、しかも何度もリピートしてもらえなけれ
ば、LTVは向上しません。私たちの実体験をお話
ししましょう。約3,000通のダイレクトメールを送
付したことがあるのですが、売上につながったの
は、たったの1社。100万円ほどの投資で、手に
入れた売上は50万円です。これは失敗でしょう
か？ この取引先は東証一部上場企業で、初年度
は50万円の売上でしたが、4年連続で発注しても
らえました。その総額は1,500万円ほど。現在も
取引があるので、LTVは増えつづけています。
もし、商品に自信があるなら、初期投資は赤字
でも、数年後には大きな黒字になる可能性があり
ます。集客は、「売上を買う」ための投資と考える。
LTVが重要な理由は、ここにあります。

すでに取引のあるお客様からの紹介は、非常
にありがたいものです。「グループ会社の知人が
悩んでいる。相談に乗ってやってくれないか」「社
内で困っている部署がある。あなたの会社に声
をかけてもいいか」。私たちも何度か経験があり
ますが、このような言葉をいただくと最高の気分
です。取引はほぼ確定的だし、他社と比較され
ることもない。見積書で値切られることもありま
せん。この上なく良い話ですが、結論から言うと、
お客様からの「紹介」や「口コミ」に期待してはい
けません。
その理由は、「他力本願」なこと。「再現性がな
い」「運任せ」と言ってもいいかもしれません。い
くら優れた仕事をして高い評価を得たからといっ
て、必ずしも、別のお客様を紹介してもらえると
は限らないからです。これに期待し過ぎるのはハ
イリスクな考え。紹介による新たな商談の発生は、
「たまたま買って、忘れていた宝くじで当選した」

くらいに考えておくべきです。

「当社はお客様からの紹介だけで成り立ってい
ます」。こんなことを言う社長に出会うことがあり
ます。この言葉だけを信じると、いたずらに広告
宣伝にお金をかけない、正直で立派な会社に思
えてきます。ところが、そんな会社のWebサイト
をのぞいてみると、お客様の声、過去の実績、事
業へのこだわり、商品選びで失敗しないヒントな
ど、商品を買いたくなるような情報がいっぱい掲
載されています。つまり、紹介や口コミが発生し
やすい仕組みづくりに、結局はお金をかけている
ものです。
基本的に、紹介や口コミだけで拡大できるビジ
ネスなど存在しません。他人の好意に甘えること
なく、集めたお客様から共感・信頼を得て、商談
にたどり着き、その後のリピートを生み出す仕組
みをつくることが大切です。

「売上を買う」という思想をもつ

B2Bで重視すべき唯一の指標

「紹介で成り立っている」の誤解

売上を運に任せるのはリスキー

すでに取引のあるお客様
投資

100
万円

売上

50
万円

3つの問題点

他力本願他力本願

運任せ運任せ 再現性が
ない

再現性が
ない

他の部署が困っている
話を聞いて
やってほしい

他の部署が困っている
話を聞いて
やってほしい

グループ会社に
相談された

声をかけてもよいかな

グループ会社に
相談された

声をかけてもよいかな

あなたの会社

もちろんです
喜んで!

もちろんです
喜んで!

ぜひ近々
うかがいます!
ぜひ近々

うかがいます!

初年度の赤字を数年後に黒字化
それが、LTVの魔法

事業の成長を願って、
宝くじの当選に期待しない

投資

100
万円

売上

1,500
万円 1,400万円

のプラスに
1,400万円
のプラスに50万円の

マイナス
50万円の
マイナス

と
こ
ろ
が
4
年
後

と
こ
ろ
が
4
年
後

し
か
し

し
か
し

重要指標はLTVと心得る5 紹介・口コミに依存してはいけない6
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自動的に新たなお客様が見つかり、勝手に商品が売れていくビジ
ネスモデルを構築するには、①商品 ②顧客 ③方法 ④強みという4つ
の視点から、戦略づくりに取り組むことが肝心です。これには現状
分析をした上で、「理想とのギャップをどう埋めるか」と考えるプロセ
スが欠かせません。トレンドが過ぎ去り、ライフサイクルを終えて儲
からなくなった商品なのに、無理をして売りつづける……。自社の
実績や規模にそぐわないし、買ってくれない分不相応な顧客に照準
を当てている……。競合との差別化や自社のポジショニングがあい
まいなまま、営業努力のみに期待している……。まったく必要のな
いことを、効率的に行うことほど無駄なことはない―。これはドラッ
カーの言葉です。まずは戦略を見直す。その先に浮かび上がってく
るのが「販促の設計図」です。

現状を棚卸しし、理想とのギャップを分析する

だれになにを売りますか？
販促の構想

Concept
02



顧客の創造に必要な2つの機能とは、マーケティングとイノベーションである―。ドラッカーの
言葉を引用して考えてみると、イノベーションとは市場に革新をもたらす商品づくりで、マーケティ
ングは商品を市場に知ってもらう活動です。いかに素晴らしい商品を開発したとしても、お客様に
伝わらなければ、売上を得ることはできません。つまり、商品開発と販売促進は事業活動の両輪
です。そして、マーケティングには「戦略」と「戦術」があります。本誌24ページからの「販促の内容」
の章は「どんなことを伝えるか？」、32ページからの「販促の手段」の章は「どんな方法で伝えるか」
のノウハウ。これらは戦術であり、本章では、戦術よりも数倍重要な戦略について深めてみたい
と思います。

戦略論の世界的権威であるリチャード・P・ルメルトは、著書『良い戦略、悪い戦略』のなかで、
こう語っています。「良い戦略とはねらいを定めて、一貫性のある行動を組織し、すでにある強み
を活かすだけでなく、新たな強みを生み出すこと」。簡単に言うと、選択と集中です。えてして多
くの企業は、組織内の利害関係に配慮し、商品や顧客の選別をやらず、リソースを分散させてし
まう傾向があります。これは、決して良い戦略とはいえません。販売促進における「良い戦略」とは、
さまざまな商品・幅広い顧客のなかから最も将来性の高いターゲットを見抜き、人材・資本・時
間などのリソースを、どこにどれだけ投入すればいいかを決断すること。これには、捨てるべきも
のと残すべきものを定め、残すべきものの優先順位を明らかにする決断力が求められます。
では、良い戦略をどうやってつくればいいのでしょうか。これから、商品・顧客・方法・強みと
いう4つのテーマごとに、戦略づくりのヒントをお伝えします。

戦略とは「選択と集中」のこと

戦術をあれこれ考えるよりも、正しい戦略を

小手先の
「戦術」より、
熟慮した
「戦略」です。

マーケティング
市場に対する
商品の認知

マーケティングは事業活動の両輪の1つマーケティングは事業活動の両輪の1つ

アウトカム
企業が創出する利益革新をもたらす

商品の開発

イノベーション

14 15販促の構想 あなたに「戦略」はありますか？



上を算出し、売上比率を円グラフにします。ただ
し、業態や商品によっては、粗利（売上から外注
費を引いたもの）比率で比較した方が適すること
もあります。
次はライフサイクル分析です。どんなカテゴリ
の商品も、「Sカーブ」という曲線を描きながら市
場に浸透していきます。導入期・成長期・成熟期
があり、これら3つの期間は同一であることが特
徴。売れなくなってからでは遅いので、自社の商
品がどこに位置するかを把握する必要がありま
す。ただし、成熟期にあってもすべての商品が消
え去るわけではなく、技術革新や付加価値化に
より新たな成長カーブを描くこともできます。
魅力度分析では、先に述べた4つの性質から、

自社が重視する2つのテーマを選んで縦軸と横軸
に置き、2軸マトリクスを作成。ここに自社の商品
をマッピングします。円の大きさは、1商品当たり
の売上規模など自由に考えて構いません。各商
品の魅力度がわかります。
最後に、現状と理想のギャップ分析を行います。
縦軸を収益性、横軸を将来性とし、すべての商品
を配置。現状を表すのに役立ちます。ご存知の
ように、これはボストン・コンサルティング・グルー
プが開発した、プロダクト・ポートフォリオ・マネ
ジメントの図です。右上を「花形」、左上を「金の
なる木」、右下を「問題児」、左下を「負け犬」とい
います。これを元に商品の取捨選択と優先順位
づけを行い、商品戦略を決定します。

どれを捨て、どれを残し、どれを主役にするか
もっとも困難で、もっとも重要な決断

戦略のポイントは、商品ラインナップからの「取
捨選択」と、残した商品の「優先順位」づけにあ
ります。この基準として、商品がもつ4つの性質、
「収益性」「将来性」「継続性」「波及性」を理解し
ておく必要があります。
収益性とは、強みを存分に発揮できて高利益
が見込めること。逆に、競合が多い市場で利益
が出にくい状態は好ましくありません。
将来性は、いま売上は大きくないが、やがて売
上の柱になるような性質を指します。一方、斜陽
が予測される商品は見切ることも必要です。
継続性とは、サブスクリプションのように毎月
定額の売上が見込めるとか、年4回の受注が決
まっているといった性質を意味します。このよう
に購入頻度が高いものをストック収益といい、住
宅や保険のようにめったに購入されないものをフ
ロー収益といいます。
波及性は、売りやすいフロントエンド商品であ
りながら、先々のクロスセルやアップセル、高額
のバックエンド商品につながる性質を指します。
「売上が減ってきたから止める」「市場が大きそ
うだから力を注ぐ」という考えで決めるのではな
く、数年間で利益を最大化するため、全体最適
を考えた商品ラインナップにすることが重要
です。

現状分析ではまず、商品ラインナップを一覧表
にし、それぞれの対象顧客、成長のトレンド、自
社の優位性・USP、利益性、市場規模、将来性
などを列記します。次に、商品ごとに1年間の売

現状を知り、未来の理想形を描く

商品の「取捨選択」と「優先順位」

市場の成長 新たな
成長

衰退

時間導入期 成長期 成熟期

商品A

商品B

商品D

ライフサイクル分析ライフサイクル分析

商品B

商品A
商品C

商品E

商品D

魅力度分析魅力度分析

継
続
性﹇
リ
ピ
ー
ト
﹈

波及性［クロスセル］

商品B

商品A

商品C 商品D

商品E

現状と理想のギャップ分析現状と理想のギャップ分析

将
来
性﹇
未
来
の
売
上
・
利
益
﹈

収益性［現在の売上・利益］

30,000,000

商品A

商品B

商品C

商品D

商品E

10,000,000

5,000,000

3,000,000

10,000,000

2,000,000

33.3％

16.7％

10.0％

33.3％

6.7％

商品カテゴリ 売上 割合

売上比率分析売上比率分析

〈売上状況〉〈売上状況〉

売上合計

過去3年分、5年分を
調べると変化や傾向
がわかります。

〈売上比率〉〈売上比率〉

商品A

商品B商品C

商品E

商品D

商品E
商品C
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つづけている顧客」に気づくことができます。
次が、「売上・利益率・将来性分析」です。縦
軸に「売上」、横軸に「利益」を置いた2軸マトリク
ス上に、顧客をマッピングしていきます。円の大
きさは、将来性を表します。ここでは、「今は売
上が小さいが、今後の増加が期待できる顧客」や
「現在は売上・利益が出ているが、将来的には減
りそうな顧客」が見えてきます。
さらに、定性分析として、「お客様の購入理由」

「市場や客層の変化」を社内の営業部門にヒアリ
ングする方法があります。後者は特に重要で、「想

意外な発見、思いがけないひらめき
数値化して初めてわかる、顧客の濃淡

定外の業界でニーズがある」「これまでになかっ
た大手企業からの相談が増えた」など変化を先
取りし、戦略づくりに活かすことができます。こ
れら現状分析の後、最終的に「重要顧客の定義
づけ」を行います。

商品ごとの重要顧客を定義づけた後は、ペルソ
ナをつくります。ペルソナとは、「自社の商品を買
う典型的なお客様をイメージした仮想人物」のこ
と。B2Cなら一般消費者のみが対象ですが、
B2Bの場合は法人と個人（窓口担当者）を指しま
す。たとえ大企業であっても、商談を検討するの
は個人。そのため、法人よりも個人のペルソナを
重視します。
ペルソナを決める際、4つの視点で人物をイメー

ジします。1つ目は「ネットとの親和性」で、商品
自体や周辺の課題について、インターネットで調
べるかどうか。PCやスマホが普及したとはいえ、
検索ワードがない場合はWebマーケティングの効
果は見込めません。2つ目は「ニーズの顕在性」
です。もし、課題や悩みを認識していないような
ら、これらを掘り起こす必要があります。3つ目
は「発注・仕入の流動性」。業界や社内事情から、
発注先・仕入先を変えにくいケースがあります。
この場合、いくら提案内容に自信があっても、商
談機会をつくるのは困難です。最後の4つ目は「表
現への感受性」です。ペルソナを想像したとき、
ITベンチャーで働く若い女性と、レガシー企業に
勤める中年男性では、アプローチの仕方が変わ
るはず。これら4つの視点から、顧客をイメージ
することが大事です。

ペルソナから戦略をイメージする

「商品を買ってもらえるなら、どんなお客様でも
構わない」という姿勢では売れない時代。顧客に
ついての戦略とは、商品ごとに、将来の重要顧客
はだれかを定義づけることにあります。
現状分析では最初に、「顧客ごとのLTV分析」
を行います。経理のデータから、顧客売上ランキ
ングを作成します。過去5年間とか過去10年間に
遡って算出。これにより、「ここ数年で急激に受
注が伸びている顧客」とか「毎年安定した売上を

現状分析により、重要顧客を定義

〈売上状況〉〈売上状況〉

ペルソナを決める4つの視点ペルソナを決める4つの視点

顧客ごとのLTV分析顧客ごとのLTV分析

売上・利益率・将来性分析売上・利益率・将来性分析

C社 A社

E社

G社

B社
利
益

売上

D社

F社

A社
B社
C社
D社
E社
F社
G社
H社
I社
J社
K社
L社
M社
N社
O社
P社
Q社
R社
S社
T社
U社

118,457,389 

72,490,200 

59,535,000 

47,326,914 

46,268,528 

29,594,137 

28,972,000 

27,460,792 

26,711,407 

26,631,000 

24,623,000 

19,141,204 

25,151,500 

22,827,000 

22,538,750 

21,554,051 

15,479,000 

18,258,000 

15,956,000 

15,632,000 

14,850,000 

顧客企業名
360,000

4,804,000

2,490,000

2,074,000

790,000

330,000

2012年度3月期
16,805,000

5,405,000

13,445,000

17,460,000

9,793,648

5,351,223

3,739,000

2,565,000

6,071,087

355,000

1,743,000

2,910,000

3,680,000

2,932,000

3,310,000

3,204,008

300,000

912,000

1,527,000

1,522,000

3,820,000

2020年度3月期
6,330,000

7,096,000

10,600,000

20,811,200

7,927,387

3,661,000

3,499,000

3,296,792

4,064,000

1,658,000

1,755,000

2,197,000

4,466,500

2,933,000

3,734,750

3,044,002

540,000

1,450,000

7,102,000

1,490,000

3,628,000

2021年度3月期
9,641,000

14,145,000

20,060,000

4,445,714

10,124,760

7,114,076

3,884,000

2,490,000

4,287,354

1,140,000

1,915,000

3,510,000

8,420,000

2,932,500

2,557,000

2,966,011

1,355,000

940,000

2,112,000

1,703,000

3,412,000

2019年度3月期 LTV

ニーズの
顕在性
ニーズの
顕在性

表現への
感受性
表現への
感受性

発注・仕入
の流動性
発注・仕入
の流動性

ネットとの
親和性
ネットとの
親和性

顧客の
ペルソナ
顧客の
ペルソナ

［法人］［個人］［法人］［個人］
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新たな案件の発生やリプレース・業者変更の機
会が生じたときに備え、有用な情報の提供やフォ
ローをつづける姿勢が大切です。既存客に対し
て、クロスセルをねらった行動をしているか。「そ
のうち客」や「失注客」へ、定期的に新規の商談
をもちかけているか。さらに、顧客リストをどう
やって管理していて、見込客との関係性の向上に
むけてどんな施策を講じているか。これらの状
況を把握しながら、現状分析を行います。

販促キャンペーンの内容と成果を「見える化」
4つのフェーズからボトルネックを把握する

2番目の「誘引」は、接点ができた見込客との
ファーストコンタクトを迎えるために、興味・関心
を高めてもらうフェーズです。「いますぐ客」はと
もかく、商談を急いでいない「そのうち客」は情
報収集の段階であることがほとんど。コーポレー
トサイトや営業カタログ／パンフレットを閲覧する
ことが予想できるため、これらの充実を図ること
が肝心です。見込客と接点をもった後、初回の
商談にむけてどんな対応をしているか。商品ごと、
見込客の属性や傾向はどうなっているか。これら
の質問をもとに、現状を把握します。

3番目の「獲得」とは、「いますぐ客」との商談そ
のものを指します。現状を分析するため、初回の
商談から成約にいたるまでのフローを調査しま
す。B2Bは決裁までの流れが複雑なため、受注・
失注にかかわらず、どこに課題があったかが不明
瞭なケースが多いもの。これを正しく分析するこ
とが目的です。また、プロポーザルやコンペでの
商品ごとの受注率ほか、担当者に聞ける範囲でい
いので、受注・失注の理由なども調べておくと、
自社の課題を知るヒントになります。

最後に、「追跡」フェーズでは、3者へのアプロー
チがあります。すでに取引のある「既存客」には、
同一商品の継続的な受注と、別の商品カテゴリ
へのクロスセルをねらいます。まだ取引のない「そ
のうち客」やリベンジをねらいたい「失注客」には、

最初の「発掘」は、ひと言でいうと集客のこと。
これまで商品を知らなかった見込客との新たな
接点（タッチポイント）をつくり出すフェーズです。
多くの企業の悩みのタネになっていて、販売促進
では最も重要です。現状分析では、Webマーケ
ティング、展示会、マスメディア、各種制作物など、
広告出稿や営業・販売促進に投じた費用や、キャ
ンペーンの内容、獲得した顧客リストや売上・利
益などの成果を細かく調査します。できるだけ数
値化し、成功事例・失敗事例も共有すると、今後
の具体的な戦略づくりに役立ちます。

商談を創出する「獲得」フェーズ分析

機会を再現する「追跡」フェーズ分析

接点を生み出す「発掘」フェーズ分析 興味を抱かせる「誘引」フェーズ分析

ここでは、販売フローが複雑なB2Bのケースに
特化し、アドバンドが提唱する「販促の設計図」
に基づいた現状分析を行います。「販促の設計図」
とは、お客様との新たな出会いの機会をつくり出
し、相手の関心を高めて商談にのぞみ、たとえ取
引に成功しなくても次の商談機会を自動的に生み
出す仕組みのこと。出会いの創出から成約まで、
「発掘」「誘引」「獲得」「追跡」という4つの段階が
あります。全体的な流れを4つに分割することで、
自社のボトルネックが明確になり、課題や悩みに
対する解決策にたどり着きやすくなります。

「販促の設計図」をベースに分析

アドバンドが提唱する販促の設計図アドバンドが提唱する販促の設計図

営
業
カ
タ
ロ
グ
／
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
サ
イ
ト

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
／
広
報
誌

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

御
用
聞
き
電
話

商
談
・
コ
ン
ペ

顧
客
の
リ
ス
ト
化（
D
B
／
M
A
）

問
い
合
わ
せ
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アドバンドの考え方が書籍化アドバンドの考え方が書籍化

アドバンドのノウハウは2020年9月に書籍化され、翔泳社から
出版されました。ご興味のある方は書店でご購入ください。

『新規顧客が勝手にあつまる 販促の設計図』　中野 道良 著

追跡発掘 誘引 獲得
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したのか？」「なぜ、この理念をつくったのか？」
「大切にしている価値観はなにか？」と深く掘り下
げます。もし、企業理念は存在しているが、時代
に合わなくなり機能していない場合は、新たにつ
くることも検討します。理念づくりには、創業か
らの「歴史」を知ることが大事。「なぜ、創業者は
会社をつくったのか？」「なぜ、この商品を扱うよ
うになったのか？」と過去をふり返ることで、新た
な発見があるはずです。周年誌や社史を利用す
る、あるいは、「会社の出来事」と「商品ラインナッ
プの変遷」を年表として作成し、これを活用して
創業者や社長にヒアリングする方法もあります。
これらの素材をもとに議論してパーパスを定
め、社内外に浸透させること。事業への思い、商
品を扱うようになった経緯や未来への目標をス
トーリーにし、ブランドを高めます。

販売促進には、目先の「戦術」よりも「戦略」が
重要なこと。さらに、戦略について商品・顧客・
方法・強みという、4つの切り口でお話ししてきま
した。戦略とは、自社のポジショニングを明らか
にすることにほかなりません。現状を把握するこ
とで長所と短所を知ることができ、これをもとに
強みがわかれば、この後の戦術づくりで優位に立
つことができます。次章からは、いよいよ具体的
な販売促進のアイデアに入っていきます。

競合を分析して、強みを知るか
自らが挑戦して、強みをつくるか

大手企業を顧客とする場合に重視されます。⑤実
績は、その商品を導入した企業の数、あるいは、
顧客企業と同業種・同業態の導入実績の有無を
指します。⑥組織と⑦財務では、従業員数、資本
金、社歴のほか、財務の健全性など与信を重視
する企業もあります。要は、買い手である顧客企
業の心配を減らすことが、強みを考える上で有効
だということです。
ところで、「品質が良い」「対応が速い」という
強みは、主観的で曖昧です。もし、これらを強み
とするならば、「なぜ、品質が良いのか？」「なぜ、
対応が速いのか？」という疑問に対し、お客様が
納得できる説明が必要になります。また、「当社
の商品には強みがない……」と嘆くことはありま
せん。むしろ、強みはつくり出すもの。評価ポイ
ントの⑤～⑦はともかく、①～④は努力次第でい
かようにも変えることができます。「どうすれば、
お客様は当社の商品を選んでくれるのか？」と問
いつづける姿勢が大切です。

先進国を中心に成熟社会となり、あらゆる商
品のコモディティ化が進んでいます。そのため、
明確な差別化がむずかしい時代になりました。そ
こで、「なぜ、この商品を売っているのか？」「なぜ、
この会社は存在しているのか？」と、商品への思
いや企業のパーパス（社会的存在意義）を掘り起
こし、これを価値創造ストーリーとして明文化。
これを基に、商品の差別化を図るケースも増えて
います。この手法についてもふれておきます。
商品のブランディングには、MVV（ミッション・

ビジョン・バリュー）やパーパスなど、考え方を明
確にする必要があります。「なぜ、この会社名に

務 の7つです。①品質とは、材質や見た目など商
品自体のちがいのこと。②価格は、安いからいい
というものでもなく、価値に比例しているかどう
かが重要です。③対応とは、ホスピタリティをふく
む人的な魅力やアフターサービスなどを指しま
す。④仕入とは、その会社が元請けになった場合
のパートナーのこと。プロジェクトの体制をつく
るための、優秀な外部ブレーンの有無です。
⑤～⑦は売り手側企業に対する評価で、特に

自社の強みを知るには、競合分析が有効です。
また、ほとんどの企業は複数の商品を扱っている
ため、商品ごとに存在するライバルたちをベンチ
マークする必要があります。
自社と競合のちがいを分析するポイントは、①
品質 ②価格 ③対応 ④仕入 ⑤実績 ⑥組織 ⑦財

商品ごとに、
競合の強みと弱みを知る

パーパス経営がブランドをつくる

戦略とは、ポジショニングの明確化

商品Aの競合分析商品Aの競合分析

強み・特長

弱み・欠点

参考にすべき
アイデア

会社データ

備考

・会社設立35年という老舗
・1,000社以上の導入実績
をもつ
・マス広告を出稿するなど
業界の知名度が高い

・アフターサービスが悪い
・営業力があるものの
リピートが少ない
・組織が硬直している印象

・商品の検索がしやすく、
使い勝手が良い

https:// ○○○○○○○
・バナー広告を出稿
https:// ○○○○○○○

・売上高　52億円
・従業員数　300名
・設立年　1985年
・○○○○の子会社

A株式会社 B株式会社

※2020年に社長が
代わったばかり

・社長が若いベンチャーで
勢いがある
・業界初のユニークなサー
ビスが人気
・学生に人気の企業で採用
力が高い

・若手が多く、安定感が足
りない
・商品ラインナップが多過
ぎる
・従業員の離職率が高い

・サービスサイトがSEOで
上位表示

https:// ○○○○○○○
・自動見積りサイトがある

・売上高　15億円
（毎年売上が倍増）
・従業員数　70名
・設立年　2019年

※3年後の上場をめざして
いる

・Webマーケティングに
強みがある
・リピート顧客が多い
・社長が書籍を出版し、
知名度が上昇

・新卒採用が中心で即戦
力化が遅い
・零細企業なので存在感
が薄い
・大手企業の顧客が少ない

・動画でのプロモーション
が良い

https:// ○○○○○○○
・お客様事例が多い
https:// ○○○○○○○

・売上高　2.5億円
・従業員数　20名
・設立年　2006年
・○○○○と業務提携

C株式会社
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販売促進を考えるときにはつい、リスティング広告、SNS、動画な
ど「手段」に目を奪われがちです。しかし、最も重要なのは、どんな
内容を伝えるか。つまり、コンテンツ（文章）が成果を決定します。
売り手ではなく、買い手であるお客様の立場で、どんな言葉なら共
感してもらえるかを考える。あるいは、あなたの会社が言いたいこと
ではなく、お客様が知りたい情報は何かと熟考することで、価値あ
る情報を提供して信頼を獲得することができれば、商談機会が生ま
れやすくなります。この章では、お客様の共感を得る2大コンテンツ
「お役立ち情報」と「導入メリット」とはなにか、商品の仕様（スペッ
ク）ではなくお客様の利点（メリット）を語らなければならない理由、
そして、販促にたずさわる方に必須のスキル「セールスコピーライティ
ング」についてお話しします。

成果の8割を決めるコンテンツづくりを学ぶ

Contents
03

どんなことを伝えますか？
販促の内容



優位になった買い手に、好ましい情報を
商品の魅力は、第三者に語ってもらう

いかに優れているかを伝えなければなりません。
ただし、明確な長所や強みがない会社もありま
す。そこで、「お客様の声」を活用します。

たとえば、中華屋の店長が「うちのラーメンは
美味しいよ」と100回くり返すより、来店したお客
様が「この店のラーメンは美味い！」と1回発言す
るほうが、はるかに説得力があります。これは
B2Bも同様で、はじめての取引では、お客様が抱
えるリスクや不安を取り除いてあげることが重要。
「商品を導入して、ダメな結果にならないか」「ア
フターサービスは大丈夫か」など、買い手の心配
は尽きません。これらを払拭するのに、最も効果
的なコンテンツがお客様の声なのです。
必要なものは、原稿と写真の2つ。原稿は、

400～ 800字くらいを想定します。短すぎると、
お客様にとって購入の動機づけにはなりません。
その理由は、導入前の課題～自社との出会い～
他社との比較検討～選定プロセス～決定理由～
導入後の成果～今後の期待と、検討中の見込客
が知りたい情報を網羅する必要があるからです。
ただし、導入企業に対して「800字で原稿をくだ
さい」と伝えても、面倒がられる、あるいは的外
れな内容になってしまうことがあります。そこで、
7～ 8個の質問に答えてもらうアンケートを依頼。
この回答をもとに、社内で原稿を作成します。取
引先には確認してもらうだけなので手間もかから
ず、効果的な原稿が完成します。また、撮影は
プロのカメラマンに依頼します。いくら良い記事
でも、読んでもらえなければ意味がありません。
ビジュアルに訴えることで、記事の信ぴょう性が
高まり、商品ブランドも大きく向上します。

1990年代後半から、世の中を大きく変えたイ
ンターネット。「世界とつながれる」「いつでもど
こでも情報が手に入る」「コミュニケーションが豊
かになる」など、多くの進化がありました。その
なかで、ビジネスへの最大の影響は「売り手より、
買い手が優位になったこと」です。B2CとB2Bを
問わず、自宅やオフィスにいながら商品を即座に
検索できるし、売り手に会うことなく価格さえも
比較検討できます。商品を買ったユーザーの声も
知ることができ、買い手は購入前に多くの情報が
手に入ります。これは、単に「売り手が不利になる」
ことではなく、買い手の選択肢が増すことで、質
の高い商品をもつ売り手にとっては、「ビジネス
チャンスが広がる」ことを意味します。

買い手が売り手より優位に立つことで、売り手
は、自社都合の情報ではなく、買い手のお客様
にとって有益な情報を発信する必要があります。
この代表的なものに、「お役立ち情報」と「導入メ
リット」があります。
お役立ち情報とは、「なぜ、この商品を買わな
ければならないか？」という疑問に答えるコンテ
ンツです。お客様がもつ悩みや課題を示して共
感をさそい、具体的な解決策を提示します。根
拠や理由を示して信頼を勝ち取り、商品導入後の
姿をイメージさせます。
導入メリットとは、「なぜ、あなたから買わなけ
ればならないか？」の疑問に答えるもの。商品を
売る会社は1社だけでなく、多くの競合が存在し
ます。これら競合他社と比べて、自社の商品が

インターネット社会の本質とは

「お役立ち情報」と「導入メリット」

「お客様の声」は無敵のコンテンツ

お客様の声は、導入企業の担当者が一人称で
話すもの。これに対し、プロジェクト紹介では、
導入企業の担当者と売り手企業のメンバーが複
数名集まり、対話や座談会を行います。リアリティ
がある上、会話口調なので読みやすい。なにより、
取引先との良好な関係性を訴求することができま

す。唯一のデメリットは手間と費用がかかること。
プロの編集ライターによる司会進行と原稿作成、
カメラマンによる撮影が必須です。
お客様の声とプロジェクト紹介は、Webサイト

やパンフレットへの掲載、見込客との商談時など、
幅広く活用できます。ところが、非常に有効なコ
ンテンツにもかかわらず、ほとんどの企業は手つ
かず。そのため、取り組めば競合に大きくリード
することができます。

さらに威力を発揮！
「プロジェクト紹介」

2大コンテンツ「お役立ち情報」「導入メリット」2大コンテンツ「お役立ち情報」「導入メリット」

見込客の共感を得て、
導入後の改善イメージを表現

買い手に好まれる有益な情報発信が必要に

コーポレートサイトの2大コンテンツで買い手の関心を惹く

買い手の立場 売り手の立場

説得力を高めるため、
第三者(既存客)に語ってもらう

プロジェクト紹介お客様の声

「なぜ、この商品を
買わなければならないか」

への回答

導入メリットお役立ち情報

「なぜ、あなたから
買わなければならないか」

への回答

インターネット社会の本質
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あなたの会社、商品には関心がないと知る
関心があるのは、悩みと解決後の自分

いくら声高に伝えても、お客様の気持ちを動かす
ことはできません。お客様は、売り手の企業や商
品そのものには、一切関心がないと心得るべきで
す。一方、お客様自身の悩みや課題、その解決
後の変化には大きな興味を示します。B2Bにお
ける解決後の姿とは、「売上の向上」「コスト削減」
「組織活性化」など。このイメージを頭に浮かべ
てもらうには、先に述べた「お客様の声」が有効
です。

言いたい商品の「スペック」ではなく、買い手が
知りたい顧客の「メリット」を伝えます。たとえば、
鉛筆のスペックは「芯がB、断面は六角形」ですが、
メリットは「やわらかくて書きやすい、手に持った
とき滑りにくい」になります。つまり、メリットとは、
お客様にとっての利点・便益を指します。
ところで、見込客が商品に興味をもってくれな
い理由は、たいていスペックを伝えているからで
す。そして、商品開発力のある企業ほど、スペッ
クを伝える傾向があります。しかし、スペックを

選択肢が増え、お客様はどの商品を購入すべきか
混迷のなかに。B2Bでも同様に、売り手の企業
は専門家として的確で役立つ情報をお客様に伝
え、顧客企業の信頼を獲得する必要があります。
ただし、本物の専門家になる必要はありません。
見込客に商品まわりの情報をわかりやすく整理し
てあげるなど、専門家であることを演出し、自社
独自のコンテンツを発信します。方法としては、
Web上の専門情報や、書店・図書館にある関連
書籍を活用します。もちろん、許可のない流用や
コピペはご法度ですが、収集した情報と自社の知
見・ノウハウとを融合して編集すれば、十分にオ
リジナルのコンテンツが完成します。
自社を専門家と位置づけることには、3つのメ
リットがあります。1つは、見込客からの信頼を
得やすくなることです。まだ一度も会っていない
状態から、エンゲージメントが生まれます。2つ
目は、商談が進めやすくなること。人には何かを
もらったとき、「お返ししなければならない」とい
う思いを抱く習性があり、これを返報性の原理と
いいます。見込客に役立つコンテンツを惜しみな
く差し出せば、商談や成約という形で返報される
可能性が高まるということです。3つ目は、別の
商品で再現できること。あるコンテンツで見込客
の心をつかむことができれば、同じ方法で、別の
商品でも成果を得やすくなります。

専門家としてコンテンツをつくるとき、注意す
べきことがあります。売り込みを嫌うお客様の現
状をふまえ、売り手はお客様の味方として、買い
手側の立場で発信すること。これには、売り手が

インターネット社会になり、売り手より買い手
の立場が優位になったことに加え、昨今のお客様
を取り巻く状況には、大きく3つの変化があり
ます。

1つ目は、ほしい製品や必要なサービスが見あ
たらないことです。社会が成熟したため、個人は
贅沢をしなければ生活できるし、法人はかつての
ように大きな設備投資をしなくても、事業をつづ
けられるからです。

2つ目は、お客様にとって商品の選択肢が増え
たこと。技術革新により参入障壁が下がり、売り
手である企業は、事業領域や商品ラインナップを
拡大する傾向にあります。あるいは、流通小売
業者がPBとして商品開発を進める垂直統合な
ど、同一カテゴリの商品点数が増加。お客様は
ますます、判断に迷うようになりました。

3つ目は、売り込まれるのを嫌うようになったこ
とです。インターネットを中心に情報量が格段に
増え、日々目にする無数の広告。B2Bにおいても、
働き方改革の推進により、魅力を感じない商談
やテレアポ営業は敬遠される傾向にあります。さ
らに感染症の拡大を受けて、売り手の企業にとっ
ては、新たな顧客接点を生み出すのがむずかし
い時代になりました。

このような状況のなか、お客様は正しい情報を
求めています。つまり、期待されるのはその道の
プロフェッショナルです。市場の供給過剰により

おびただしい情報の
洪水のなかにいる顧客

求められるのは、
情報を整理できる「専門家」

お客様の“味方”として、
メリットを発信

コンテンツづくりは「専門家」への最短ルートコンテンツづくりは「専門家」への最短ルート 「スペック」ではなく「メリット」を伝える「スペック」ではなく「メリット」を伝える

製品・サービスの仕様

・売上がアップする

・コストを削減できる

・生産性が向上する

・事故やトラブルが減る

・組織が活性化する

・管理の手間が減る

・優秀な社員を採用できる

・緊急時に困らない

お客様の利点・便益

スペック

メリット

お客様の声

自社オリジナルの
「コンテンツ」が

完成

ノウハウ・
ヒント・
コツ

具体的な
事例集

成功
マニュアル

インターネット 関連書籍

自社の
知見・
ノウハウ

・サイズ／デザイン／カラー

・ブランドのこだわり

・価格／バリエーション

・機能や性能

・使い方／操作方法

・製造した工場／設備

・アフターサービス

・販売代理店の概要
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いまの時代、販促に必須のスキル
お客様の心を動かす文章術とは！？

販売促進にコンテンツが重要であることは、お
わかりいただけたと思います。お客様に興味を
もってもらい、信頼構築して問い合わせをしても
らう集客のフェーズでは、コンテンツの品質が成
果を大きく左右するもの。その成功の8割は、セー
ルスコピーライティングの力量で決まります。
セールスコピーライティングとは、その名のとお
り、商品を売るための文章術です。B2Cでは、ジャ
パネットたかたのようなテレビショッピング、雑
誌・カタログでの通販やECにおいて、広く活用さ
れている手法です。
ここ十数年で日本でも注目を集めていますが、
実際には100年以上前から存在しています。欧米
では昔からセールスコピーライターという職業が
あり、ゲイリー・ハルバート、ジョン・ケープルズ、
ジョセフ・シュガーマンなどの“大家”が、まさに
言葉だけの力で、企業の莫大な売上に貢献してき
ました。国内では、日本を代表するマーケッター
である神田昌典氏が提唱する「PASONAの法則」
が有名です。
セールスコピーライティングを使って作成した
広告をメディアに掲載し、見込客からの反応を得
て売上につなげる方法を、ダイレクトレスポンス
マーケティングといいます。本誌でお伝えする内
容は、すべてこの手法に基づいて結果を出してき
たノウハウです。リスティング広告の広告文、ク
リック先にあるランディングページの文章、ダイレ
クトメールで反応を得るキャッチコピー、コーポ
レートサイトで信頼を高めるテキスト。これらの
すべてにセールスコピーライティングの技術が必
要です。

成果を得るコピーにはパターンがあり、大きく5

段階のフローで構成されます。最初は、お客様
の悩みや課題にふれ、具体的な状況をあぶり出し
て共感を得るステップです。次に、一般的な商
品まわりの知識、なかでも業界全体の動きや最新
トレンドにふれ、「専門家」として信頼できる立場
にあることを伝えます。3つ目は、最も多くのボ
リュームを割くパート。商品導入にあたってのヒン
ト・ノウハウ・アイデアなどを展開するとともに、
これまで培ってきた実績や経験から、自社のソ
リューションを伝えます。ここでは「お客様の声」
を掲載するのも効果的です。4つ目のステップで
は、商品を購入するサプライヤーの選び方につい
て、自社と競合のちがいを明確に打ち出します。
最後は自社の強み・特長に言及し、必要に応じて
オファーを用意。特にランディングページや、コー
ポレートサイトの商品紹介ページでは、このフロー
が効果を発揮します。

「最近、特に若い人は長い文章を読まない。文
字は少なめにして、ビジュアルで伝えよう」
この判断は非常に乱暴であり、かつ、まちがっ
た考え方です。そもそも、文章が読まれない理
由は「長い」からではなく「つまらない」から。た
しかに、若者の活字離れが指摘されるように、文
章を読む習慣のない人が一定数いるのは事実で
す。しかし、特にB2Bでは、真面目に課題と向き
合い、真剣に商品を検討する意欲がある人ほど、
役立つコンテンツであれば貪欲に読みこなすもの
です。「つまらない」文章と、「読みたくなる」文

章のちがいは大きく3つあります。
まず、読者を具体的にイメージしているかどう
か。若い女性と高齢の男性では、心が動くポイン
トは異なります。また、リテラシーの有無を意識
することも重要。専門知識の乏しい見込客にとっ
て、聞いたこともない用語ばかりが乱立する文章
は、苦痛でしかありません。次に、お客様の立場
で書いているかどうか。前のページでお話しした
顧客メリットを意識します。最後は、情報を出し
渋ってはいないか。読み手である見込客は、どの
情報に心を動かされるかはわかりません。お客
様にとって役立つ情報は、できるだけたくさん掲
載します。
ここでは紙幅の関係でふれませんが、良い文章
には、①構成（話す順序）、②ロジック（矛盾がな
なく論理的）、③抑揚（テンポや語彙力）が欠かせ
ません。文章術はぜひ身につけたいスキルです。

作成したコンテンツは、できるだけ多くの見込
客に読んでもらえるよう、さまざまな媒体に再掲・
流用します。ランディングページに使ったコンテ
ンツを、営業カタログに再掲する。コーポレート
サイトに掲載した「お客様の声」を、商談時のプ
レゼン資料に流用するなど、目にふれる機会を
増やします。なお、コンテンツをつくる能力は、
企業が新たな市場に参入するときにも効果的。
実績がないという致命的な欠点を、コンテンツが
補ってくれるからです。

本章では、コンテンツの重要性についてふれま
した。つまり、「WHAT（なにを伝えるか）」です。
次の最終章では「HOW（どうやって伝えるか）」、
アウトプットの手法をお話しします。

問い合わせと商談の発生は
コピーで決まる

コピーは5段階のフローで展開

「長文は読まれない」のウソ

コンテンツが事業を拡大させる

ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組み（B2Cの場合）ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組み（B2Cの場合）

購 

入共
感

信
頼

解
決
策

強
み
・
特
長

行
動

セールスコピーライティング

若者

夫婦

高齢者通販カタログ

テレビショッピング

ECサイト
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どんなメディアを使って、どのように表現して伝えるかで、成果は
大きく変わります。メディアとはWeb・印刷物・動画などの媒体のこ
と。目的や期待できる具体的な成果をふまえ、お客様がどういう手
段やシチュエーションで、自社の商品と出会うのかを十分に検討し
ます。媒体を選んだ後は、どのくらいの情報量で、どのような表現
方法・トンマナで伝えるのかを決定します。最初の接点をつくり出
すには、お客様の年齢・心理・行動パターンなどをふまえ、複数の
手段を組み合わせることがポイント。いくらコンセプト（構想）やコ
ンテンツ（内容）が優れていても、第一印象が悪ければ、お客様は
行動に移すことができません。そのため、クリエイティブはとても大
切な要素です。

Web・印刷物・動画、3つの手法を使いこなす

どんな方法で伝えますか？
販促の手段

Creative
04



右肩上がりの成長期は去り、供給が需要を大きく上回る現在。かつては、営業スタッフにノル
マを課す、テレアポを強要することで売上を伸ばした企業もありましたが、昨今のお客様は売り込
まれることを望みません。「もっと仕事を受注して来い！」と、いくら社長や営業部長が叱咤しても、
新規のお客様は簡単に開拓できない時代です。
そんななか、B2B ・B2Cを問わず、今やインターネットが情報収集の主軸になりました。たとえ
ば、こんなビジネスシーンを想像してください。とある会社に課題があり、若手社員が上司に命じ
られて、これを解決するための商品を探さなければならないとします。この若手社員がまず手を
つけるのは、まちがいなくインターネット検索です。オフィスにいるならPCで、移動中ならスマホ
を使うかもしれません。このため、売り手はWebサイト上で、お客様に自社の存在を見つけてもら
う仕組みをつくる必要があります。広告を出稿する、SEOで上位表示させるほか、お客様が「なる
ほど」と納得する情報を、自社のWebサイトに掲載しておく必要があります。もちろん、スマホで
見やすいレスポンシブ対応ほか、使いやすさや動線にも配慮します。販売促進の手法のなかで、
最も重要なのはまちがいなくWeb。「営業スタッフがお客様に商談をもちかける前に、商談は完了
している」という状態をつくるのが理想的です。

売上につなげるには、コーポレートサイトだけでは不十分で、販売促進を補完するページが必
要です。これをサテライトサイトといいます。中核のコーポレートサイトを囲むようにして、製品・
サービスごとのブランドサイト、リスティング広告などの受け皿となるランディングページ、お客様
に有益な記事を発信するオウンドメディアがあります。業界や業態、売りたい商品により、サテラ
イトサイトをふくむ全体像を設計します。

ビジネスシーンで常態化するインターネット検索

知っておきたいWebサイトの全体像

商談の前に
商談が完了。
そんな夢を
叶える方法。

Webサイトの種類と構成Webサイトの種類と構成

周年記念
サイト

リクルート
サイト

YouTube
チャンネル

［サテライトサイト］［サテライトサイト］

ブランド
サイト

ランディング
ページ

オウンド
メディア

コーポレート
サイト

［メインサイト］［メインサイト］

34 35Web Webのポイント



あらゆるマーケティングの「起点」
目標は、オファーによる顧客のリスト化

ファー」といいます。魅力あるオファーとは、お
役立ちコンテンツを1冊のパッケージにまとめた
もの。一般的には「営業カタログ／パンフレット」
といわれますが、私どもはノウハウブックと呼んで
います（47ページを参照）。なお、足跡を残してく
れた見込客は、MAなど顧客管理ソフトでリスト
化、リードナーチャリングを開始します。

入してもらう必要があります。見知らぬ相手に対
し、社内の情報を開示するのは抵抗があるもの。
また、長文を入力するのも手間がかかります。そ
のため、問い合わせと資料請求を併用し、問い合
わせ欄への記入を必須にせず、気軽に足跡を残
せるようにします。
資料請求者に対し、無料で送付するものを「オ

かない」「役立つコンテンツがない」などの思いを
抱かせてしまうと、得られるはずの接点を逃すこ
とになります。「インターネットでは反応がない」
というB2B企業は、コーポレートサイトに課題が
あるケースがほとんどです。

「インターネットで買うような商品じゃない」「良
いお客様が訪問してくれるわけがない」と、何年
も改訂することなく使いつづけている企業も少な
くありません。しかし、これは大きな誤解であり、
商品を買いたいお客様を逃している原因になって
います。意思決定がスピーディーなB2Cと比べ、
B2Bは購入決定までのプロセスが複雑です。そ
のため、特に重要なコーポレートサイトを訪問す
るステップで、お客様の離脱をいかに防ぐかがポ
イント。つまり、「Webでは売れない」のではなく、
「売れるようなWebの十分な仕組みがない」だけ
です。

コーポレートサイトを訪問したお客様が、「なる
ほど」と感心するだけでは売上につながりません。
そのため、「足跡」を残してもらう工夫が必要です。
B2Cの低額商品では購入がコンバージョンです
が、B2Bでは顧客リストを獲得することがコンバー
ジョンとなります。
一般にB2Bのコンバージョンには、「問い合わ

せ」と「資料請求」があります。結論から言うと、
はじめての見込客には資料請求のほうが効果的
です。問い合わせは、見込客に悩みや課題を記

コーポレートサイトとは、企業の公式サイトの
こと。お客様以外にも、取引先やサプライヤー、
就職希望者、エンドユーザーなど、あらゆるステー
クホルダーが訪問します。そのため、会社概要、
製品・サービス情報、採用情報、ニュース＆トピッ
クス、上場企業ならIR情報など、複雑な構成にな
るのが特徴です。
コーポレートサイトが、売上アップに重要な理

由はなんでしょうか。これには大きく3つ挙げら
れます。1つは、前ページでも述べた顧客の変化
です。これまで、商品の導入を検討するための
情報収集は、サプライヤーを呼んで話を聞いたり、
展示会やセミナーに参加したりするのが普通でし
た。しかし現在、最初に手をつけるのはインター
ネットを使った情報収集が中心。これは、効率化
が理由だけでなく、売り込みを嫌う気持ちの表れ
でもあります。

2点目の理由は、B2Bではお客様が必ず訪問す
るからです。6ページで述べたように、購買の決
定には上司や決裁者の承認が必要。そのため、
製品やサービスの品質以外に、取引実績、資本
金や従業員数などの基本データ、評判や顧客満
足度など、企業についても十分に検討しなければ
なりません。その際、最初に目にするのがコーポ
レートサイト。そのため、ここで売り手が情報提
供を怠れば、大きな機会損失につながります。

3点目は、あらゆるタッチポイントでの「起点」
に位置するから。ネット検索で出会うお客様だけ
でなく、展示会やセミナーの来場者、名刺交換し
た知人、プレスリリースで知った記者など、さまざ
まな接点において、その会社に興味をもった人が
最初に訪問します。そのため、「商品に魅力がわ

なぜ、販売促進に重要なのか

「Webでは売れない」という誤解

反応率を高める
魅力的なオファーとは

B2Bは必ずコーポレートサイトを訪問B2Bは必ずコーポレートサイトを訪問

反応率を高めるオファーの仕組み反応率を高めるオファーの仕組み

お客様

お客様

B
2
C
の
場
合

B
2
B
の
場
合

購
入

ECサイト

・ブランドサイト
・オウンドメディア
・ランディングページ

サテライトサイト

とりあえず検索して
情報を集めよう
とりあえず検索して
情報を集めよう

価格も安いし、信頼できそう
ここで買おう!

価格も安いし、信頼できそう
ここで買おう!

コーポレートサイト

コーポレートサイト

どんな会社が
売っているのだろう?
どんな会社が

売っているのだろう?
直接会って

くわしく相談したい
直接会って

くわしく相談したい
決めた! 

ここで買おう
決めた! 

ここで買おう

無料だし、
気軽に請求
してみよう!

無料だし、
気軽に請求
してみよう!

これは役立つ。
もっと話を
聞いてみたい

これは役立つ。
もっと話を
聞いてみたい

資料請求・
問い合わせ
資料請求・
問い合わせ

資料の
ダウンロード・郵送

資料の
ダウンロード・郵送

営業カタログ／パンフレット
（ノウハウブック）

悩みや課題への共感

ノウハウ・ヒント・コツ

導入後のメリット

発注先選びのポイント

業界トレンド

他社の成功事例

料金の目安・明細

導入までの流れ

お客様 あなたの会社

商談

魅力的なオファー
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コーポレートサイトをはじめて訪れたお客様
が、スムーズに知りたい情報を手に入れて満足感
を得るには、使い勝手の良さが欠かせません。こ
れを実現するものに、UI（ユーザーインターフェー
ス）とUX（ユーザーエクスペリエンス）があります。
UIは主にフォントやデザインなど視覚にかかわる
部分、UXは動線や検索性、問い合わせや資料の
ダウンロードなど、行動に直結するものを指しま

お客様の立場を考えたとき、訪問したコーポ
レートサイトが2年も3年も更新していなければど
う感じるでしょう。「やる気がない会社なのか？」
と思われても仕方ありません。ぜひ定期的な更
新を心がけてください。

お客様との接点を獲得できないケースには、大
きく2つあります。1つは、コンテンツ不足です。
B2Bは一般的に、商品自体の特長や強み、競合
との明確なちがいがわかりにくいもの。そのため、
十分な情報提供が必要です。昨今、デザインは
洗練されているものの、コンテンツがもの足りな
いWebサイトが少なくありません。お客様が知り
たい情報を増やすべきです。もう1つは、つぎは
ぎが多いこと。たびたびページを追加したせい
で階層や動線が複雑になると、訪問者を混乱さ
せてしまい、直帰率を高める原因となります。こ
の問題は、少なくとも5～6年に一度、全面リニュー
アルすることで回避できます。

インターネットによる情報発信は、常に新鮮な
コンテンツを迅速に提供することが肝心。そのた
め、コーポレートサイトは完成して終わりではな
く、完成後の更新・運用を前提で考えるべきです。
これを内製化するには、CMSを活用します。

CMSとはコンテンツ・マネジメント・システム
の略で、プログラムやデザインの知識がなくても、
サイトの構築・管理ができるシステムのこと。ブ
ログ記事をアップするような感覚で、簡単にペー
ジを更新できます。また、訪問者の属性や行動
を分析するアクセス解析には、Googleアナリティ
クスやMA独自のタグを埋め込む方法があります。
これにより、訪問してくれた見込客がどのページ
に着目し、どのくらいの時間滞在したかなどを、
見える化できます。

す。インターネット上に無数のページがあふれる
なか、「見やすい」「情報を探しやすい」のは必須
です。
さらに昨今、これらUI/UXには、より個性的な

構造や意外性のあるアクションが期待されるよう
になりました。たとえば、動的なページづくりです。
スクロール時に背景のみ速度を遅くして、視差効
果により奥行き感を演出するパララックス。スク
ロールするたびに新たな要素が登場し、ひとつの
物語を観ているような没入感を得られます。ま
た、文字・写真・イラストに音や動きを与えてつく
るモーショングラフィックスは、従来のアニメー
ションより高度な技術で、動画と静止画の中間に
位置する表現手法。テレビ番組のオープニングの
ような、クオリティの高い演出が可能です。さら
に、YouTubeのユーザー数拡大とともに、動画の
利用も広がっています。

Web上で展開したいストーリーには、①商品・
会社自体の物語 ②見込客が歩むカスタマー
ジャーニーがあります。前者は、商品という「モノ」
だけでなく、その商品まわりの「物語」を売るとい
う考え方です。商品への思い、原材料へのこだ
わり、創業者の苦労話など、「なぜ、この商品を
売っているのか？」というWHYへの答えがお客様
の関心を高めます。後者は、見込客が商品と出
会い、調べ、比較検討し、購入にいたるまでの感
情や行動のプロセスを指します。これを分析す
れば、見込客に対して、どのタイミングでどんな
コンテンツを提供すべきかがわかります。ストー
リーの有無は、販売促進において大きな差になっ
て表れます。

直帰させない、長く滞在してもらうには、
“コンテンツ”が一番、“見た目”が二番

UI/UXへの配慮、意外性の演出

2つのストーリーでつながりを演出

“ざんねんな”コーポレートサイト

完成がスタート！
更新・分析で評価向上

ユーザーのワクワク感を
演出する動的な機能

先進性と将来性を感じさせるデザイン

コーポレート
サイトは
会社の“顔”

コーポレートサイトは見た目が重要コーポレートサイトは見た目が重要

関心を高める2つのストーリー関心を高める2つのストーリー

（例）勤怠管理ソフトの導入を検討する中小企業のケース
❷ 見込客が歩む「カスタマージャーニー」

❶ 商品・会社自体の物語
（ブランドをつくる6つの視点）

興味・関心
社内の現状把握をして、
勤怠の課題を考えてみよう

情報収集
他社の導入事例やソフトの
機能・価格を調べよう

比較検討
4社のソフトを実際に操作して、
2社に絞ることができた

購入・成約
アフターサービスが充実している
ベンダーに発注を決めた

商品への思い 原材料へのこだわり

創業者の苦労話 ベテラン社員の技術

サプライヤーとの
関係性 社会・環境への貢献

パララックス 動 画

モーション
グラフィックス
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ンテンツの質が高いページが上位表示されます。
コンテンツSEOと呼ばれるのは、こんな理由から
です。この新たなSEO対策の活動を「コンテン
ツマーケティング」といいます。「いますぐ客」と
の接点を増やすというより、むしろ「そのうち客」
に役立つ情報を提供し、じっくりファンとして育て
る手法。中長期的な関係性を構築し、持続的に
エンゲージメントを高めながら、長時間かけて商
談機会のタイミングを図るものです。
コンテンツSEOには4つの特長があります。1

つは自社に合う見込客が集まること。お客様が自
ら行動して接点を求めるためロイヤリティが高ま
り、専門家として支持されます。2つ目は、業界リー
ダーと目されること。限定されたテーマに沿った
「オウンドメディア」を保有し、定期的に情報を発
信することで、圧倒的優位な地位を確保できま
す。3つ目は、広告宣伝費を軽減・抑制できること。
マス広告や出展などを考えると、手間はかかるも
のの費用対効果が高い手法です。最後に、訪問
者の行動を見える化できることです。アクセス解
析により、どの記事が読まれているか、メルマガ
からどれだけ流入したか、など検証がしやすくな
ります。
リスティング広告とコンテンツSEO、両者には

一長一短があるため、自社の商品や買ってほしい
お客様の特性に応じて検討します。

広告で確実な結果を求めるか、
自然検索で上位表示をめざすか

すぐに商談・売上につながること。ネット検索の
ユーザーは、すでにニーズが高まっているケース
がほとんど。ほしいものが明確な「いますぐ客」
が多いということです。次に、再現性が高いこと。
たとえば、1か月に5件の問い合わせがあるなら、
1年で60件ほどの反応が予測できます。将来が
予測できるため、安定的な事業経営が望めます。
そして拡張性が大きいこと。エリアを「関東圏」
に限定してスタートし、もし反応があれば「関西・
中部圏」へ、そして「全国」へと、確実な商圏拡大
を可能にします。つまり、大きくレバレッジがか
かる集客方法といえます。
また、コスト面でもほぼノーリスク。B2Bの場
合、大きな投資は必要ありません。その理由は2

つあります。1つは、そもそも検索ボリュームが少
ないから。取引相手となる企業の規模・地域・業
種などを考えると、対象企業は限られるはずで
す。そのため、広告出稿にかかる費用は少なくて
済みます。もう1つは、少額でスタートして予算を
調整できるからです。「1日の広告上限予算は
2,000円」「表示地域は関東圏のみ」としておけば、
ムダな費用がかかりません。広告出稿にかかるの
は、クリック単価×クリック数のみ。PPC（Pay 

Per Click）といって、広告文がクリックされるご
とに料金が発生する仕組みです。もちろん、反
応があれば後から広告予算を増やす、地域を拡
大することもできます。

SEOは、検索エンジン最適化のこと。以前は
Webサイトへの被リンク数が重視された時代もあ
りましたが、現在はユーザーにとって有益で、コ

リスティング広告は、上手に活用すれば大きな
成功を期待できます。方法は検索連動型とディ
スプレイ型の2種類※。検索連動型は前述したよ
うに、見込客にとって探したい商品が明らかな場
合に有効です。「勤怠管理　ソフト　中小企業」
「貸会議室　新宿区」など、ニーズが顕在化して
いる「いますぐ客」に威力を発揮します。一方、ディ
スプレイ型は、ニュースやブログなどで、記事の
内容に沿った広告を表示させるもの。「共働き世
帯が増えている」というニュースの中に、不動産
会社による新築マンションの広告を表示するよう
な仕組みです。検索連動型はテキストのみです
が、ディスプレイ型はさまざまな形状・サイズの
画像を使ったバナー表示も可能です。
リスティング広告には、「即効性」「再現性」「拡
張性」という3つの特長があります。即効性とは、

一般的にB2BのWebマーケティングは、SEM

（Search Engine Marketing）が中心です。SEM

とは、検索から自社サイトへの流入を増やす手法
のこと。これには、リスティング広告とコンテン
ツSEOがあります。
リスティング広告は、ユーザーの検索結果画面
に、自社が扱う商品の広告を表示させるもの。広
告なのでGoogleやYahoo! に料金を支払う必要
がありますが、確実性・再現性が高く、商品によっ
ては大きな成果を期待できます。
コンテンツSEOは、記事そのものの質を高め
て、オーガニック検索で上位表示させる方法です。
オーガニック検索は自然検索ともいい、Google

の検索エンジンがアルゴリズムによって高く評価
したページを、ランキング形式で上位表示してい
ます。ただし、評価基準は開示されていないため、
売り手がコントロールすることはできません。

SEMにおける2つの手法 たしかな集客をめざす
「リスティング広告」

記事の中身で勝負する
「コンテンツSEO」

※B2Bの販売促進というテーマの都合上、本誌のなかに登場
するリスティング広告は、検索連動型を基本にお伝えしてい
ます。

2つのSEO手法から成る“Webマーケティングの全体像”2つのSEO手法から成る“Webマーケティングの全体像”

勤怠管理 ソフト勤怠管理 ソフト

【No.1】勤怠管理ソフト【No.1】勤怠管理ソフト 広告広告 広告広告

勤怠管理ソフトを導入するコツ勤怠管理ソフトを導入するコツ
www.〇〇〇〇.comwww.〇〇〇〇.com

www.〇〇〇〇.comwww.〇〇〇〇.com
勤怠管理勤怠管理
www.〇〇〇www.〇〇〇

勤怠管理ソフトなら勤怠管理ソフトなら 広告広告
www.〇〇〇〇.comwww.〇〇〇〇.com 広告広告勤怠管理勤怠管理

www.〇〇〇www.〇〇〇

リスティング
広告

コンテンツ
SEO
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リスティング広告を成功に導くには、全体像と
流れを把握したうえで、コンバージョンまでの各
ステップを細かく設計する必要があります。各ス
テップとは、広告文、ランディングページ（以下：
LP）、オファー、フォームです。これらを準備した
うえで、GoogleとYahoo!に広告を出稿します。

B2Bの場合は母数が少ないため、細かな数値分
析はあまり意味をなしません。それよりも、上流
にある戦略が大事。正しい商品選び、顧客への
理解、訴求すべき強み・実績の検討など、コンテ
ンツを深く精査する姿勢が大切です。

ジでつくるのが主流です。その理由は、見込客
を商品に集中させるねらいがあるからです。また、
1つの商品につき、1つのLPが基本。あるテーマ
の専門家として共感と信頼を得るためには、読み
応えある十分な情報量が必要です。昨今は、お
客様の声を掲載する、動画で効果的に演出する
など、工夫を凝らす企業が増えています。

LPの作成において、コンテンツとともに重要な
のが「オファー」です。PDFファイルをダウンロー
ドさせるより、実体のあるパンフレットの郵送が
効果的。魅力あるオファーは動機づけになりやす
く、コンバージョン率の向上につながります。今
は、気軽に個人情報を入力してもらえる時代では
ありません。「どうしても手に入れたい！」と感じ
させるオファーを用意してください。

リスティング広告で集客に成功する企業がある
一方、成果が出せずに出稿をやめてしまう企業も
あります。この理由は4つあります。1つは、利益
の出る商品を選んでいないから。LTVを判断基
準として、①リピート性がある商品 もしくは ②ク
ロスセルを期待できる商品にすべきです。2つ目
は、商品の絞り込みが甘いからです。検索数の
多いビッグキーワードの商品は、たくさんの競合
がひしめくレッドオーシャン。クリック単価が高
騰して費用対効果が悪くなるので、ニッチな商品
に絞ることが大切です。3つ目は、コンバージョ
ン率の低迷です。これには、LPやオファー、コー
ポレートサイトの充実を図る必要があります。
さらに、広告代理店の誤った戦術を挙げておき
たいと思います。10ページでも述べたように、

ここでは、商品ごとにキャンペーンを設定しま
す。まず、お客様を想像し、検索キーワードを考
えます。たとえば、ITベンダーが経理向けパッケー
ジを売るなら、商品を表す「会計ソフト」とともに、
「中小企業向け」「使いやすい」「格安」などの二次
ワードを設定します。Googleのキーワードプラ
ンナーを使えば、適切な語句のヒントが見つかり
ます。検索結果画面に表示される広告文は、思
わずクリックしたくなるような工夫が必要です。
次に、1日の上限予算、クリック単価、広告表示エ
リアなどの設定を行います。

広告文は「広告見出し」と「説明文」で構成され
ます。それぞれ文字数制限があるため、顧客メリッ
トをわかりやすく簡潔に表現する必要がありま
す。広告見出しには、上述した検索キーワードを
ふくめます。説明文には、見込客の行動を促す“殺
し文句”を入れると効果的。「無料でお届け」「ヒ
ントが満載」「ノウハウを公開」「成功のコツ」など、
多少誇張した表現を使っても構いません。
広告文のポイントは、お客様を主語にすること。
たとえば、機械の販売代理店の場合、「飲食用ロ
ボットで国内No.1を誇る○○○○株式会社」では
なく、「急なご依頼でも、飲食用ロボットを1日1

台から注文可能」とします。お客様視点のほうが
共感を得られます。

LPとは、広告文やバナー広告をクリックした先
にある、最初に到達するページのこと。縦長1ペー

まるで、24時間365日働く社員のよう
広告文、LP、オファーの設計がカギ

商品ごとのキャンペーンを設定

思わずクリックしたくなる広告文とは

LPで反応を高めるための
魅力的なオファー

成果が出る会社、
成果が出ない会社

成果につながる3原則成果につながる3原則

成果につながる
3原則

十分な受け皿
を用意

利益の出る
商材を選択

ニッチ
キーワード
を支配

リスティング広告のフロー／全体像リスティング広告のフロー／全体像

十分な受け皿を用意

▶ 足跡を残してもらうのが目的
▶ クリエイティブの質を高める

CVRを
最大化する

ニッチキーワードを支配

業界用語や
隠語を探す

▶ 狭い業界での見込客の共感
▶ 検索数の少ないブルーオーシャン

利益の出る商材を選択

LTVを
基準にする

▶ リピート性のある商品
▶ 波及効果が大きい商品

いい商品を
見つけた!
いい商品を
見つけた!

ランディングページ
オファー
フォーム

フォーム

…

社名
部署名
氏名

オファー

資
料
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
・
郵
送

広告文

MA

あなたの会社

お客様
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商品を紹介せずに、商品を売る
遠回りだが、信頼構築に威力を発揮

用です。Web制作の知識がなくても、SNSを更
新するような感覚で気軽に記事をアップできま
す。もう1つは、テンプレートの作成です。社内
外の複数のライターが、各自バラバラの仕様で記
事を書くと、見た目に支障が発生します。そこで、
タイトル・小見出し・本文の文字数、文体、箇条
書き・表組・コラムなどの体裁、写真のサイズな
どを定めたテンプレートを作成します。これを事
前にライター間で共有しておけば、手直しのムダ
を省けます。

見込客とさりげなく接点をもつのに有効なコン
テンツマーケティング。通常、オウンドメディアと
呼ばれる特設サイトから記事を発信します。商品
の販売が目的ではなく、お客様が知りたい情報
を提供して信頼関係をつくるのが目的。自社の商
品が選ばれやすくなることがねらいです。
コンテンツマーケティングには、要所となる3つ

のフェーズがあります。見込客を集めるリードジェ
ネレーションは、課題や悩みを抱える人が記事に
たどり着くまでを指します。リードナーチャリン
グは、見込客が定期的にオウンドメディアを訪問
し、関連記事を読んで徐々に購買意欲を高めても
らう段階です。そして、いよいよコンバージョン。
運営会社への問い合わせ、商品の資料請求など、
商談にむけた最終段階を迎えます。

オウンドメディアは、記事を発信するプラット
フォームです。コーポレートサイト内につくるので
はなく、別ドメインを取得し、独立した情報発信
サイトとして開設するのが一般的。そのため、自
社の宣伝や商品の売り込みをうながす情報はご
法度です。記事の内容は、お客様の悩みや課題
を解決するヒントやアイデアを中心に、お役立ち
情報を提供します。記事は内製するケースと、
内製と外注を併用するケースがあります。また、
更新頻度はひとまず1～2週間を目標にしたいも
の。これには、効率的な運用の仕組みが欠かせ
ません。
その1つは、39ページでお伝えしたCMSの活

SEOによる
コンテンツマーケティングとは

SEOの結果はGoogleの検索エンジンに依存
するため、必ずしも記事が上位表示されるとは限
りません。思いどおりにならないことも多く、根
気が必要です。そこでSEOに頼るだけでなく、
すでに接点をもったお客様に対しても流用しま
す。例えば、メールマガジンのなかに記事へのリ
ンクを入れる。あるいは、商談で名刺交換した見
込客に対し、御礼メールの文中で記事を紹介する
こともできます。
一度オウンドメディアを訪れたお客様に、再訪
問を促すリマーケティングも効果的です。これは、
過去に自社のWebサイトを訪れたユーザーに対
し、別のページを閲覧中に自社のバナー広告を表
示させ、再び自社サイトへと誘導する手法。オウ
ンドメディアの記事を見たお客様を、自社商品の
LPに導けば売上増に直結します。

SNSの記事が短期間に広がり、多くのユーザー
の注目を集めることを「バズる」といいますが、い
くらバズっても商品の売上につながらなければ意
味がありません。商品に関連する記事を書くのが
基本です。これをふまえた上で、上位表示には
検索クエリを理解することがポイント。Doクエリ、
Knowクエリ、Goクエリと3種類あります。Doク
エリは「オウンドメディア　制作会社」など、行動
の意図をふまえたもの。Knowクエリは「SEOと
は」や「Webマーケティング　歴史」など、情報
を知るための質問です。Goクエリは「セブンイレ
ブン　池袋」「ソニー　本社」など、特定ブランド
や企業のWebサイトへの移動を目的とした質問
を指します。検索クエリは、見込客の検索キーワー
ドを考えるとき、上位表示させるためのヒントに
なります。

上位表示の考え方を理解する 記事の活用とリマーケティング

オウンドメディアの効率的な運用

信頼の
構築

関係性の
維持

コンテンツマーケティングの仕組みコンテンツマーケティングの仕組み

この会社と
取引したいな…
この会社と
取引したいな…

検索 発信

定期的かつ継続的に
コンテンツを発信
定期的かつ継続的に
コンテンツを発信

商品の紹介ではなく
お役立ち情報を提供

オウンド
メディア

3つのフェーズ3つのフェーズ

オ
ウ
ン
ド
メ
デ
ィ
ア
の
開
設

コ
ン
テ
ン
ツ
の
発
信

商
談
・
成
約

見込客がキーワードを
検索し、オウンドメディ
アの記事にたどり着く

定期的にオウンドメディ
アを訪問、関連記事を
読み信頼感をもつ

運営会社に問い合わせ、
商品のくわしい資料をダ
ウンロード
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昨今、企業ではDXを推進する動きが顕著で、営業活動のデジタル化が加速しています。商品
情報や導入事例などを掲載したホワイトペーパーをダウンロードしてもらう方法が主流で、印刷物
の出番はめっきり少なくなりました。たしかに、ペーパーレスは環境にやさしく、SDGsやESG経
営が広まる昨今、時代にもマッチしています。電子データは随時アップデートできるし、すぐに修
正することも可能。内製化すればほとんどコストはかからないし、いいこと尽くしに思えます。と
ころが、すべてをデジタル化する考え方には賛成できません。
最大の課題は、電子データには「価値」を感じにくい点。一方、デザインや紙質、加工にこだわ

ることのできる印刷物は、手に取った見込客の感じる印象を大きく向上させます。PCでは一度に
閲覧できる情報量が限られますが、印刷物はサイズやページ数も自由。デザインを工夫すれば、
読者の記憶に残る個性的な表現も可能です。もちろん、情報の一覧性が向上するため、見込客の
好感度も高まります。さらに、人には「恩を受ければ、お返ししたくなる」という「返報性」の習性
があります。特に、はじめて接点をもった見込客にとって、「役立つ有益なコンテンツが、1冊にま
とまった印刷物をタダでもらう」という体験は、商談の発注や仕事の受注という形で「返報」され
る可能性が高まります。

印刷物には2つのタイプがあり、商談前に配布するものと、商談後のフォローに使うものがあり
ます。前者は「営業カタログ／パンフレット」、後者は「ニュースレター／広報誌」です。
営業カタログ／パンフレットは、これまでのような売り手都合の冊子ではなく、お客様の悩みや

課題ごとに、お役立ち情報や解決のヒントを一冊のパッケージとしてまとめたものを指します。そ
のため、私たちは「ノウハウブック」と呼ぶこともあります。LPやコーポレートサイトからの問い合
わせに対するオファーとして、あるいは、展示会・セミナーでの配布物として利用します。また、
ダイレクトメールとして郵送し、見込客を開拓する手段としても有効です。
ニュースレター／広報誌は、すでにリスト化したお客様へのフォローとして定期的に発行します。

読まれにくくなったメールマガジンとちがい、高確率で自社の価値を伝えることができます。
実はデジタル化が進んだからこそ、競合との差別化につながる効果的なメディアとして、改めて

印刷物が見直されつつあります。

「情報」はWebで、「価値」は紙で伝える

商談前・商談後を支える2つの印刷物

優位な商談
とフォロー
を実現する
珠玉の一冊。
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まだ商品を買う気になっていない状態のとき、
営業から商談をもちかけられ、会社案内やパンフ
レットをもらった経験があると思います。それら
は商談が終わると、すぐゴミ箱行きになったので
はないでしょうか。「商品の情報」が中心で売り
手都合のパンフレットは、見込客が買う気になっ
たとき以外は迷惑な存在です。お客様はファース
トコンタクトの場で、「信頼できる会社か？」「商
品を売り込まれないか？」と疑心暗鬼になるもの。
これでは良好な関係性は築けません。
一方、私たちが提案するパンフレットは、見込

客にとって有益な「お役立ち情報」が中心。その
ため、すぐゴミ箱行きにはなりにくく、「いつか役
に立ちそうだ」と、お客様の手元での滞在期間が
長期化。これは未来にむけた商談機会の創出に
つながります。
また、ビジネスシーンでは環境負荷軽減のニー

ズから、印刷物は敬遠される傾向にあります。販
売促進の場でも、PDF版のホワイトペーパーや会

お客様の気持ちを的確にキャッチ！
手元での長期化で、信頼関係をつくる

必要とする情報を中心に構成します。
意外とおざなりになりがちなのがデザインで、

たとえ優れたコンテンツであっても、お客様が読
みたくならなければ売上にはつながりません。「さ
すがこの道の専門家だ」と感じてもらえるよう、
見た目にも妥協せずこだわります。高額の製品、
初めて世に出る先進的なサービスの場合は、特に
センスが問われます。カメラマンに撮影を依頼す
るのはもちろん、デザインや表現手法、紙質・加
工にもこだわりましょう。

お客様に共感してもらうには一定のパターンが
あり、これは5つの構成フローで展開されます。1

つ目は、見込客の悩みや課題にふれ、具体的な
状況をイメージさせて、「私のことをわかってくれ
ている」と共感を獲得する段階です。2つ目は、
商品まわりの一般的な情報。業界知識や最新ト
レンドなど、専門家として信頼できる立場にある
ことを感じさせます。3つ目は最も多くのページ
を割き、商品を導入するにあたってのヒント・アイ
デア・ノウハウなどを幅広く展開するフェーズ。
具体的な解決策を掲げ、実績やユーザーの成功
事例を伝えるなど、見込客の気持ちに訴えるコン
テンツが必要です。4つ目は、どの会社から購入
すればいいか、競合との比較検討の基準を打ち
出すフロー。最後に、結論として自社の強みや特
長を伝え、必要に応じて料金表やユーザー事例
集など、さらなるオファーを提示します。
お客様の共感を得るには、マネタリーではなく

ボランタリーが基本。いたずらに商品を売り込も
うとせず、有用なコンテンツを惜しみなく差し出
すからこそ、信頼を勝ち取ることができるのです。

お客様のハートをつかむ印刷物とは

1商品で1冊、専門家を演出

ページ展開は5つの構成フローで

社案内をダウンロードしてもらう方法が主流にな
りました。しかし、47ページで述べたように、電
子データは「価値」を感じにくいメディアです。十
分なコンテンツを掲載しようとすれば数十ページ
に及ぶこともあるため、PDFを出力する手間を考
えても、一覧性が高く実体のある印刷物が最適
です。

私たちが考える営業カタログ／パンフレットは、
1つの商品につき1冊が基本です。見込客の対象
範囲が広い場合は、さらにセグメントして、業界・
業態ごとにつくるのも効果的です。絞り込む目的
は、専門家と位置づけ、お客様に「私のための一
冊だ」と感じてもらうことにあります。
制作には3つのポイントがあります。まず、ボ

リュームですが、少なくとも16ページ以上の十分
な情報量が必要です。なお、サイズはビジネス
文書と統一するならA4判、小冊子ならB5判とか
A5判がおすすめです。コンテンツは、お客様が

従来のパンフレットとのちがい従来のパンフレットとのちがい

お互い、疑心暗鬼に…

従来の
パンフレット

お客様売り手

商品を
売りつけられる
のでは?

商品を
売りつけられる
のでは?

信頼できる
会社なのか?
信頼できる
会社なのか?商品の情報

理想の
パンフレット

お客様売り手

今後とも
よろしく
今後とも
よろしく

有用な情報を
ありがとう
有用な情報を
ありがとうお役立ち情報

フラットな関係を構築

5つの構成フロー5つの構成フロー

専門家として位置づける3つのポイント専門家として位置づける3つのポイント

商談機会の創出

ノウハウブックノウハウブック

業界や課題ごとに
つくるのも効果的
業界や課題ごとに
つくるのも効果的

1つの商品で
1冊が基本

1つの商品で
1冊が基本

“買い手”が知りたい情報

十分な情報量
▶ 16ページ以上
▶ A4判かB5・A5判

ボリューム
❶

デザイン
❸

コンテンツ
❷

▶ 図版やイラスト、写真撮影
▶ 紙質や製本、加工

見た目・表現手法

お客様

私のことを、よく理解してくれている!私のことを、よく理解してくれている!

見込客の悩みや課題に共感1

商品まわりの一般的な情報2

解決のヒント・アイデア・ノウハウ3

導入時のサプライヤーの選び方4

あなたの会社の強みや特長5
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力あるオファーも欠かせません。見込客の行動
をうながすには、無料ノウハウや概算料金表など
のオファーが効果的です。

一般的なフローには、5つのステップがありま
す。最初に、売りたい商品と対象顧客を選び、
「100万円を投資して10件の問い合わせを得る」
など目標となるKPIを設定します。次に、発送先
リストの準備。自社で作成してもいいのですが、
企業調査会社から購入すると便利です。そして、
いよいよダイレクトメールの制作です。ここでは
セールスコピーライティングなど高度なスキルが
必要なため、外部パートナーに委託するケースが
ほとんど。その後、冊子は数千以上になることが
多いため、発送業者に依頼して郵送します。あと
は反応を待つだけ。問い合わせのあった見込客
をリスト化し、新たな商談に活用します。

い、顧客リストを手に入れることにあります。と
ころで、すでに多くの取引先をもつ大企業や中堅
企業の担当者が、見知らぬ会社から送られて来
た郵便物を開封し、その内容を読んで個人情報
を入力するでしょうか？ ここが最大の難所です。
なお、メールアドレスを手に入れて勝手にメール
DMを送信する、コーポレートサイトの問い合わ
せ欄にフォームDMを送る企業もありますが、こ
れは法的にグレーゾーン。そのため、ダイレクト
メールは郵送に限ります。

ダイレクトメールで反応を得るには、いくつかの
コツがあります。まず、「開封前の動機づけ」と「開
封後の読み応え」です。
開封前の動機づけとは、開封率を高めることを
指します。取引の可能性が高い企業を対象にし
ているか。その商品の決裁者がいる部署に送付
しているか。さらに、封筒に印刷するメッセージ

Webマーケティングを中心としたインバウンド
セールスは、顕在ニーズに効果的ですが、潜在ニー
ズを掘り起こすことはできません。しかも、まっ
たく同一の商品が、顕在ニーズにも潜在ニーズに
もなり得ます。たとえば、「経理ソフト」。経理業
務の効率化に悩んでいる企業にとっては顕在ニー
ズですが、導入すれば業務改善できるのに、いま
だ検討していない企業にとっては潜在ニーズとな
ります。また、情報過多の現在、商品が多過ぎて
選べない、あるいは、商品に気づかないというケー
スも。ここで有効なのがダイレクトメールです。

B2Bの場合、お客様が即答で商品を購入する
ことはあり得ません。そのため、ダイレクトメール
の目的は、興味のある見込客に手を挙げてもら

に工夫を凝らすテクニックもあります。透明封筒
は明らかにダイレクトメールだと判断されやすく、
中身が見えないほうが開封されやすくなります。
「開封後の読み応え」とは、見込客の第一印象
を高めて商談機会を生み出すこと。専門家として
信頼するのに十分な情報量と、納得できるコンテ
ンツが必要です。読者に気づきや発見を与え、
魅力的なノウハウやアイデアを提供できれば、冊
子の滞在期間も長くなりチャンスは倍増。手に
とった方の印象が良ければ、必要な部署への回
覧も期待できます。
また、成果を得るには方程式があり、それは、

「郵送DMの成功＝リストの質×クリエイティブ×
魅力あるオファー」です。リストの質とは、自社
が取引したい企業ではなく、取引の可能性が高
い企業を選ぶことを意味します。実績が乏しく社
歴の浅い零細企業が、上場する大手企業との取
引を考えても“いばらの道”です。クリエイティブ
とは、コピーとデザインのこと。価値あるコンテ
ンツをわかりやすく表現することが大切です。魅

デジタル時代にこそ存在感を発揮する
見込客との出会いをつくる“飛び道具”

眠っている顧客を呼び覚ます手法

目的は売ることではなく
見込客のリスト化

見込客に反応してもらうコツ

カンタン！ プロジェクトの進め方

ダイレクトメールのねらいダイレクトメールのねらい プロジェクトの流れプロジェクトの流れ

見込客のリスト化見込客のリスト化

購入・成約購入・成約

……

……

ダイレクトメールの
目的はココ

ダイレクトメールの
目的はココ

商談機会の創出

商品・対象・KPIの設定

発送先リストの作成

発送業者より郵送

見込客のリスト化

封入する冊子の制作

郵送DMの成功方程式郵送DMの成功方程式

郵送DMの成功

リストの質

クリエイティブ

魅力あるオファー

B2Bの場合、
成約まで複数の
ステップが必要

B2Bの場合、
成約まで複数の
ステップが必要

反応率を高める2つのポイント反応率を高める2つのポイント

ポイント❶ ポイント❷

開封前の
動機づけ

開封後の
読み応え

未来の商談機会の最大化

担当の部署に
紹介してやろう
担当の部署に
紹介してやろう

担当外の人

面白い! いつか
役に立ちそうだ
面白い! いつか
役に立ちそうだ

そのうち客

すぐにくわしい
話を聞きたい!
すぐにくわしい
話を聞きたい!

いますぐ客
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向性やメッセージが伝わりやすくなり、ロイヤリ
ティ向上が期待できます。売上の向上、認知の
向上、意識の向上。これら3つを満たすことで、
企業ブランドは大きく高まります。

商品の販売による短期的な売上ではなく、
中長期的な関係性の継続をねらう

えると、発行元である企業の知名度や人気が高ま
ります。第三に、従業員の「意識の向上」につな
がることです。洗練された広報誌は企業ブランド
に直結するため、従業員にとって会社のめざす方

未来の商談につなげます。2つ目は、機会損失を
防ぐこと。特にB2Bの場合、「年度内の予算が足
りなかった」「現在の取引先に泣きつかれた」な
ど、顧客企業内の都合で失注するケースが少なく
ありません。再び課題が持ち上がったとき、真っ
先に声をかけてもらうのが目的です。そして3つ
目が、御用聞き営業の自動化です。御用聞き営
業とは、得意先や買ってくれそうな客先を定期的
に訪問して注文をもらうという営業手法。現在も、
これを活用する企業は少なくありません。ところ
が、「働き方改革」でムダな残業を抑制する動き
や、「感染症の常態化」で在宅勤務が増えたこと
により、訪問や電話など相手の時間を奪う行為
は、敬遠される傾向にあります。ニュースレター
を発行することで、勤務に支障のない効率的な
情報提供ができるようになります。

広報誌とは、企業や官庁などの団体が不特定
多数の読者にむけ、情報提供を目的に発行する
定期刊行物のこと。「PR誌」とも呼ばれます。こ
れまで、企業が発行する広報誌は、自社の活動
や商品・サービス情報など、売り込みを意図した
ものが主流でした。ところが昨今、売り込みは警
戒されます。そのため、顧客視点で、本当に役立
つ有用な記事を掲載してイメージアップを図り、
中長期的な視点でファンを作ることを目的として、
発行する企業が増えています。
広報誌を発行する目的として、第一に考えられ
るのは「売上の拡大」。ただし、先述したように、
広報誌は営業カタログではなく、お客様との中長
期的な関係づくりを優先すべきです。第二に「認
知の向上」です。広報誌が目にふれる機会が増

企業が販売促進を目的として、定期的に発行
する冊子にニュースレターと広報誌があります。
前者はリスト顧客へのフォローが中心。後者は不
特定多数の読者に配布するものです。ところで、
デジタルが全盛のいま、印刷物を発行する意義と
はなんでしょうか。

Webサイトは受動的な媒体です。そのため、
よほど希少なコンテンツがない限り、ひんぱんに
見込客が訪れることはありません。また、同じく
デジタル媒体のメールマガジンは、多数の見込客
に対して無料で配信できることから、B2Bでも広
く普及しています。悪い方法ではないのですが、
迷惑メールと扱われることが多く、読者にとって
歓迎されにくい手法です。
一方、ニュースレターや広報誌は、いわば“紙
のオウンドメディア”。見込客の悩みや課題への
共感、あるいは知的好奇心の刺激により関心を高
め、お役立ち情報を提供する媒体です。紙であ
る意義の1つは、ブランドを強く訴求できること。
実体のあるパンフレットは、読者に価値を感じて
もらいやすいという利点があります。もう1つは、
能動的に見込客との接点を生み出せることです。
印刷物なら手軽に郵送や手渡しもでき、コンテン
ツや見映えが良ければ何度も読んでもらえるし、
口コミも期待できます。つまり、内容次第で利用
価値を高めることができます。

ニュースレターの役割は3つあります。1つは、
リードナーチャリングです。お役立ち情報や商品
まわりのトレンドを伝え、専門家として位置づけ、

価値の高い“紙のオウンドメディア”

ニュースレターを発行する目的

広報誌を発行する目的

ニュースレターとメールマガジンのちがいニュースレターとメールマガジンのちがい

お役立ち情報を定期的に提供し、新たな商談機会を獲得する

PUSH型で、能動的かつ積極的に見込客ヘアプローチできる

印刷物
（実体あり）

電子メール
（実体なし）

必要
（制作・印刷・郵送コスト）

無料
（何社でも、何通でも、何回でも）

・存在感がありブランドを感じやすい
・表現や内容の自由度が高い
・社員のモチベーションも向上

・コストが一切かからない
・一気に大量に配信できる

編集や制作に手間と時間がかかる 読者に好感をもたれにくい

ニュースレター

目的

強み

媒体

コスト

メリット

デメリット

ニュースレター メールマガジン

お客様

メールマガジン

郵送

配信

お客様
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ニュースレターや広報誌の発行では、目的や対
象読者をふまえた戦略やポジショニングを、じっ
くり検討する必要があります。固定観念をふり払
い、自由な発想で内容を吟味したいものです。こ

コンテンツと同時に、デザインにも十分な配慮
が必要です。一般に、コモディティを扱う企業は
カジュアルなデザインが、高額商品を扱う企業は
洗練されたデザインが好まれます。しかし、その
ことを逆手にとって、あえてギャップをねらうこと
もできます。レガシー企業がマンガを使って表現
する、中小零細企業が専門性の高い濃密なコン
テンツを提供するなど、競合とは異なるスタンス
で発行するのも効果的です。
自由に表現して構わないのですが、主要ター
ゲット層の年齢・趣味・嗜好は意識すべきです。
高齢者むけなのに文字が小さい、20代の女性む
けなのに言い回しやデザインに昭和を感じるな
ど、読者と編集部員とのギャップが大きいときは
注意が必要です。また、サイズや紙質にもこだわ
りたいもの。一般的にはA4判・B5判が主流です
が、小冊子、タブロイド判なども目を引きます。
手触りや風合いに着目し、質感のある特殊紙で
印刷することも。ぜひ自社のイメージに沿って、
こだわってみてください。
最後に、冊子のリニューアルについてもふれて
おきます。「すでに広報誌を発行しているが、い
まいち成果が出ていない……」そう感じたら、原
点に立ち返ることが基本。読者をワクワクさせる
には、作り手である編集チームがワクワクして、
仕事を楽しむ姿勢が大切です。企画のマンネリ
に対しては、編集部員の顔ぶれを刷新する、ある
いは支援会社を変更するのもひとつの手。さら
に、思い切って冊子の名称を変え、編集方針を
転換するのもアリ。大胆な変更ほど、ドラスティッ
クな効果が期待できると思います。

幅が広がり、意外なアイデアが登場することもあ
るからです。つづいて企画編集会議を行います。
ページ構成、企画、内容、取材や撮影の有無、内
製と外注の分担など、くわしく決めていきます。
事前に年間企画会議を行っておくと、後の号での
スケジュール管理が楽になります。
コンテンツの作成、レイアウト・デザインは実
制作を指します。ライターによる取材や原稿の作
成、カメラマンによる撮影を行い、必要に応じて
イラストレーションほか素材を発注します。識者
や著名人を登場させたい場合は、インタビュー取
材を依頼します。また、誌面のデザインは成果を
大きく左右するため、支援会社の選定は重要で
す。通常、2～3回の校正をやり取りし、校了した
ら最終工程へ。色校正と呼ばれる見本刷りを確
認して、印刷・納品となります。

企画編集会議で最も大きなウェイトを占めるの
が、ページ構成を考える時間。12～ 32ページが
一般的です。ページ数が決まれば、編集チーム
内でアイデアを出し合います。同時に単発で取り
上げる「特集ページ」と、毎号必ずコーナーを設
ける「連載企画」にふり分けながら議論を深めま
す。連載企画は毎号でなくとも、年1回とか年2

回でも構いません。要するに、記事の重要度や
期待できる効果を考えながら、冊子全体のバラン
スを整えること。読者を飽きさせず、しかも次号
への期待をふくらませる企画を考えたいもので
す。また、冊子の方針はマネタリーではなくボラ
ンタリー。そのため、読者目線での気づきや発見、
お役立ち情報を提供するのがポイントです。

のことを前提に、編集長を中心とした編集部員を
集めてチームを編成。年間予算、発行回数、発
行部数、目的・用途などを共有します。
最初に行うのがキックオフMTGです。デザイ

ン・取材などを担う支援会社を早めに選定し、
MTGに同席してもらいましょう。企画や表現の

支援会社を巻き込んで企画を練る
成果を決めるのは、コンテンツとデザイン

制作フローと支援会社の選定

お役立ち情報と
ボランタリーが基本

“中身”も“見た目”も大事

冊子が完成するまでの流れ冊子が完成するまでの流れ

▶ 編集長を中心に編集部員、支援会社でチームを編成
▶ 発行目的、掲載内容、役割分担を決定
▶ 冊子の全体像（イメージ）の共有

キックオフMTG
STEP1

▶ ページ数、コンテンツ、取材の有無を検討
▶ 内製と外注を分担し、誰が何をいつまでに行うかを決定
▶ 発行回数が多い場合は、年間企画会議の実施も

▶ 社内または外部ライターによる取材、原稿作成
▶ 必要に応じて、識者や著名人へのインタビュー手配
▶ カメラマンによる撮影をふくめ、写真や図版などの収集

▶ 支援会社のデザイナーによる誌面のレイアウト
▶ 修正や要望の反映ほか、校正および関連各所への確認
▶ 校了後、データを印刷会社へ入稿

▶ 本番の印刷前に、色校正（見本刷り）をチェック
▶ 印刷、製本、加工などを経てパンフレットとして完成
▶ 本社や発送会社など指定箇所に納品

企画編集会議
STEP2

コンテンツの作成
STEP3

レイアウト・デザイン
STEP4

印刷・納品
STEP5
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生まれながらのデジタルネイティブである「Z世代」にとって、YouTube、Instagram、TikTokな
どSNSで動画を視聴するのは日常的なこと。なかでも、いまやGoogleに次ぐ検索エンジンとさ
れるYouTubeは、B2CだけでなくB2B企業にとっても、販売促進において注目すべきメディアへと
成長しました。さらに、5Gの普及による通信技術の進化、メタバース※の急成長により、視聴環
境はますます多様化するはずです。
動画のトレンドには、大きく3つあります。1つは作品の短縮化で、数十秒、長くても1～ 2分。
空き時間や移動時間を利用して、気軽に視聴できる作品が好まれています。2つ目は「ながら見」で、
別の作業をしながら楽しむ人が増えています。3つ目は、縦型動画の急増です。テレビやPCなど
従来のデバイスは横型が基本。しかし昨今、スマホを使って片手で観られる利便性が人気です。

視覚と聴覚に訴える動画には、圧倒的な情報量を短時間で伝えられるメリットがあります。こ
ういった特長やトレンドをふまえ、活用方法には大きく2つの分野があります。1つはブランディン
グで、事業や商品、歴史、強みなどをわかりやすく伝える「会社紹介ムービー」です。コーポレー
トサイトやSNSに掲載して活用できます。もう1つはマーケティングで、「商品紹介ムービー」です。
コンセプトや開発者の思い、苦労話、特徴・用途などを伝えます。さらに「お客様の声動画」も効
果的。客観性が出て安心感が高まるからです。これらはLPへの掲載、展示会やセミナーで利用
できます。さらに、店舗やタクシー車内のタブレット端末に広告出稿する、商業施設やオフィスビ
ルのデジタルサイネージで放映するなど、動画の活用シーンは急増しています。
ところで、販売促進で求められるのは、ビジュアルや表現の“美学”ではなく、動画を使って新
たに発生する“成果”。そのため、技術や品質よりも、見込客の行動に与えるインパクトが重要です。
少ない投資で大きな成果を得るのが“優れた動画”の定義。再生回数で一喜一憂するより、問い
合わせや資料請求などのコンバージョンを優先すべきです。
複数の動画をストックしたら、YouTubeチャンネルに登録すると管理しやすくなります。動画は
観た人の記憶に残り、短時間で魅力が伝わるメディア。取り組む価値は十分にあります。

Z世代を中心にSNS利用者が急増

会社と商品を紹介する2つの動画

美学よりも
成果を重視。
縦型、短縮、
ながら見。

※メタバース…ユーザーが、自分の分身となるキャラクターである「アバター」を介して、人との出会いや交流を楽しんだり、
遊んだり、商品を買ったりできる、オンラインの3次元仮想空間を指す。
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広告代理店、印刷会社、制作プロダクション、コンサルティング会社……

現在の発注先に対して、ご不満やもの足りなさを感じたことはないですか？

企画や制作のことをよくわかっていない営業とか、

下請けの制作会社に丸投げの広告代理店とか、

理解できないカタカナ用語で話すコンサルタントとか、

伝えたとおり、指示どおりにしか作れないデザイナーとか。

そんな、モヤモヤした気持ちでいっぱいの皆さまへ。アドバンドがいます。

営業も、提案も、企画も、制作も、アフターフォローも。

すべて、クリエイティブを熟知するディレクターが窓口を担当します。

代理店や営業をはさまないから、話がスムーズ。進行もスピーディー。

もちろん、すべて直販なので、適正価格でご発注できます。

私たちが本当につくりたいもの。
それは、制作物ではなく、ステークホルダーとの「正しいつながり」。
そして、あなたとあなたの会社の未来です。
いっしょに「考える」こと。クリエイティブの力で「創る」こと。
私たちは、あなたの悩みや課題と向き合い、その解決を支援します。
クオリティにこだわりたい。互いに高め合える関係性にもこだわりたい。
一度きりではなく、長期的に支援してくれるパートナーを見つけたい。
そんなあなたに相応しい発注先候補。それがアドバンドです。

正しいつながりをつくる。私たちの使命です。

本誌ノウハウBOOKをお読みいただき、ありがとうございました。
ご縁があって、お仕事でごいっしょできることを、心より願っています。
どんなご相談でも結構です。お気軽にお問い合わせください。

未来にむけたつながりを、これからも大切に。

広告と広報のものづくりパートナー。
ありそうで、なかった会社です。
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本誌以外に、2冊のノウハウBOOKをご用意しています。
無料でお届けしますので、以下の方法でお申し込みください。
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または「IR / CSR編を希望」 と入力して送信
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上場企業のIR担当者、非上場企業でESG経営
をめざす経営者が対象。機関投資家向けの「統
合報告書」、個人投資家向けの「株主通信」、
Webサイトの「IR情報」のコンテンツや表現手法
を知ることができます。

IR / CSR  編

ノウハウBOOK
IR / CSR 編3

組織づくりの根幹となるCI構築による「理念の
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ランディングへの理解が深まります。
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