ダイレクトマーケティング
実践レポート

レスポンス広告で成功している会社だけが知っている

チラシから
優良顧客を獲得する
3つの秘訣
Check!
以下に2つ以上当てはまる方は、
ぜひ続けてお読みください

□ 広告のレスポンスを上げる方法を知りたい
□ CPA
（見込み客獲得単価）
を下げたい
□ ターゲットを絞って広告を届けたい
□ シニア顧客の獲得を強化したい
□ 今の広告代理店に不満がある
□ 新しい広告媒体を探している
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Chapter 1

第1章

事業を拡大させる、
紙媒体への広告展開
「年商 10 億円には、見えない壁がある。」
以前、WEB を中心に広告展開していた、とある単品リピート通販企業でダイレクトマーケティングを担う
方がおっしゃった言葉です。
そして、次のご相談がありました。

・ 新規顧客の獲得が WEB だけでは頭打ちになってきた・・・
・ WEB の勝ちクリエイティブは持っているけど、さらに事業を拡大させるメディアを知りたい・・・

■ 1 つのメディアだけでは、拡大に限界が
様々な業種の中で、例えば単品リピート通販では、年商 10 億円が 1 つの大きな壁としてあげられます。
新規獲得のメディアとして、まず WEB を運用されている通販企業も多いでしょう。
WEB 広告は、比較的安価で出稿でき、テストや修正をスピーディーに反映することができる広告手法で
す。
また、事業規模が小さいうちは、広告チャネルは 1 つの方が運用上効率が良いということもあります。
しかしもっと拡大させたい、と中長期的に考えてい
る通販企業にとってはどうでしょうか？
1 つのメディアのみの広告展開では、たとえ勝ちク
リエイティブであっても、媒体疲弊を起こし新規獲
得効率が下がってきます。
また、何かしらの原因で広告が不発だった場合、そ
れを同じメディアでリカバリーすることは容易では
ありません。
事業拡大の壁を超えるためには、いかに第 2・第 3 の柱となる新しいメディアを見いだし、第 1メディアと
バランスよく展開していくかが重要になるのです。
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■ 第 2 メディアとしての、紙媒体の 3 つの効果
「紙媒体なんて、時代遅れでしょ！」
そう思われるかもしれません。
ペーパーレスという時流の中、紙を増やしてどうする、捨てられて終わるのに、と。
しかし、今でも各家庭やオフィスには新聞折込やポスティング、荷物や封書の中に入れられたチラシが大量に
舞い込みます。
そして大手通販企業ほど、チラシなど紙媒体を積極的に活用しています。
一体なぜでしょうか？
それは現在でも、紙媒体が WEB に続く第 2メディアとして、非常に有効だと立証されているからです。
次のような事例があります。
◎化粧品会社

A社

フロント商品
：美容クリーム
商品価格
：5,000 円前後
従来の広告展開 ：WEB のみ
メインターゲット：40 代
課題
施策

：引き上げ率
CPA は問題ないが、売上が伸びない
：メインターゲット 40 代以上にも拡大
相性の良い媒体を選定し同封・同梱広告を実施

このように、化粧品 A 社は第 2メディアを紙媒体にしたことで、売上を大幅に伸ばしました。
ここまで売上が伸びたのは、紙媒体が第 2メディアとしてもたらす 3 つの効果があったからです。
● ターゲット層の拡大

WEB では訴求が難しいターゲットや、紙媒体が得意とする50 代〜シニア層や各年代の潜在層へアプローチ
することができます。
● LTV が高い傾向

紙面をじっくり読んでから購入するお客様が多いため、WEB 広告からの顧客と比べて、LTV が高い傾向にあ
ります。
● リスクヘッジ

メディアを分散してバランスをとることで、受注チャネルのポートフォリオが健全化され、第 1メディア（WEB
など）で集客効果が落ちた場合のリスクヘッジになります。

5

Chapter 2

第2章

チラシにムダ金を使う会社の、
3 つの失敗パターン
もちろん、数多くのチラシが送られてくるなかで、ありふれたチラシを、漠然とバラまいてはレスポンスは
期待できません。
あなたも毎日、膨大な広告メッセージにさらされているなか、ほとんどの広告は記憶に残っていないはずです。
そのなかで、あなたの会社が、ありふれたチラシを配ったら、
「即ごみ箱行き」となってしまいます。
チラシを使ってレスポンスのとれない会社の失敗パターンは、次の 3 つに分類できます。

① ターゲットを絞らずに、
“ばら撒き”をしている
② 売れるクリエイティブが完成する前に、あきらめてしまう
③ 収益にならないお客様だけを、獲得してしまう
１つ目から順に、見てまいりましょう。

失敗①

ターゲットを絞らずに、
“ばら撒き”をしている

あなたの商品のターゲットが 50 代以上の女性だった場合、チラシを受け取る人でその対象に当てはまる
人の割合はどれくらいだと思いますか？
たとえば、新開折込で配布世帯に対象年代・性別の含まれる割合が 20% だった場合、チラシ 1 部あたり
の費用がたとえ 5 円だったとしても、実際にターゲットに到達するのにかかるコストはその 5 倍の 25 円。
自社のターゲットに合う媒体や地域を調べ抜くことなく、満遍なくチラシを配布すれば、費用ばかりかかっ
てしまうのは必然です。

失敗②

売れるクリエイティブが完成する前に、あきらめてしまう

一発で当たるチラシをつくれることは、多くありません。
当たらなかったからと言って、すぐにやめてしまう。
思い込みで１つのクリエイティブだけをつくって、テストもしないで広告費をつぎこむ。
そうやって、一度の失敗であきらめてしまう企業も、残念ながらいらっしゃいます。
今はチラシから毎月何千名もの新規顧客を獲得している会社も、複数のパターンをつくって、一番レスポ
ンスが良かったチラシを残す。
それをベースに、改良していく。
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このような地道なテスト・改善を重ねて、売れるクリエイティブをつくってきました。
失敗③

収益にならないお客様だけを、獲得してしまう

チラシから獲得した新規顧客が、何もせずすぐに広告費を回収できるだけのお金を落としてくれるのなら
ば、問題ありません。
しかし、多くのダイレクトマーケティング会社では、その先のリピート購入や本サービスの成約で利益を
回収するビジネスモデルをとっています。
チラシからの集客で失敗している会社に共通するのは、獲得した見込み客がリピートや成約に至ってい
るか？を計測して検証・改善していないことです。
そうすると、リピートや成約に至らず「お試し」
「チラ見」だけの、1 円にもならない顧客だけを、広告費を
たれ流して獲得してしまうケースがあるのです。
では、数多く送られてくるチラシのなかで、
「あなたの会社のチラシだけゴミ箱に捨てられずに、選んでも
らえる」方法はないのでしょうか？
少し偉そうに書いてきましたが、実はこれまでの内容は、弊社自身の失敗経験が元になっています。

■ 1,000 台の不良在庫を一掃できた、起死回生の一手
弊社も創業当初は、オフィス向け通信機器のダイレクト販売を行っていました。
1996 年に弊社が創業したとき、
「ラインチェンジャー」という商品を売り始めました。
企業用の電話回線でインターネットに接続するためのアダプタだったのですが、まったく売れません。
１万円の商品を 1,000 台製作したものの、資本金のほとんどが在庫に消えてしまうという状況でした。
そんなとき、知り合いの紹介である広告媒体に出稿します。
数万人の会員がいるインターネットプロバイダーの会報誌に、チラシを入れられるというもの。
50,000 枚を配付したところその反響は非常に大きく、製品はあっという間に完売しました。
その後、このオフィス向け通信機器の通販はやめたのですが、2002 年には広告代理事業を開始。
「ターゲットがいるところに広告を出せば売れる」という成功体験から、会報誌や通販カタログなど、特定会員・
顧客向けのメディアというニッチな広告媒体を使って、ダイレクトマーケティングを支援してきたのです。
次章では、この同封・同梱広告について詳しく見ていきましょう。
7

Chapter 3

第3章

ターゲットを狙い撃ちできる、
同封・同梱広告とは？
同封・同梱広告とは、特定の顧客や会員に対して発送している「会員誌」
や「通販カタログ」
、
「クレジットカー
ド請求書」等にチラシや DM を封入する広告手法です。
「通販同梱」や「同送媒体」などと呼ばれることもあります。

クレジットカード請求書

通販で購入した商品に、他社のチラシが同梱

■ 自社の商品が売れる、特定セグメントに絞ってチラシを届ける
このようにチラシを封入できる広告媒体は、当社が把握しているだけで、800 媒体以上あります。
ターゲットに合わせて、きめ細かいセグメントに広告を届けられるのが、同封・同梱広告の特長です。
具体的には、
「通販マインドの高い 40 代女性」や「60 代以上のシニア富裕層」
など特定のセグメントに絞ってチラシを配布することができるので、自社の商品が響く層にだけアプロー
チできることです。
その他、
「ロイヤリティの高い会員に送るので、高い開封率が期待」や、
「単独で郵送する DM に比べて、配
布コストが安い」
、
「他社が保有するリストに送るため、DMと違って個人情報保護の心配がない」などのメ
リットがあります。

■「これまでの媒体では、効率が悪くなってきた」場合は、チャレンジを
もちろん、同封・同梱広告にもデメリットはあります。
１つの媒体に出稿する費用は、媒体によって異なりますが、目安として最低 30 万円以上。
商品が売れる訴求パターンをゼロから創り上げようとする場合には、テストにかかる費用がリスティング広
告や新聞折込と比べて高くなってしまいます。
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● 同封・同梱できる広告媒体の例
媒

体

特

徴

百貨店
通販カタログ

テレビ通販商品
同梱

子育てママ向け
通販カタログ

伝統芸能愛好者向け
情報誌

住宅オーナー向け
会報誌

互助会会員誌

ホームセンター
会員向けカード

そのため、広告予算を用意するのが難しい企業や、売れる広告クリエイティブが確立していない企業は、
他の媒体を選んだ方がよいでしょう。
一方、これまで他の媒体で広告を打ってきて、
「これを出せば、ある程度は売れる」という広告クリエイティ
ブやランディングページを持っているものの、

・既存の広告手法では、効率が悪くなってきた
・規模を拡大したいので、新しい媒体を探している
・セグメントを絞って、ターゲットにピンポイントでリーチしたい
といった場合には、ぜひチャレンジしていただきたい手法です。
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第4章

700 社以上の事例から分かってきた、
ノウハウを公開
この同封・同梱広告を使って、新規顧客を効率良く獲得して急成長を遂げる会社が、特に化粧品・健康食品
など「単品リピート通販」と呼ばれる業態を中心に、2000 年代に数多く生まれてきました。
今では、不動産や金融から古本買取・モバイルアプリまで、さまざまな業界で活用されています。

【同封・同梱広告を活用している業界の例】
化粧品、健康食品、不動産、金融、リゾート、食材宅配、ウォーターサーバー、モバイルアプリ、
通信教育、美容エステ、介護施設、雑貨、家電、古本買い取り、BtoBサービス、産直品、
NGO、保険、旅行ツアー など

弊社ファインドスターは約 15 年開、同封・同梱広告を通じてダイレクトマーケティングを支援してきました。
お手伝いしたのは、マンションの 1 室をオフィスとするような立ち上げたばかりの会社から、誰もが名前を
ご存知であろう大手企業まで 700 社以上。
弊社が同封・同梱の広告代理事業を始めた 2000 年代前半には、同封できる媒体の種類もごく少数でした
が、これまでの間に地道にネットワークを築いてきた媒体の種類は 800 以上になりました。
そのなかから、
「40 代女性向け化粧品」や「60 代以上向け健康食品」など、各商材のターゲットにピンポイ
ントで、合った媒体を選び提案。
「1 年間で 14,000 人の新規顧客を獲得。前期比 7.8 倍の売上」や「通販事業を立ち上げて、5 年間で年商
40 億円を突破」といった急成長をお手伝いしてきました。
もちろん正直に申し上げて、提案した媒体の反響がほとんどなく、CPA が目標値の 3 倍になってしまい、
お客様から大変なお叱りを受けたこともありました。
キラリと光る商材を持っているものの、その良さを伝える媒体が分からないゆえに、
規模の小さいままで甘んじている会社も見てきました。
もっとお客様の心をつかめるようなチラシの作り方がわかれば…歯ぎしりをするような悔しい思いをした
こともあります。
しかし、先ほどお話ししたような失敗パターンが分かれば、成功への糸口が見えてきます。
当社でこの同封・同梱広告の事業を始めてから約 15 年以上、延べ 300 人以上の従業員が試行錯誤を繰り
返し、ようやく反響をとれるチラシに共通する法則とも呼べるべきものがわかってきました。
当社に実績情報として蓄積された 700 社以上×800 媒体以上のデータベースから、同封・同梱チラシを
使って、新規顧客を獲得するための 3 つのノウハウとも言えるものをお伝えすることにいたしました。
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当社が収集したチラシの数々

チラシを収集して並べた本棚

■ チラシから高レスポンスをあげるための、３つの法則
① 800 以上の媒体データベースから見つかった当たる商材と媒体の組み合わせ
② A/Bテストを繰り返して、クリエイティブのレスポンスを高める方法
③ 引き上げのデータをもとに、媒体を選ぶ数値シミュレーション
これらの法則にのっとって、クリエイティブのテストを的確に繰り返し、御社のターゲットとする層にピンポ
イントで届く媒体を選んで出稿すれば、高い確率で反響を得ることができます。
あなたのチラシも、手にとって見てもらえ、申し込みハガキに自分の名前を書いてあなたの会社まで送っ
てもらえるように、一定の確率で計算できるようになるのです。
「本物」の商材を持ちながら新規顧客の獲得に悩まれている、経営者様、広告マーケティング担当者様に、
ぜひこの同封・同梱チラシのノウハウを活用いただきたい。
このような想いから、この小冊子をお届けいたしました。
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第5章

失敗しない媒体選び、
３つのポイント
76

では、レスポンスを獲得するためのノウハウを、具体的に見ていきましょう。
同封・同梱広告にも、率直にお伝えすると、レスポンスを獲りやすい媒体と獲りにくい媒体があります。
また、シニア向けや主婦向け、F1 層向け、部数の多い / 少ない会報誌など、さまざまな対象に届く媒体が
あります。
● 800 以上の媒体の部数・カテゴリーの全体像

年齢

高
百貨店
通販媒体
180万部

アパレル通販
400万部

2500万部

食品通販
媒体

通販

100万部

ナース
媒体
プレママ
媒体
150万部

ゼネラル
通販

ペット
媒体

オフィス系
媒体
50万部

ＥＣ
媒体

300万部

35万部

70
60
50
40
30
20

旅行系
会員誌媒体
会員誌媒体
200万部

請求書
同封媒体
600万部

金融系
会員誌媒体
150万部

住宅系
会員誌媒体
150万部

非通販

TVガイド
誌媒体
1000万部

その他

低

■ 失敗しない媒体選び、3 つのポイント
そのなかで御社の商品・ターゲットに合わない媒体に出稿してしまっては、レスポンスも低くなってしまい
ます。
最も適した媒体を選び出すためには、どのようなポイントに気を付ければよいでしょうか？

ポイント①

顧客・会員リストの属性

年齢や性別、居住地域、世帯年収や職業など、広告の届け先である顧客・会員の属性が媒体によって公開
されています。
商品のターゲットが「40 〜 50 代で通販購入経験がある主婦」なら、その層が顧客層として多い総合通販
カタログに、
「世帯年収 700 万円以上のファミリー層」なら有料テレビ番組ガイド誌に、
「通販マインドの
高い中高年女性」ならテレビショッピング商品同梱など、ターゲットにマッチした属性に近い媒体を選ぶと
良いでしょう。
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ポイント②

レスポンス・費用対効果の過去実績

同じような商品やターゲット層のチラシが、過去にレスポンスの良かった媒体を選ぶことによっても、成功
の確率を高めることができます。
たとえば健康食品でも、40 代〜なら「関西圏のチェーン店が発行するクレジットカード明細書」
、60 代〜
なら「教職員 OB 年金受給者向け会報誌」など、高確率で高いレスポンスをたたき出してきた媒体があり
ます。

ポイント③

部数と拡大性

同封・同梱広告には、数万部から500 万部以上まで、さまざまな発行部数の媒体があります。
広告出稿をしたばかりのころは、部数が少なくても過去実績から安定したレスポンスの出ている媒体を選
んで、確実にレスポンスを獲りにいった方がよいでしょう。
一方、新規顧客の獲得件数を増やすためには、部数の小さな媒体で CPA の基準値を下回ってレスポンス
が獲れても、その成功パターンを広げて件数を拡大することが難しいです。
そのため、できれば 100 万部以上の部数を持つ媒体も、併せて出稿していった方がよいでしょう。

■ 当たる商品×媒体の組み合わせが判明…
このようなポイントを踏まえて、700 社以上×800 媒体のデータベースから媒体を抽出して提案。
以下のような当たる商品と媒体の組み合わせが分かってきています。

◎健康食品×流通系クレジットカード請求書
ブルーベリー・酵素・にんにく卵黄などシニア向けに販売されている健康食品で高反響を連発しているの
が、ホームセンターやスーパーマーケットなどの流通店舗が発行するクレジットカードの請求書です。
地元店舗を愛用する中高年層が、請求書を高い確率で開封することが高反響の理由と考えられています。

◎エステ集客×番組ガイド誌
エステティックサロンの集客で、1 年間に複数回も出稿されているのが、有料放送視聴者向けに発行され
る番組ガイド誌です。
店舗の所在地に合せて、都道府県別にエリアセグメントが可能。可処分所得が比較的高い家庭に届けら
れ、高い確率で開封されることが高反響の理由と考えられています。
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◎高級化粧品×百貨店通販カタログ
シミ、シワなどに悩む 40 代以上の女性向けの基礎化粧品のうち、価格が高い場合はターゲットを高所得
者層に絞るケースがあります。
このような場合によく選択されるのが、数多くの富裕層を顧客に抱える百貨店通販のカタログです。
通常の媒体ではレスポンスのとりにくい、5,000 円以上など高額のオファーでも、高い反応率が記録さ
れています。

◎雑貨・家電×ゴールドカード会員向け会員誌
お金に余裕のある方向けに販売されている、10,000 円〜20,000 円程度と高価な雑貨・家電商品等で高
反響を連発しているのが、クレジットカードのゴールド会員向けに発行される会員誌です。
高額所得者に確実にリーチできること、および開封率が高いことが高反響の理由と考えられています。

◎通信教育×子ども向けアパレルカタログ
通信教育や学習塾などお子さんのいる家庭にリーチしたい場合によく選択されるのが、子どもの有無や
年齢をセグメントできるアパレルカタログや、保育園経由で配布できる広告媒体です。
子どものいない家庭をチラシの配布対象からはずすことによって、効率アップをはかれます。

◎古本買い取り×書籍通販商品同梱
古本や中古 CD/DVD の買い取り募集で反響が良いのが、書籍や CD/DVD 等のインターネット通販の
商品宅配へのチラシ同梱です。
ネットショッピングをよく利用する方へリーチできて、買い取り対象の商品を既に持っていることが、高反
響の理由です。

◎カード決済端末×店舗装飾カタログ
BtoB 向けにカード決済端末の導入を促進するチラシで、特に反響の良かったのは、飲食店や衣料品店な
ど店舗に届けられる通販カタログ（ディスプレイ用装飾品を販売）です。その他、エステや医療機関に届
く媒体や経営者向け媒体など、業界や職種を絞ってアプローチできる媒体も BtoB ではレスポンスが獲り
やすいです。
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■ 出稿する前に押さえておきたい、5 つのチェック指標
先ほど紹介した 3 つのポイント以外にも、出稿先の媒体の候補が絞れた段階で、チェックしておくべき指標
が他にもいくつかあります。その一部を紹介いたします。
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第6章

A/B テストで、
CPA が約 3 分の 1 に改善
（健康食品チラシ事例）
2 つ目は、A/B テストを繰り返して、クリエイティブのレスポンスを高める方法です。
チラシで初めて広告を出稿したとき、目標値をクリアできなかったとしても、焦る必要はありません。
丁寧にテストをくり返して、販売につながる要素が何か？を検証していけば、レスポンスは改善していきます。
ある健康食品（サプリメント）で、訴求やターゲットなどのテストをくり返し、目標の CPA10,000 円を見事
にクリアした事例をお伝えします。

• 商品：毎日の元気や健康をサポートする栄養サプリメント
• 本商品価格：１ヶ月分 7,500 円
• 初回購入特典：10日分 500 円

■ 効果効能？ 新成分？ 初回は「訴求」をテスト
初回のクリエイティブテストの狙いは、訴求のテストです。商品の効果効能をアピールした訴求が良いか、
その成分自体をアピールした訴求がレスポンスにつながるのかを確かめるということでした。
「消費者にとって何をしてくれる商品なのか」を明確にすることが、通販チラシのキャッチコピーをつくるセ
オリーの１つです。
この訴求を紙面に落とし込んだのが、
「効果効能訴求チラシ」です。
一方で、栄養サプリメントはドラッグストアやコンビニエンスストアなどでも購入できる商品ですから、
「通
販でわざわざ買う」理由の説明が必要になります。
このサプリメントには独自の新成分が配合されていたため、今までにないサプリメントという訴求がレスポ
ンスアップの要因になるのではという仮説を立て、
「新成分訴求」のチラシ紙面に落とし込みました。
初回：訴求のテスト （テスト実施媒体：東京 23 区新聞の折込チラシ、各 4 万部）
原稿 56

原稿 60

原稿 57
60
原稿

原稿 61

● 効果効能訴求

● 新成分訴求

原稿 56

※本来のクリエイティブ・テストでは、初回は広告紙面 4 パターンでのテストを推奨していますが、
このときは2 パターンでのテスト実施となりました。
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目標値は、CPA10,000 円。
東京 23 区の新聞折込チラシを各 4 万部ずつ 2 パターンでクリエイティブテストを実施したところ、新成分
訴求のチラシが、効果効能訴求よりもレスポンスが約 2 倍になる、という結果になりました。
初回テストの結果
● 媒体費 + 印刷費＝ 6.5 円（4 万部× 2 パターン：総費用 52 万円）
説得要素
新成分訴求
効能効果訴求

受注件数

CPA

レスポンス率

19件

13,684円

0.0475%

9件

28,888円

0.0225%

■ ターゲット「60 代」に合わせて、４パターンを制作
初回テストの購入者を詳細に調べてみると、50 代以上の方がほとんどで、特に 60 代の購入者割合が高
かったこと、加えて男性よりも女性の購入者が多かったことが分かりました。
そこで、２回目のテストでは「広告紙面でターゲットを明確にすることで、レスポンスアップにつながるので
はないか？」と考え、ターゲット別のテストを行うことにしました。
同じ60 代のなかでも、本人が自分の元気や健康のために購入する場合と、夫の健康を気にする妻が買っ
原稿 56

ている場合とが考えられます。

原稿 60

本人が自分のために購入する場合でも、男性は仕事、女性は家事など、悩みを感じる場面は違うのではな
いかと考えられます。
そこで２回目のテストでは、それぞれをビジュアルとサブキャッチコピーで明確にする広告紙面を考えました。
2 回目の「ターゲットテスト」 （テスト実施媒体：大阪エリア、折込 3 万部×4 パターン）
● コントロール版
（40 代サラリーマン本人）

原稿 56

● 紙面①

原稿 57

原稿 61

原稿 58
60
原稿

原稿 62

（60 代サラリーマン本人）
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原稿 61

原稿 57

● 紙面③
原稿 62
（60 代女性本人）

● 紙面②
原稿 58
（60 代サラリーマンの妻）

原稿 60

原稿
原稿 56
59

初回テストの紙面構成と、優位性の見られたキャッチコピーは固定し、紙面上で大きなスペースを占め、レ
スポンスにも大きく影響するビジュアルとサブキャッチコピー（ビジュアル上部のキャッチコピー）をター
ゲット別に変更した広告紙面を作成し、テストを行いました。
ターゲットはそれぞれ以下です。

コントロール版（初回テストと同じ）
：40 代サラリーマン
原稿 61

原稿 57
紙面①：60 代サラリーマン本人

紙面②：60 代サラリーマンの妻
紙面③：60 代女性本人
※紙面②では、ビジュアルは紙面①と同じ60 代シニアを使い、
サブキャッチコピーは妻目線の「お父さんの毎日の元気に」という文言に変更しました。

結果は、コントロール版に対して、60 代サラリーマン本人をターゲットにした紙面①が 2.5 倍レスポンス
がアップしたのです。

原稿 62

原稿 58

● 媒体費 + 印刷費＝ 6.5 円（3 万部× 4 パターン：総費用 78 万円）
ターゲット

受注件数

CPA

7件

27,857円

0.023%

60代サラリーマン本人

16件

12,187円

0.04%

60代サラリーマンの妻

7件

27,857円

0.023%

10件

19,500円

0.033%

40代サラリーマン本人
（コントロール版）

60代女性本人

レスポンス率

原稿 59

■ 商品の信頼性を伝える「説得要素」を、差し替えテスト
初回テストで訴求、２回目テストでビジュアルとサブキャッチコピーのテストを行い、それぞれに優位性が
見えてきました。
そこで、3 回目のテストはオモテ面でよりレスポンスを上げるための説得要素をテストしたいと考え、コン
テンツのテストを行いました。
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原稿 60
原稿 56
コントロール版には、商品説明の本文の下に
「疲労」のメカニズムを解説する図解イラス
トが使われていました。

このコンテンツを、この商品の必要性を消費者に伝える狙いで疲労の原因をコラムとして紹介するものに
差し替えたパターンと、商品の信頼性を伝える狙いの「有名人愛用者」のコンテンツに差し替えたパターン
で、3 回目のテストを行いました。

原稿 60

原稿 56

● 疲労の原因コラム追加

「説得要素」のテスト

● コントロール版
原稿 57
（60 代サラリーマンの妻）

原稿 61

原稿 61

原稿 57

● 有名人愛用者コンテンツ追加

原稿 62

原稿 58

原稿 62

原稿 58

結果は、
「疲労の原因コラム」
「有名人愛用者コンテンツ」に差し替えた原稿が、コントロール版に対して、
約 30% 程度レスポンス率がアップするという結果になりました。
消費者にとっては、疲労のメカニズムよりも、
差し替えた後のコンテンツの方が商品購入の説得材料として
原稿 59
は有効であったということが分かりました。
こうして、クリエイティブテストをくり返すことによって、目標値である「CPA10,000 円以下」を達成でき
たのです

原稿 59

このように、レスポンスやお客様の声によって、継続的に仮説の検証作業を行っていくと、だんだんとレス
ポンスを高めていくことが可能になります。
● 媒体費 + 印刷費＝ 6.5 円（5 万部× 3 パターン：総費用 97.5 万円）
説得要素

受注件数

CPA

レスポンス率

コントロール版

23件

14.130円

0.046%

疲労の原因コラム

33件

9.848円

0.066%

有名人愛用者コンテンツ

30件

10.833円

0.06%
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第7章

○○によって媒体を選定して、
収益を生むお客様だけを獲得する
3 つ目は、
「引き上げ・成約データを元に、媒体を選ぶ数値シミュレーション」です。
ダイレクトマーケティングを活用する多くの会社では、その先のリピート購入や本サービスの成約で利益
を回収するビジネスモデルをとっています。
化粧品や健康食品の通販ならば、トライアルセットや無料サンプル、本商品の購入から、定期コースをはじ
めとしたリピート購入で LTV を高めていきます。
エステや不動産、リゾート会員権などでは、来店や営業マンの訪問から成約を狙う、2 ステップモデルをと
る会社が多いでしょう。
チラシからの集客で失敗している会社は、媒体のレスポンスだけに一喜一憂して、獲得した見込み客がリ
ピートや成約に至っているか？を検証・改善していません。
それとは対照的に、成功企業の多くは媒体ごとの引き上げ・成約件数や LTV などリピート指標も含めて記
録しています。

■ レスポンスが良くても、利益を生まないお客様を獲得してしまうと…
いくらレスポンスがとれる媒体でも、成約しない顧客ばかりが集まってしまうことはあります。
ポイント目当てのリストばかりが集まるアフィリエイト媒体に苦い想いを経験した広告主は少なくないで
しょう。
また、高額商品の場合、所得が高くない層が多い媒体で広告を打っても、低価格のトライアル商品や無料
資料請求などには反応しても、本商品やバックエンドサービスは購入してくれないことが多くあります。

媒体

費用

レスポンス件数

（見込み客獲得単価）

CPA

成約件数

（成約単価）

CPO

A

80万円

200件

4,000円

50件

16,000円

B

50万円

100件

5,000円

40件

12.500円

C

90万円

300件

3,000円

60件

15,000円

D

120万円

150件

8,000円

60件

20,000円

たとえばこの管理表の場合では、CPA だけをみると媒体 C が一番優秀に思えるでしょう。
ところが、成約までの費用対効果を追っていくと、媒体 C から獲得した顧客は、本商品を購入したのは、
60 件÷300 件 =20% に過ぎないことが分かります。
ここで媒体 B に目を転じてみると、レスポンス件数も CPA も 5 つのなかで特に抜きん出た数字ではありま
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せん。
ところが、獲得したお客様が４０％は引き上がっているため、成約時の費用単価は 12,500 円と最も安い数
値になっています。
つまり、人数はあまり多くならないながらも、良質な顧客リストを獲得できる媒体なのです。

■「質の良いお客様を獲得できる」と特定企業がこぞって出稿する媒体
このような結果、規模は大きくならないものの、他の媒体と比べて良質なお客様を獲得できる媒体が、そ
れぞれの企業で見つかっています。

これは、広告だけでなく顧客育成（CRM）やオペレーションの面でも好影響をもたらします。
コールセンターでの受電や DM の発送、はてはクレーム対応など、見込み客のフォローには何かしらお金
がかかります。
良質なお客様を確率高く獲得できれば、お金にならない顧客にムダに費用をかけずに済みます。
21

Chapter 7

無料サンプルを
100

その分、自分たちの商品・サービスを本当に必要としてくれているお客様に、気持ちと時間をかけておもて
名様限定で

なしできるのです。

差し上げます。

このメリットを実感している企業は、目先のレスポンスや CPA だけを評価指標とするのをやめています。
0000
その代わり、
「LTV」
（= その顧客からの 1 年間の売上）や「定期 CPO」
（= 定期コース顧客 1 00
人を獲得する
-0000
原稿
9
のにかかった費用）など、それぞれのビジネスモデルに合った指標を設けて、広告の成果を管理している
のです。
原稿 10

コラム

チラシに載せた「1 世帯お一人様 5 個まで」が、顧客単価を５倍にアップさせる仕掛け
トライアル商品から本商品への引き上げ率は、受注時の電話対応によってもアップさせることができます。
原稿 12
原稿 11
ある化粧品通販会社では、通常価格 1ヶ月分約 5,000 円の商品の 1 週間分、約
1,166 円相当の石けんが 800 円

で購入できるというオファーをチラシに載せています。
新規顧客は当然、800 円のトライアル商品を目当てに電話をかけます。
この事例では、その注文電話のインバウンド時に、客単価を 5 倍に引き上
げる仕掛けがあるのです。
それが広告内に標記してある「1 世帯お一人様 5 個まで」という文言です。

原稿 13

インバウンド時に以下のスクリプトで沿って話すことで、本来 1 個購入する予定だった顧客が高い確率で５個購入
するようになり、初回の購入単価を 4,000 円に引き上げることができるのです。
「しっかり実感していただくためには、1ヶ月以上続けてお使いいただくことをお勧めしております。今回 800 円の特

別価格ですが、初回購入のお客様に限り、5 個まで特別価格で購入いただけます。
原稿 14通常 1ヶ月分 5,000 円ですが、
4,000 円で約 5 週間分お買い求めいただける、大変お得な機会となっております。」

原稿 15

消費者の立場から考えても、通常価格１ヶ月分 5,000 円の商品が、
５週間分を 4,000 円で購入できるのは「お得感」
もあり、5 個購入する顧客が多くなるのです。
顧客の「欲しい」という気持ちが一番強いのは、注文の電話をするときと言われています。
その一番欲求が強いタイミングで、
「今かけている電話のみの特別な割引やプレゼント」を用意しておくことで、商
品に興味を持っている顧客に本商品を購入してもらおうという狙いです。
化粧品・健康食品の単品リピート通販では、このように注文を受けるタイミングで、本商品購入やクロスセル、定期
コースといったワンランク上の商品やサービスを案内・販売する「インバウンド・アップセル」という売り方を開発。
チラシとコールセンターを連動した設計によって、本商品を購入する顧客の獲得単価（CPO）を下げてきました。
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第8章

地道な改善が、
大きなインパクトを生むメカニズム
これまで「媒体」
「クリエイティブ」
「引き上げ・成約」の 3 つの観点から、同封・同梱広告を活用して収益を上
げる方法をお伝えしてきました。
正直に申し上げますと、どれか１つ、たとえば“当たる媒体”を選んだからといって、爆発的に新規顧客を獲
得できるようになる、という訳ではないこともあるでしょう。
ここで、CPO を改善したいと悩んでいる企業のケースをもとに考えてみましょう。

CPA
引き上げ率
CPO

改善前

改善後

10,000円

8,000円

40%

50%

25,000円

12,800円

■ 媒体とクリエイティブで、もし20% ずつ改善できたら…
レスポンスの改善には、媒体とクリエイティブの 2 つが重要な要素となります。
現時点での見込み客獲得単価（CPA）が 10,000 円ならば、もし媒体の選び方を工夫して、20％の効率を
改善できたら、

10,000 円×80%＝8,000 円
です。ところが、もし媒体だけでなくクリエイティブも、同じように 20% 改善できたら、

8,000 円×80%=6,400 円
と改善できるインパクトが大きくなります。
さらに、2 ステップの事業モデルで、新規顧客の獲得効率を因数分解してみましょう。
業界や商品・サービスによって異なりますが、多くの会社では、以下のようなモデルをとっています。

CPA÷引き上げ率（成約率）＝CPO
そのため、見込み客を獲得するのにかかる費用が当初の 10,000 円としたら、引き上げ率が 40％とした場合

10,000 円÷40%＝25,000 円
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が本来の顧客の獲得単価（CPO）となります。

■ CPO が 2 分の 1 に改善するまでの道のり
もしこの 40% が 1.25 倍に改善（20% 上乗せ）して 50% になったとしたら…
媒体・クリエイティブの改善と合わせて、

6,400 円÷50%=12,800 円
となります。つまり、媒体だけでなくクリエイティブや引き上げ・成約を合わせて 3 つの要素を 20% ずつで
も改善できれば、

80%×80%×80%=51.2%
つまり顧客獲得単価（CPO）を当初の 25,000 円から 12,800 円へ半分近くにまで下げることができるの
です。
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第9章

最後まで
お読みいただいた方へ
もしあなたの会社がチラシを持っているならば、
「媒体」
「クリエイティブ」
「 引き上げ」の 3 つの側面から、
どこか改善してもっと反応を高められる箇所はないか、ぜひチェックしてください。
また、
まだチラシを作ったことがないならば、あなたがチラシを使った集客をするならば、
まずはどんな媒体に、
どんなクリエイティブから集客するのか、せっかくですので、一度紙に書き出して考えてみてください。
ぜひこのレポートに書かれている手法を活用いただき、これまでより低コスト・高レスポンスでの新規顧客
獲得を実現していただければと思います。

■ シェア No.1 代理店だから、私たちができること
最後に、私たちファインドスターのサービスを紹介させてください。
同封・同梱広告に特化した広告代理事業を行う株式会社ファインドスターは、日本における同封・同梱広告
市場で圧倒的 No.1 のシェアを誇っています。
「No.1」を活かして、クライアントには以下のメリットを提供しています。

メリット①

700 社以上支援！過去実績データベースを踏まえた媒体選定

ファインドスターでは、過去 700 社以上の同封・同梱広告の媒体・制作の支援を行ってまいりました。展開し
た企業は、化粧品や健康食品など単品リピート通販事業をはじめ、不動産・リゾートやリユース買い取り、
BtoB サービスなどさまざま。過去に他社が行った広告のレスポンス実績をデータベース化しているため、
商品やターゲット、オファー価格などに合わせて最適な媒体・広告クリエイティブを提案できます。

【経済紙や専門誌でも紹介された、弊社の取り組み】

週刊東洋経済
（2014 年 4月）

通販新聞
（2014 年 8月7日号）

日本流通産業新聞
（2014 年 10月16•23日号）
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メリット②

ダイレクトマーケティングに精通したスタッフが提案

化粧品や健康食品など単品リピート通販会社に特に注力して、長年支援をしてまいりました。単品リピー
ト通販は、ダイレクトマーケティングの一番の“激戦地”。新規顧客のレスポンスや CPA だけでなく、本商
品・定期コースへの引き上げ率や LTV などのシミュレーション・検証を実施。社内の他部門・グループ会社
で展開しているCRM 部門とも連動して、
「リピートするお客様」を効率良く獲得してきました。そこで培っ
た、最先端のノウハウを他業界にも還元して支援をしています。

84%

84%

化粧品通販売上上位 50 社（2013 年）のうち、
42 社をこれまでご支援

メリット③

85%

85%

健康食品通販売上上位 48 社（2013 年）のうち、
41 社をこれまでご支援

媒体の仕入れ面での価格メリットを還元

多くの媒体において、代理店として取扱量が No.1 です。媒体によっては、広告窓口を一括してお任せい
ただく場合（＝メディアレップ）も数多くあります。そのため、媒体の仕入れでもスケールメリットが働きや
すくなります。その分の価格メリットを、クライアントにも還元できるのです。
メリット④

レスポンスの出やすい「新規媒体」をいち早くご提案

これまで同封・同梱広告が入っていなかった通販カタログや会報誌に提案をして、新しく広告媒体として
メニュー化する開拓活動も、専門の媒体チームで行っています。1 年間に 100 前後（目安）の媒体を新た
に開拓。
“広告慣れ”していないお客様からレスポンスを獲得しやすい新規媒体を、いち早くご提案でき
ます。

メリット⑤

オペレーション部門が細やかにフォロー

同封・同梱広告では、媒体社は広告事業を本業としては行っていない場合が多くあります。そのため、チ
ラシの納品・発送をドラブルなく実施するためには、広告代理店の細やかなサポートが不可欠です。ファ
インドスターでは、営業部門とは別に習熟したオペレーション部門が安定的な運営を行い、広告実施の決
定からレスポンスが届くまで、安心してお待ちいただけます。
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■ あなたの商品に合った媒体を、お探しします
このレポートのノウハウを現実のビジネスで応用しようとすると、まだまだわからない点はたくさん出てく
ると思います。
そんな時は、
あなたの商品のターゲット顧客について、
いま一度整理してみてください。

項目

あなたの会社では…

ターゲット顧客
年代
性別
地域
年収
その他の特徴
「媒体」
「クリエイティブ」
「引き上げ」
の 3 つのいずれの観点からも、ターゲット顧客について深く理解するこ
とは、
大切です。
そのなかで、
媒体については、

・自社の商品に合った媒体は、どんなものがあるのだろう？
・「60代以上、お金に余裕のある女性」にリーチできる媒体は、
具体的には？
・あの媒体は、今まで実施した媒体より費用対効果が良くなるのか？

など、
疑問に思われる方も、
多いかもしれません。
そんなときは、
私たちにご連絡ください。
このレポートを最後までお読みいただいた方のために、
貴社の商品にあった媒体をお探しします。
同封・同梱媒体では、商品の特徴や金額、ターゲット層 ( 年代・性別・年収など ) によって、反響がとれる媒
体が大きく異なってきます。
たとえば、私たちが過去にお手伝いした事例でも、はじめに反響がとれると仮説を立てた媒体
（×）
と実際に
反響が出た媒体
（○）
を比べると、
意外な結果がたくさん出ています。

商品

×

○

高額なダイヤモンド

婚活情報誌

企業の役員に届く会員誌

薄毛対策商品

シニア男性向け媒体

婚活情報誌
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それくらい、同封 ･ 同梱広告は媒体の種類が豊富で、商品と媒体の“当たる掛け合わせ”を見つけるのが
難しいものです。
ただし、商品と媒体の掛け合わせが一致したとき、
「折込チラシと比べてレスポンスが 3.5 倍」
（健康食品）
や、
「MR が 2 以上」
（カタログ通販）といった成功事例も次々出てきています。
私たちが揃えている800 種類以上の媒体と700 社以上の支援実績をもとに、ご案内できるものと思い
ます。
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■ ダイレクトマーケティングにおける成功を、心から祈って
ただし、最後までお読みになった方にはお分かりのとおり、同封・同梱広告はビジネスモデルや業界などに
よって、合う/ 合わないが分かれる広告手法です。
せっかくご相談をいただくからには、成果に結びつけていただきたいため、ご提案できるのは以下に当て
はまる企業様に限っております。

・事業会社の経営者・マーケティングご担当者様
・広告を出稿している ( または広告展開を準備している )こと
・全国規模 ( または首都圏など広範囲 ) で集客を行っていること( ※ 1)
・リピート性の高い商品または高単価の商品を扱っていること( ※ 2)
・新しい施策にチャレンジしようとする意欲を持っていること
※ 1 同封・同梱広告では、地域によるセグメントを行うと媒体が限定されてしまうため、地域限定で集客を行われている場合には、メインの集客手段
としては難しい場合がございます ※ 2 リスティング広告等と比べるとCPAが高くなる傾向があるので、費用をかけてでも見込み客を獲得するビジ
ネスモデルをとっている企業様に向く集客手法です。

このレポートを最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
これからチラシを作ろうとお考えの方、あるいは、いままでチラシを使って集客してきたけど、いまひとつ
効果が出なくてお悩みの方、いずれの皆様にとってお役に立てるものであったなら幸いです。
末筆になりますが、読者の皆様のダイレクトマーケティングにおけるご成功を心よりお祈りしております。

グループ総会でのファインドスター社員の集合写真
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