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前編

　カタログには自社の製品を知ってもらうという重要な役割
があり、ただの商品リストになるか、販売促進につなげる
「紙の営業担当者」になるかは、実はちょっとしたテクニック
で大きく変わってきます。
　制作を業者任せにせず、自分たちでコツを押さえた制作
をすることで、コストダウンになるだけでなく、販売促進の効
果アップも期待できます。それでは、やるべきことをひとつず
つお伝えしていきます。
　前編では、まず自社がなぜカタログを作るのかについて、
掘り下げて考える方法をお伝えします。

　カタログを作るときに一番最初にしなければ
ならないのは、「どうして（なぜ）カタログを作る
のか」という目的を明確にすることです。たとえ
ば、特定の商品を特に売り込みたい、という目
的であれば、メインとして売りたい商品を中心と
してカタログの構成を考える必要があります。
このようなゴールを考えず、手当たり次第に情
報を放り込んでいくと、ページ数が際限なく膨
れ上がったり、どの掲載内容も中途半端になる
ような事態に陥ってしまいます。
まずはカタログの目的をひとつひとつ書き出して
いき、その目的に沿って後ほど構成を考える必
要があります。
　また、目的とカタログのターゲットがあってい
るかも考えなければいけません。相手の知識
によって商品の説明にどの程度ページ数を割
くかなども変わってくるでしょう。たとえば現場の

技術者をターゲットとしたカタログであれば、そ
の方が使う機器に関してはある程度前提とな
る説明を省いてもいいでしょうが、購買担当者
や経営者をターゲットにするなら前提となる知
識についてページを割く必要があります。
　では、カタログの目的をどうやって書き出せば
いいのでしょう。もっとも明瞭で簡単なやり方は
「5W1H」を考え、書き出す方法です。
　5W1H、すなわち、カタログを「いつ」「誰が」
「誰に対して」「どんな目的で」「どのように」「ど
んな内容で」使うのかを、一つ一つ書いていく
ことで、カタログの目的をわかりやすくすること
ができます。
　たとえば、商談で主に使うカタログの場合、
書き方はこのような形です。

このような形で書き出せば、現在使っているカ
タログの目的が明瞭になるでしょう。
　カタログをどのような目的で作るのかが明瞭
になったなら、次にやるべきことはカタログの仕
様を決定することです。5W1Hに沿って、カタ
ログに載せる内容をリスト化していきましょう。
( 次回、カタログ製作のコツ( 中編 )に続く)

カタログの役割を設定する・カタログを使った
販促フローを見える化するやるべきこと①

カタログを作る際は制作担当者だけでな
く、お客様や営業担当者にもヒアリング
しましょう。
意外な使い方が見つかるかもしれません。

いつ 誰が

誰に対して

どんな目的で

どのように

どんな内容で

商談時 営業担当者

商談相手

自社製品の紹介 /ヒアリング /クロージング

紙カタログ（もしくは電子カタログ）や
提案資料を見せながら。

商品比較表 /目安料金 /商品スペック
(※持ち歩き /参照しやすい資料にする )

皆さんの会社では
製品カタログを作っていますか？

TEL：075-312-1321
Mail：adachi@tsuchiyama.co.jp 
（担当：RC-S グループ長谷川）

カタログについてのご質問や、
カタログ制作のご要望がありましたら、
ぜひ土山印刷にご相談ください！

◀BtoBについては
こちらから
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販促の新基礎知識

　ウエブサイトにアクセスしたユーザーで購入、

あるいはメール会員などに登録して氏名やメー

ルアドレスがわかる人はわずか数パーセントに

過ぎう、９割以上がどこの誰かすらわからない。

だが、サイトを見ている彼らは関心があり、潜

在的な顧客でるため、何とか顧客にしたいとこ

ろだ。

　このようなウェブサイトを訪ねても個人情報

を提供せず、名前のわからない（Unknown）ユ

ーザーにアプローチする手法が、アンノウンマ

ーケティングである。

■アンノウンマーケティングの仕組
　アンノウンマーケティングは、ＡＩやＭＡ（マ

ーケティング・オートメーション）ツール、広告

システムなどを使って、以下の手順で行われる。

①サイトに訪れたユーザーに 
CookieなどでIDを付与する
　Cookieとはサイトを訪問したブラウザのデータを
記録するシステムで、ウエブサイトにアクセスした際
にサーバーからCookie IDがブラウザに送られて保
存される。

②ウエブサイトでの 
行動履歴をモニタリングする
　Cookieを基にユーザーがはじめにどのページを見
たか、どのページまで到達したかなど、ユーザーの
閲覧行動を把握する。

　これで得られた情報に基づいてアンノウンマ

ーケティングの施策が行われるが、それは大き

く分けて、ウエブサイト閲覧後に別のサイトを

見ている人を対象とするものと、現在ウエブサ

イトを閲覧している最中のユーザーを対象とす

るもの、２種類がある。

■離脱したユーザを呼び戻す
　まずウエブサイト閲覧後、別のサイトを見て

いる人に対しては、再びサイトを訪れるように

広告を使って促す。

　例えば、あるユーザーがレンタルサーバーＡ

社のサイトで料金プランを見ただけで別のサイ

トに移った。すると、現在閲覧中の他のサイト

でＡ社のバナー広告が表示される。

　Cookieでそのサイトを訪れたという記録があ

るため、離脱後でもユーザーが見ている他のサ

イトに広告を表示することができる。

　潜在顧客であるユーザーは別のサイトを見て

いても、興味関心があることに関する広告が効

果的に表示されると、ウェブサイトを再訪する

可能性が高まる。

　ただし、広告の表示が多過ぎると、ユーザー

は個人情報を取得されていると警戒して、逆効

果にもなりかねないから注意が必要だ。

閲覧中のユーザは離脱させない

アンノウンマーケティングで、アンノウンマーケティングで、
どこの誰かわからない人を顧客にどこの誰かわからない人を顧客に
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　現在ウエブサイトを閲覧しているユーザーを

対象とする施策の基本は、サイトからの離脱を

防ぐことにある。具体的には以下のような手法

が使われる。

＜ポップアップバナー＞

　ポップアップとは、ウエブサイトの閲覧時に

出てくる小さなウィンドウのこと。動的にバナ

ーが表示されるため、サイトのコンテンツより

目立つ。これを表示することで離脱を防ぐこと

ができる。

　しかし、頻繁に出現させると目障りでユーザ

ーに迷惑がられる恐れがあるため、ユーザーを

セグメントして、適切なタイミングで適切なも

のを表示する必要がある。

　例えば、初めて訪れるユーザーにはすぐバナ

ーを表示すのではなく、一定時間経過後に「初

めての方はこちら」などと初訪問ユーザー向け

のページへ誘導するバナーを表示する。また、

サイト内のいろいろなページを見て、関心の高

いユーザーには問い合わせページを案内するバ

ナーを出す。

　また、２回目にアクセスしたユーザーには、

初回に閲覧したページを分析して、それに近い

内容のバナーを出すなども一つの方法である。

＜レコメンドの最適化＞

　通販サイトでユーザーの購入履歴等をもとに

おすすめ商品が表示されるように、アンノウン

マーケティングでは閲覧した記事等をもとに記

事や商品を勧めることができる。

　具体的にはサイドバーやフッターに表示する

記事をユーザーに合わせて最適化したり、ＥＣ

サイトでユーザー登録していなくても、商品を

ユーザーに勧めたりすることでサイトから離脱

せずに読み進められたり、ユーザー登録と購入

へ結びつけることも可能になる。

＜チャットボット＞

　ロボットがチャット形式でユーザーとコミュ

ニケーションするチャットボット。最近ではウ

エブサイト上にポップアップのように表示され

て、ユーザーからの質問に回答するサービスも

多い。

　ポップアップバナーは一方的で１回だけの表

示だが、チャットボットは対話形式で情報を引

き出すことができる。

　この機能を使うと、ユーザーの離脱を防ぐだ

けでなく、ユーザーの興味があることを聞き出

すことにも利用できる。

　例えば、ボットを通じてユーザーに気になる

ことを質問すると、その内容に合わせてページ

を表示する。さらに、「どんなことを知りたいで

すか」と質問と選択肢を用意してニーズを絞り

込み、最適なページへ誘導するといった使い方

もできる。

　このように、チャットボットを使うとユーザ

ーの情報を取得できるだけでなく、ユーザーの

希望する情報を最適に提供することができて、

サイトの信頼性を高めることにもつながる。

　これらの施策はネット上でよく見かけるもの

ばかりだ。すでにアンノウンマーケティングは

多くの企業で実践されていて、見込み客の獲得

に成果も上げている。今後も多く利用されるだ

ろう。
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変革する時代の羅針盤

　今、多くの日本企業が苦境に立たされている

のはなぜか？

　それは、技術志向に陥り「マーケティング」

ができていないからだ。

　P&G出身、日本屈指の敏腕マーケターと言わ

れる、森岡 毅氏。

　本のタイトルにあるように、経営＆存続危機

にあったUSJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャ

パン）をＶ字回復させた人物である。

　華々しく開業したUSJであるが、業績がよか

ったのは1年目である2001年のみ。徐々に入場者

数が減少し、2004年には事実上の経営破綻。そ

の後、海外の資本が投入され、何とか閉園は免

れたものの、業績はイマイチふるわない状況が

続いていたのである。

　そんなUSJに森岡氏が入社したのが2010年6月

のこと。その後、入場者数は右肩上がりで増加。

2014年度には、それまで最も多かった開業年度

の1102万人を超え、その数は今もなお、増加を

続けている。

　この大幅なＶ字回復を支えているのが、新規

事業成功率だ。かつては30％ほどだった成功率

を、97％という驚異的な数まで改善した、森岡氏。

　なぜ、このような大幅な改善を行うことがで

きたのか？

　マーケティングに加え、「成功率を高めるため

の方法論」を学ぶためのテキストとして、本著

を紹介していきたい。

USJの成功の秘訣は 
マーケティングにあり

マーケティングの役割とは？

　会社からマーケティングに期待される第一の

仕事は、売上金額を大きく伸ばすことである。

そのため、会社の「頭脳」となり、それと同時

に多くの部署（人）を動かす「心臓」の役割も

担っているのだ。どのような策を生み出しても、

実際にその策を実行するのは従業員全体であり、

彼らの理解・協力が必要不可欠だからである。

なぜ、伸びないのか？ 
を的確に見極める

　マーケティング担当者がまず行うことの１つ

に、「伸びる・伸びないの本質」を見極めるとい

うことがあり、最も時間と精神力を使う部分で

ある。ビジネスを左右する本質である「つくべ

き焦点＝着眼点」を「ビジネスのドライバー」

と呼ぶが、森岡氏が入社以前のUSJでは、この「ビ

ジネスのドライバー」を見誤っていた。そのため、

問題を解決しようといくら注力しても、うまく

好転させることができなかったのだ。だからこ

そ、マーケティング担当者が最初にすべき、最

マーケティングの話題本から学ぶマーケティングの話題本から学ぶ
『USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）を『USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）を

劇的に変えた、たった１つの考え方』劇的に変えた、たった１つの考え方』
株式会社販促ファクトリー　西川誠也
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も重要な役割は、「どう戦うか」の前に、「どこ

で戦うか」をきちんと見極めることなのだ。

＜USJのビジネス・ドライバー＞
１）ターゲット客層の幅
　「映画ファンだけのパーク」という作り手側の

こだわりにより、市場を自ら狭めていた。

↓
　「映画の専門店」から「世界最高のエンターテ

イメントを集めたセレクトショップ」へと脱皮。

　映画のみにこだわらず、アニメやゲームなど

さまざまなジャンルからブランドを投入する。

２）TVCMの質
　改善の余地あり。USJに来場する本質的な理

由を強く捕らえられていないところに、集客を

伸ばす余地がある。中長期に渡り、ブランドイ

メージを強固にしていく仕掛けが必要。

↓
　「世界最高を、お届けしたい。」という、新し

いブランド・キャンペーンの立ち上げと継続。

３）チケット価格の値上げ
　当時大人5800円はあまりに安すぎる。所得、

物価との比較、エンターテイメント支出の中で

のテーマパークが占める割合、これらを米・欧

州などの先進国と比較すると、日本のテーマパ

ークは世界標準の半分ほどと安売りされている

ことが明白である。サービス・品質が世界で１

番高いにも関わらず、地代・人件費などのコス

トが高いにも関わらず、入場料だけが安いのは

おかしい。他国のテーマパークが倍近いチケッ

ト価格で集客できていることから、チケット価

格の見直し・値上げが客単価向上の大幅な伸び

代となると判断。

　この３つに着眼し、徹底的な投資と改善を加

え続けた結果、家族連れ層を取り込み、市場を

全国からアジア諸国までに拡大することに成功。

Ｖ字回復を果たしたのである。

　このように「マーケティング」の力によって、

企業は劇的に変わることができる。

　実際に変えた項目は数百をゆうに超え、一つ

ひとつ挙げたらキリがないほどだが、それらの

根底には「共通点」があり、究極的には変えた

のはこの一つだけとも言えるのだ。

　それは、「消費者視点」という価値観と仕組み

に会社全体を変えたこと、USJが消費者視点の

会社に変わったことが、Ｖ字回復の最大の原動

力と言えるのである。

なぜ「消費者視点」は 
簡単にできないのか？

　企業が消費者視点で一致団結することは、大

きな組織になればなるほど、難しい。その理由は、

多くの人が集まる集団の中では、「会社の利害と

個人の利害」が必ずしも一致しないからだ。だ

からこそ、個人や部門間の利害をぶった切って

でも、消費者価値としてのベストを押し通す強

力な意思決定の仕組みが必要となる。しかしな

がら、この仕組みは自然には出来上がらない。

だから、トップが意識的に権限を与え、実現さ

せていく。その権限を与えられているのが、マ

ーケティング担当者である。そして、マーケテ

ィング担当者は、社内のしがらみの中心に立ち、

自分起点で周囲を説得し倒して、人を動かすこ

とが重要。自分が正しいと信じる方向に周りの

人たちを説得して巻き込んでいく気概が必要な

のである。
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マーケティングの用語集

デシル分析とRFM分析
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　今や企業の販促活動において重要となっているダイレクト
マーケティング。そのダイレクトマーケティングの中でも大切な
作業のひとつが「ターゲットの絞り込み」です。
　では、ターゲットをどのように絞りこめばいいのでしょうか？
　その時に使える手法の代表的なものが「デシル分析」と
「RFM分析」です。

■ デシル分析とは
　デシル分析とは、お客様を購入金額順に並
び替え、そのリストを１０段階に切り分けるとい
う分析手法です。0円ならランク10、もっともたく
さんのお金を費やしてくれたお客様はランク1、
というように10段階評価をつけて、そのうえで
階層に応じた販促プロモーションを行います。
　極めてシンプルな指標ですが、上位のお客
様はいわゆる「お得意様」になるため、全く新し
い商品でも、まずお試しで買ってくださる確率
が高くなります。新商品や新しいサービスにつ
いての情報を最初に送るのは、そういったお客
様です。
　逆に下位のお客様に対しては、商品やサー

ビスについてまず興味を持ってもらうため、クー
ポン付きのダイレクトメールを送るなどの販促施
策が有効になります。

■ RFM分析とは
　RFM分析とはお客様の過去の「最終購入
日(Recency)」「購 入 頻 度(Frequency)」
「購入金額(Monetary)」を調べて、それぞれ
5段階程度に分割し、評価するという分析手法
です。ビスについてまず興味を持ってもらうた
め、クーポン付きのダイレクトメールを送るなど
の販促施策が有効になります。
　お客様が一定の期間内(過去1年間など)
で、商品やサービスをいくら買ったのか。どの程
度の頻度で商品を買ったのか。そして、最終の
購入日はいつだったのかをチェックして、それ
ぞれを段階分けして階層に応じた販促プロ
モーションを行います。
　例えば、一時期には商品をたくさん購入して
いたものの、最近購入が途絶えてしまったお客
様に対しては、「また商品を買ってくだされば割
引します」などのアプローチを掛けるのが効果
的です。

　低価格の商品をコンスタントに買われている
お客様には、同じような価格帯の商品をまとめ
たカタログなどを送るのが効果的でしょう。
　このようにデシル分析・RFM分析といった
分析方法を使うことで、適切な販促が行えるよ
うになります。ぜひともご活用ください！

Recency（最終購入日）
　Recency は、顧客の購入データのうち、「購
入日時」からその顧客が最後に商品を購入し
たのはいつかを抽出し、その時期によってグ
ループ化します。最終購入日が近い顧客のほ
うが、何年も前に購入した顧客より良い顧客
だと考えます。どれくらいの期間で分けるの
かは、商品の特性などによって決定します。

Frequency（頻度）
　Frequency は、購入頻度からグループ分
けをするもので、購入頻度が高い顧客ほど良
い顧客だと考えます。どれぐらいの期間内の
購買行動を対象とするかは、商品の特性など
によって設定します。
　この値が高い顧客が多いなら常連顧客が多
く、低い顧客が多いなら商品やサービスに満
足していない顧客が多い可能性があるといっ
たことがわかります。

Monetary（購入金額）
　Monetary は、購買履歴から購買金額の総
額を計算して、グループ分けをするもので、
金額が大きいほど良い顧客だと考えます。
Recency や Frequency と同様に、どれぐら
いの期間内の購買行動を対象とするかは、商
品の特性などによって設定します。

用語解説
購
入
者
全
体

高
額

少
額
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入
者
全
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購
入
者
全
体
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RFM分析の例

購入金額（単位：千円）

購入頻度
20回以上 15-19 回 10-14 回 9-5 回 5回未満最終購入日

1週間以内

2週間以内

3カ月以内

1年以内

1年以上

300

大きな注文を
してくれる新規客
離反に注意1000

500

大口で休眠した
顧客

2000

頻繁に購入してくれる
常連小口客

100
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　特にオンライン展示会の特徴は、「Webペー
ジがあれば開催できる」「多様な来場者が来る
がゆえに、来場者の熱意がばらつく」「能動的
な声掛けや名刺交換が難しい」という点にあり
ます。そのため、「まだ自社の商品やサービスに
興味がない、潜在的なお客様が自分から見た
くなるWebコンテンツ」を作ることに最も力を入
れなくてはなりません。
　オフライン展示会ではブースについた営業
担当者や広報担当者の手腕がカバーできる
部分も、オンライン展示会では展示品だけの勝
負になるため、逆にいえば営業担当者の現場
の力量に依存せず、展示の準備次第で成否
が変わってくるというのは良い点でもあります。

■オンライン展示会の開催は
意外と簡単

　オンライン展示会の開催には専門知識が必
要だと思っていませんか？　実は、それほど難
しくはありません。Webサイトとコンテンツ、そし
て集客方法さえ準備できれば、自前でオンライ
ン展示会を開催できるわけです。
　もちろん施策としてある程度の費用はかか
るものの、自社のWebサイト上にオンライン展
示会のページを構築してしまえば、他社の展

示会への参加のためにお金をかける必要もな
く、また制約なく自社で自由にコンテンツを掲載
できます。しかも自社のWebサイト上のコンテン
ツであれば、自社の他のWebページへの流入
も期待できます。

■最小限のコストでも開催可能
　Webページは自社のWebサイトに新しい
ページを作れば、比較的コストを抑えられます。
コンテンツはスマートフォンで撮った30秒-1分程
度の動画でも、構成が考えられていればプロ
モーションとして効果を発揮します。集客ツール
としては、SNSとDMを使えば事足ります。
　まずは低いハードルから、オンライン展示会
を開催してみましょう。

　土山印刷はオンライン展示会の参加者・主催者
のどちらもサポートします！
　企画、デザインから掲載資料、動画などのコンテ
ンツの制作やライブ配信のお手伝いの他、Web上
の展示会ブースの設計、実装など展示会の主催を
行う場合も、ぜひとも土山印刷にご相談ください！

オンライン展示会のメリット・デメリット
オンライン展示会はオフライン展示会と違いがあり、独自の利点と欠点があります。

メリット デメリット
▢ 会場となるWebページの出来が、
主催者の技術力次第でかなり変わる

▢ 来場者の熱意にばらつきがある
▢ 能動的な接客が難しい

▢ 移動不要
▢ Webページがあれば自分でも開催できる
▢ ブースを作るコストや常駐コストが安い
▢ 長期間、多様な来場者が来る
▢ 細かい数値計測ができる

Designed by macrovector / Freepik

　皆さんはオンライン展示会に参加されたこと
があるでしょうか。昨今では国内最大の印刷・
デザイン関連企業の展示会「PAGE2021」が
完全オンライン開催になるなど、急速に展示会
のオンライン化が進んでいます。
　とはいえ、オンライン展示会はオフラインのこ

れまでの展示会とは勝手が大きく違います。ま
だオンライン展示会をやったことがない、すで
にオンライン展示会を開催・出展してみたは
いいものの思ったほど成果が出なかった方は
土山印刷にご相談ください。

くわしくはこちらの
二次元コードからどうぞ！

オンライン展示会をしてみませんか？

土山印刷のオンライン展示会

Tsuchiyama 
Printing's
Services

Tsuchiyama 
Printing's
Services
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