
i図＞４－５．１３季節ごとのイベントでタイミングを設定する
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８月ＨＩＢ趣花火大金８月Ｈ 拒火大会旧嗣

９ 月 Ｈ敬老の日(第３月曜）酸寝の巳（第３月曜】９月Ｈ

１０月Ｈ読書週間ﾊﾛｳｲﾝ雨

'１月Ｈ七五三両
'２月’．|映画の日('）ボーナス縦冒 クリスマス〔２５】

的に峨買のタイミングをＩ没定するキャンヘーンは、商品を売る絶好のチ

ャンスであるニキャンベーンに際しては、次の１つがポイントであるｌ

どの競合よりも・足ｌｉｌく｜:作するキャンペーンのlUllHlというのは競合

とバッティングすることが多いので、競合よりも・足Iflく膿|＃Iして、光

I)脇の確保をはかる。哩)雌帳期に)'jiく股間する柵喫期をきちんと把似

し、洲出荷が集!'Ｉする||判IJlに、ハ[い腰|＃lをはかる，（罰キャンペーン期|ﾊ｜

の雌ｉﾉﾉ、’'''11、雌終でｌｌｊｆく股|)'1をはかるこれはキヘ・ンペーンを成功さ

せるためのセオリーであるＩＩＪ処分所得がjＷえる||刷りlに股側する２５

１１前後の給料Ｈなど

患タイミング戦略､｢中期｣のフォーマット

このような視点でタイミングを徹底的にぢえ披くのである，それでは

I倫よりＩｉｌｉ拠、どのように勝えればいいのかを|ｳ11で脱lﾘＩしていこう，

では、例を兄てもらいながら説明していこう183ページの図4-5-8

の例は、まったく参入したことがない市場に参入しようという大手メー
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カーのタイミング戦略である。例にあげた会社は大きな会社だが、参入

しようという分野には突細がない。だから参人に際しての航争地位はニ

ッチャーを進んだ。初年血のⅡ棟は、特定市場への参人となる。次年度

は、その特定市場の制圧が'三1棟となり、３年度で周辺顧客への拡大を目

標とした。

この企業が選んだマーケティング手法は、峻鯉義塾大学の和田充夫教

授が提11Mしている関係性マーケティングという琴え方である。これは企

業が。〃的に情報を提供していくのではなく、澗費者と密なコミュニケ

ーションをはかり、そのコミュニケーションから商品を開発したり、改

良したりして、最終的に消凹者から強い支援を得ようというマーケティ

ングである。爽縦もなく、後発であるのなら、特定照にものすごいファ

ンを作るのがいい。そしてこのファンを核として、そのまわりの人たち

にI~Iコミで推奨してもらうのだ。このものすごいフアンのことをカリス

マカスタマーと名づけた。背はやった、カリスマ美祥師やカリスマ店員

にあやかって、すごい影響力を持つ者の意味で名づけたのである。

それではタイミングの鋭明に移ろう。初年度は、カリスマカスタマー

に自社の考え方を理解してもらうことと、自社の社此の士気を高めるこ

中期のタイミング戦略フォーマット

【３年度】

【次年度】

【初年度】
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而璽泌謡&‘ Ｌ

とを11隙としたその'-1際を達成するためには、尚迦な思想と、その忠

旭が'111を'ｊ４呪するのかをわかりやすく脱iﾘＩすることが必腿となるそこ

で、企災思想をなぜI没だしたのか、将来にどのようなビジョンを僻って

いるのかを倣底的に'1厘f伝することにした．とはいえ、理想ばかり述べて

もﾌﾐ感がつかめないので、将来できる製,1,,1,が'111を'笈現し、どのような典

休的な利碓をもたらすかもあわせて冊っていくことにした．そして次イド

度は、より製品にllilll足を秘すことにする初年度で述べられた時え〃が、

次年度で典体的なカタチになるというシナリオである。これはかつてト

ヨタ向動Iliが、まずエコプロジェクトを'1.ポし、その具体的なカタチと

してブリ『シスを１%伸したことをおｒ水にしているそして３年陛は、新

製,'１，１１と企災思想をIlilじレベルで鵬|ﾙlしていく。ブランドがしっかI)Wi;ｳ：

された企災というのは、企業思想とｌＩＷＩｌｌ１をl1il時に語ることができる。

｢DrivCy()urdl･eam｣の企業思想のもとにＩＷＷＩを展開するトヨタ、「IｒＳａ

|図傍４．５－３９中期のタイミング戦略の例／新市場参入のタイミング
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Sony｣の企業思想のもとに商鈷を股lﾙlするソニーがこれにあたる。３年度

はこれらの企業をおｆ本にして腿|)Nしようというわけである”

＊タイミング戦略､｢通年｣のフォーマット

続いて通年の例を説明しよう。右I《の図4-5-5は前にも紹介した、ボ

スコミサービスを展開するボス|､コミュニケーション祉川に作った年間

i11.画の素案である。柵''１１は裸哩秋冬、縦Iilllは、テーマ、どれくらいの力

をかけるか＝傾注度、狙い、留意点となっている。

ポスコミというサービスは、インターネットではがきを注文すると印

刷して、さらに投函までしてくれるサービスなので、これに合う季節の

テーマを考えた．

まず祥にはバレンタインデーがある。これはあるチョコレートメーカ

ーが仕掛けたキャンペーンが定着したことで有名だが、ここを狙って｢ギ

リチョコ｣市場がとれないかと考えたのである。本命へのチョコよりもギ

リのためのチ:,．のほうが、お金がかかるというデータがある。確かに

１人の本命に対して、ギリの相手は擬数にいる。本命がいなくてもギリ

チョコは配らなければならない。こう考えるとこのデータは｢なるほど」

と思える。さて、どうせギリなら11'1もチョコじゃなくてもいいのではな

いか。これをポストカードに変えてもかまわないのではないか。いや、む

しろそちらのほうが剣持ちは低わるし、安上がりである。この琴えを理

解してもらえる企業とコラボレーションして大々的に攻める。それを春

のテーマとした。

夏には・火商戦の‘'１元がある。ここにはぜひ食い込みたいところであ

る。最近は｢欲しいものがない｣という澗ｻﾙ背が多く、この影轡で、中元・

歳暮に商品券や金券のようなものを伽ることが多くなっているようだ。

例えば１万円ぐらいの範囲で、好きな生鮮品を選べて、宅配してくれる

ような商品である，それならば、これを応用して、季節の司葉を述べた

はがきにＩＤが,0$いてあって、そのＩＤをある特定のインターネットサイ

トに入れると、一･定金誠までのネットショッピングができるというサー

ビスはどうか。もちろんセキュリティの問題はいろいろとありそうだが、

乗り越えられない問題ではないだろう。
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|図し４．５嵐４】通年のタイミング戦略フォーマット
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図ト４．５．５，通年のタイミング戦略の例／ポスコミサービスの季節戦略
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秋は敬老のＨに満ｌｌＮした。おじいさん、おばあさんにはがきを出すと

いうのはどうか。とはいえ、今の若い人ははがきを11｝きはしないだろう．

そこで、カメラ付き鵬椛電話で撮った画像をはがきに印刷して、投函す

るサービスをするのである。実はポストコミュニケーション社はすでに

このサービスを実現している。これはポスクラ(ポスコミのプリクラの

意)と名づけられ、桃帯屯諦からポストコミュニケーション|:|:のサイトに

アクセスすれば、それを印刷してくれて、投I剥してくれる。そして冬。こ

こは年賀状ソフトメーカーと組んで、年賀状でお金を稼ぐ、賊砿点期と

なる。

このように、季節ごとに亜点テーマを決めて、何をやるかを明らかに

すると、通年での行助指針が明確になるのである。

＊タイミング戦略､｢ｷｬﾝベー ﾝ｣のフォーマット

さらにキャンペーンの例をご覧いただこう(図4-5-7参照)《,何喚も例

に出して恐縮だが、これは2001ｲｆ度の飛爪川に作った素案である。

キャンペーンは期|ﾊlを決めて、目標とする売上数字を達成するための

決戦である。だから、その短い期間をどのように効率よく戦い、効果を

上げるかをまじめに考えるべきである。特に例のような、経費のかかる

広梼・販促活動は、絶対お金をムダにしてはいけない。そのためにどの

媒体を、どのタイミングで、どのくらい投入するかをまず決めるべきで

ある。この年は媒体を滴用しているが、それがすべてムダなく、洲用さ

れている。

まず｢PR｣であるが、これはお金をあまりかけないで効果が期待できる

すばらしい方法である。とはいえ、アタマは相'i使う必要がある。各媒

体が｢これは新しい｣｢これはおもしろい｣｢これはすごい｣というネタを考

えなければならない。もちろんネタだけでなく、それをどのように記事

にしてもらうかも齢えなければならない。

次は｢SP｣。ＩＩＷｎの什器やPOP、デモなどがこれにあたるが、この年は

キャンペーンの岐初と岐後にﾉjを注いだ。スタートダッシュをすること

と雌盛期に戦ﾉJを集中したのだ。

「テレビコマーシャル｣は商戦の最盛期に地方に集中して投入した。これ

1８６



|図傍4.5-7》キャンペーンのタイミング戦略の例／筆王

図隣４．５．６，キャンペーンのタイミング戦略のフォーマット
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はコストと効果を考えてのことである。地方でのテレビコマーシャルは、

Ⅲ〔、版、名を除いたすべての地域を足し合わせても、竹部間の５分の１

から６分の１穐度の予算で実施できる。首都間で股開するほどのｆ'算が

ないのなら、それを地方にあてれば圧倒的な量で催開できる。さらにそ

れを・定期間に集中すれば、ものすごい量のテレビコマーシャルを流す

ことができる。飛韮は後発でIliM↓に参入したので、前部'ぜ'よりも地方で

の認剛が低くなっている．また地〃ではテレビコマーシャルでメジャー

感を作ることが購買に大きな影響を与えるといわれている“だから、最

篠期に、地方で集中することにしたのである。

「雑誌｣に関しては広肖川脇と肥ﾘｉ掲救をバーターにした。師年、年賀状

の特典を大々的にやる維総を111って、そこに広告川柵するかわりに戦王

を群しく脱明した記gljをil}いてもらうようにしたのである。雑誌展開は、

キャンペーン期間中にとぎれることなく行うことにした。なぜなら年賀

状ソフトは、まず雑誌で検討するという調査結果が出ていたからである。

そしてテレビコマーシャルと迎勤する形で｢交通｣広告を'X施した。これ

は咽''１のドアのところにあるステッカーで展開した。屯』|[を降りるとき

に｢もうそろそろ年賀状だな｣と思わせることと、「じゃ、帰りに寄って買

っていくか｣という気持ちを作ることが狙いであった。

このように各々の役削を勝えたうえで適切なタイミングに'対j:すれば、

効果はi川述いなく炎れる。この年の縦王は市賜自体が紬んだなかで、大

子で唯・シェアを伸ばすことができた。

このフォーマットを使い、各媒体に、いつ、どんな活動を(l:掛けてい

くのか考えていくことで、効果的なタイミングで販促活動を進めること

ができるだろう。
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６ 情報戦略のフオーマツト

111州賊11Wは、広背とPR、ＳＰ、そしてそれらに‐質した炎呪をミ･ソクス

しで災施されるものである

ドの図4-6-1は梢報活助とターケットの関係をまとめたものである

｢広;'i｣はいちばん中心のターケットに向けて実施される２()11t紅は一般

化浦尚とターゲットをほぼ肺lじにみえていた。つまりｲく特定多激に広告

を'ﾉ4施すれば、その人たちｲﾔ典が''Ⅲ群になるという考えにjI1#づくも〈ﾉ)で、

これ赤マスマーケティングとい")た，ところが/>ではﾉＭＴｉｌｌｆは成熟し、

図傍４．６．１リ'情報活動とターゲットの関係
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広告による刺激に反応しない人が増えてきた。こうなると広告の使い方

自体を変えないと効果が期待できなくなる。そこで広衿のターケットを

挟めるようになってきた。これは効率の面でも、効果の1mでも有効であ

り、最近の広告活動の主流になってきている。

「PR｣はかって広告がカバーしていた層、つまり不特定多数がターケット

となる。かつての広符の役割は股近ではPRが棚っており、だからここを

制することが情報活動のキモとなる。「SP｣は附買への恵欲を持った人を

店頭に導き、最終的に附買に結実させるのが目的である。だからこのタ

ーゲットは、ズバリ商品を買ってくれる人＝販売ターケットとなる。

さらに各々の関係を説lﾘlしよう。まず｢広肖｣でﾙﾙ題を作る。広告は垂

れ流す時代ではなく、広告自体が締のネタになるように爽施しなければ

意味がない。誰もやらなかった広告の投入の仕方、高葉としてはやるよ

うなキャッチフレーズ。こういうことを意識的に11:掛けていくことが大

切である。そして広告で作ったネタを｢PR｣で思いきりjW帆する。ＰＲは１１：

掛け〃によっては、ほとんどお金の負拙がなく'だ施できる優れモノであ

る。ただし、各メディアが｢これはおもしろい｣と思うようなネタに仕上

げて提供しなければならない。ここのアタマの使い〃が肝心である。

さらにこうして作った情報を、店頭で活かすことが大切である。その

ためには広肖、ＰＲと巡勤した形で｢SP｣を実施するのである。例えば、取

り上げられたテレビ排組をPOP化して｢あの番組で取り上げられた商品で

す｣と紹介する。また広告の表現と連動したPOPやパッケージで商品を発

見しやすくしたり、わかりやすくしたりして、買いやすくする。

そして、広告とＰＲ、ＳＰを各々般大限に関連づけることができるのが

｢表現｣である。この醤し忠しで効果が出るか出ないかが決まってくる。

グッとくるデザインとキャッチコピーで消費者の気持ちをつかまなけれ

ばならない。これが情報活動の岐終手段といえるだろう(図4-6-2参照)。

＊媒体戦略のフォーマット①

それでは媒体戦略から脱明していこう。媒体戦略には、雄礎から応用

までいろいろな書籍が出まわっているが、ここでは｢雌低これだけ知って

いればいい｣というレベルをご紹介したい。フォーマットに関しては、

190



193ページのｋの図４－６－３を使えばいい

さっそく炎』,l例を使って脱Ⅲlしよう193ページのドの図4-6-4で,パ

した炎〃,１１|lは、ある火Ｆメーカーがプｕ－ドバンド対応1柵Ⅱ',を|:梓する

際に作った媒体戦略である。

まず媒体戦略を立てる｢前提｣をIiLl述する自社の企業としての位渦づ

けやメデイア珊境の変化など、前提として吟えておいたほうがいいこと

がたくさんあるここではそれを|ﾘlらかにしておく例では、Ｗ『しい分

野(ブロードバンドのパーソナル傾城)への進州なので、媒体にはインハ

クトと１１tが必喚だと考えたまたここ３年間のメディア環境は、インタ

ーネットによって劇的に変化することがl弧されるので、インターネッ

トりくｲｌｉ、特にストリーミングLkｲIi（インターネットｋの１１ﾘﾉlllIi広ili)をＩ耐Ｍ

||図傍４雷6-2）「ＰＲ｣｢ＳＰ｣｢広告｣の関係

情報の
｢ソースーノ

ノマ

アウェポンノ

唖 踊蕪
マスメディアには取り上げら

磯識ｌｉ諺ノ
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することにした。次は｢媒体戦略｣である。ここでは大きな方針とどの媒

体を使川するのかをIﾘlらかにする。例では、インパクトを大きくするた

めにテレビ、交通広待を使い、また大通の情報を提供するために雑誌広

告と新聞広告を使うことにした。さらに時代の移り変わりを考慮して、

ストリーミング広告も使うことにした。次は｢展開試案｣である。３年間

の媒体の移り変わりと比率を明らかにするために、例のような増減表を

作るといい。これは令体を10と考えた鳩合、それぞれの媒体がどれくら

いの投入量になるかを図形で表現したものである。初年度はテレビ番組

の提供と雑誌展開がＩ''心であり、これらが全体の６割(各３荊)を占める。

また日経グループを想定した新聞広告と交通広告が各1.5剛、インターネ

ット広告がｌ剛というイメージである。

次年度以降は、テレビがどんどん減っていって、かわりにインターネ

ット広告が贈えてくる。これは商肺がブロードバンド対応商品なので、

インターネットとの親和性が商いと考えたのと、今後のストリーミング

広告の発鵬性を瀞えてのことである。

＊媒体戦略のフォーマット②

さて、「媒体戦略｣には195ページの上の図４－６－５のようなもう1枚

のフォーマットがある。これはさらに細かく媒体方針をまとめたもので

ある。

「媒体｣は、使剛する媒体を記入する。テレビ、新聞、維雌、ラジオ、交

通広告など、自分の方針にしたがって、それに適した媒体を記入する。

｢ターゲット｣は使川する媒体ごとに細かく設定していく。大きな視点で

投定した広告ターゲットを、さらに媒体の特性に合わせて細かく設定し

ていくのである。例えば、新聞なら一般の大学生を捕捉したいと思って

も、捕捉するのはむずかしい。特にひとり暮らしの大学生は、新聞をと

っていない場合が多いからである。また交通広告でI;姉を棚捉するのも

むずかしい。ｉ;鮒が定期的に電Jl〔に乗るということはないからである．

こういう状況を考幽してそれぞれの媒体ごとに、その特性ＭＩｉ捉叫能な

ターケットを投定する。「狙い｣は、その媒体を使って広告目標のうちの

何を実現するかを決めることである。
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|図し４．６３９媒体戦略のフォーマット〈１〉

前提

媒体戦略
蝉

展開試案【初年度】

■■■■
■■■■
■■■■

[次年I蔓］ １３年度１

l図傍4蕊６．４１媒体戦略の例／ブロードバンド対応商品(1)

前提ざ
ｐＡｚ:のパーソナル領域と生活者の麗係づけには､インパクトとかなりの情報量が必要である‘

･ここ3坪間のメディア環境はドラスティックに変わるばずである｡それも篭虐に入れる気

媒体戦略
･塊知､インパクト噛りのために『テレビlを使卿｡那完のために｢交通広幽ｊ
･般定タゲントへの興停的尽1識提懐郷徳として誼雌jjE鯉用｡鮒完のために｢新聞(樫済篭)‐
･セグメントカと梢柵提供力を考霞1-,,｢インターネット広偽〈ストリーミング広告)Ｉを使用垂

展開試案【初年度１

テレビ
(拙絹やインフォマーシトァル】

雑誌(専門脳､Ｗ門寄りの一般誌】

ｅＸ日経BP関理.ウルトラワン、

週刊アスキー.円綴トレンデもf鰐

新川(日綿やＲ職歴話

交価広鱈

インターネット広告

【次年度］

テレビ

(スポットや砧組）

雑誌(Ｗ門誌.専門寄りの一般脳）
巳ｘ日経BP関連､ワルトラワン．

週刊アスキー.日経トレンディ等

新聞〔日浮や日螺津諾

交而広鍔

インターネット広告

(3年度１

テレビ

(スポット】

雑肺(Ｗ門脇､Ｗ門寄りの一般誌）
Ｑｘ日脹BPI蝋仰.ウルトラヮン、

週刊アスキー巳経トレン〒ｨ零

新聞く日鰹やＢ窪簿美）

交揃広誉号

インターネット広告

(ストリーミング広竺）
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「テレビ｣ならば、パーソナル領域への取り組みの撒知猶得が狙いとな

る。映像と音脚により多人数へのアプローチが可能なテレビは、認知の

卿鼎に岐適な媒体だからである。－･方｢雑誌｣は、開発思想、行動理念、ブ

ランドストーリーの共感捜得が狙いとなる。雑誌の利点である、特定層

への到達と文字による理解の促進がこういったNiいを実現するのに最適

だからである。鼠後に｢展開賦案(展開の具体的イメージ)｣を記述する。

こうしておけば大まかな峻開の方針が理解できるだろう。

図4-6-6の例を見ながら具体的に説明していこう。「テレビ｣のターケ

ットは20代の男女と30,40代の男性とした。一見ターゲットが広すぎる

ような気がするが、ブロードバンド対応商品のような先端商品の場合、

ターゲットはデモグラフィック(人口統計学的)に決めるのはむずかしい。

いわゆる新しもの好きというのは年齢には関係ないからである。おそら

く最も早く飛びつくのは20代前半の男性と思われるが、３０，４０代の男性

でも新しもの好きなら欲しがるものである。また性嫉を考えれば男性剛

商船ではあるが、２０代に限っては女性もターゲットとした。

これらのターゲットに、Ａ社の取り組み姿勢を理解してもらいたい。そ

のためには時間が短いテレビ広告＝テレビスポットでは、いいたいこと

が全部いえない。そこでテレビ番組の提供とインフオマーシャル(インフ

ォメーションとコマーシャルの合成譜)という、１分穐度の長いコマーシ

ャルを使うことにした。特に稀紺提供は岐低１クール(３か月)、定期的

にコマーシャルを流すことができるので、理解促進には最適である。一

方｢雑誌｣は、初期兇込み顧客である25～35歳の男性に特定した。このタ

ーゲットにしっかりと食い込んで、確実に売上を上げるためである。彼

らには|ﾙ1発思想や行動理念、ブランドストーリーなどを紹介して、確実

にＡ社のファンになってもらおうと考えた。そのために通常の広告の体

裁ではなく、エディトリアル(編集者とのタイアップで作る記事体広告）

やアドバトリアル(自社で作るのだが、編集ページのように見せかける記

班体広告)という体裁で股側することにした。

「新聞｣は広く男性ビジネスマンをターケットとした。新聞という媒体は

ターケットを広く揃捉できるというメリットはあるが、それがインテリ

牌に偏ってしまうというデメリットもある。そこで今|､lはデメリットを
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|図傍４．６．５シ媒体戦略のフォーマット<2〉

媒体 ターケット 狙 い 展開試案

テレビ

雑誌

新聞

ラジオ

その他

l図し4画６．６》媒体戦略の例／ブロードバンド対応商品〈2）

－－－－~鹿乙ゲー一

媒 体

テ レビ

雑誌

新聞

交通広

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ広告

ターゲット

２０代男女

３０，４０代男性

25～35歳男性

男性

ビジネスマン

ビジネスマン

２５～35蝦男性

狙い狙い

八判のパーソノル領峨への

収り組みに刈する１１蜘獲栂

開発思想､行動理念､ブランド

ストーリーなどへの共感獲得

コミュニケーションコンセプト

の麗知､理解獲得

ブランド、劇品の認知獲得

側発思想､行動即念､ブランド

ストーリーなどへの共感獲得

展南随t蕊Ｉ

･番組提供

･インフ餅マーシャル

･エデイトリアル

･アドバトリアル

。広い綴面での宣暦(コミコニ

ケーシヨンコンセフト)広告

･中吊

･看板

･ストリーミング広告
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逆手にとって、あえてロ経グループ系の新聞に特化して、男性のビジネ

スマンだけを棚捉することに使うことにした。そして、この人たちにコ

ミュニケーションコンセプトを知ってもらうことを目的とした。だから

紙面も、比較的広いスペースを使って、コンセプトを伝えることにした。

「交通広告｣はその媒体特性に合わせて、ターケットを広くビジネスマン

にした。交通広皆というのはインパクトを作るのには適しているが、内

容を理解させるほどのスペースがない。そこで、ブランドや製品を認知

してもらうことだけをI]標とし、中吊や看板で展開することにした。

「インターネット広告｣は雑誌と同じ考え方で股開することにした。ただ

し展開は、スムーズに助画を流すことができるストリーミング技術を使

って、開発思想やブランドストーリーなどを念入りに理解してもらうこ

とにした。

＊ＰＲ戦略のフォーマット

次は｢ＰＲ戦略｣を脱明しよう。ＰＲは記Llfを取り上げる側のことを考え

て、自分の商品がいかに｢新しくて｣｢おもしろくて｣｢ためになる｣かとい

うことをいえばいい。とはいえ、ここまで考えないで、ただプレスリリ

ースを送りつけてしまう人が多い。これでは絶対記事にはならない。

どうすれば記事として取り上げてもらうことができるのだろうか？そ

のためにはしっかりと戦略を練って、周到に行動しなくてはならないの

だ。ＰＲの目標をしっかりと定めて、その目標を述成するための戦略を考

える。そしてその戦略に雄づいて、具体的に媒体の攻略方法を検討する。

それから行動に移すのである。もちろん、それ以前の価値設計やターゲ

テイング、タイミング戦略が大切であることはいうまでもない。ここが

しっかりできていないと媒体側がグッとくるプレスリリースが書けない

からである。

それを可能とするのが、右ページの図4-6-7のフォーマットである。

それでは例に雌づいて、具体的に税Iﾘlしていこう。その下の図4-6-8

で示した例は2002年度の蛎王のＰＲ戦略の素案である。

まずは｢PR目標｣を明らかにする。これは具体的にどこまでやるのかを

決めておくものである。兼王の場合はすでにブランドとなっているので、
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図し4.6.7ツＰＲ戦略のフォーマット

ＰＲ目標

ＰＲ塗路

1攻略媒体】

-…-

【切り口】 【放映・掲峨目極Ｉ

図隣4瞳６．８１ＰＲ戦略の例／｢筆王｣のＰＲ戦略案

【攻略媒体】

パソコン誌

一船誌

婦人艦

新間

ＰＲ目標一
年賀状特築雑誌の制覇および一般誌！
婦人誌などへの拡大

ＰＲ職路
多頻腰の佃報リリース。若干の金銚負担
による肥馴化。摺災部へ直接デモ

一＝画

1切り口１

ボスコミな中心とｲﾘる新規機能

ポストカードと同審の品質を実現

ボストカードとプリンターで
の自主制作のコスト比岐

ポスコミが象徴する新しし、
年賀状の作り方

【放映・掲戦目標】

配耶獲iWU3よび製品紹介

タイアップによる配索椿得

タイアップによる肥頭捲偲

d目頭獲得
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年賀状を特典する雑誌やムックでは必ずお呼びがかかる。だから年賀状

特築モノはすべて制珊しなければならない。むしろこれは扱われていな

かった場合をペナルティとするぐらいの気持ちで活動した。また最近年

賀状というテーマは、一般誌や姻人誌などでも扱われるようになってき

ている。これは不景気であったり、パソコンやプリンターの普及率が商

まってきたりしていることが原因である。だからその佃域に拡大してい

くことも目標に撒いた。

さて目標が明らかになったところで、今度はその目標をどのように達

成するか、つまり、「ＰＲ戦略｣を考えることにする。ブランドである筆

王でも、年賀状特集誌の完全制珊となるとやはり大変である。媒体側が

つい見落とすということも考えられる。そこで絶対に目こぼしが起きな

いよう、多頻度でプレスリリースを配信することにした。機能の話や売

上の状況や広告活動の内容などを1週間に１度の割合でプレスリリース

として配信した。これにより、目こぼしをなくすとともに、いつも筆王

に関心を寄せてもらうようにしたのである。

さらに確実に妃事にしてもらえるように、広告とのバーターを持ちか

けることにした。これはペイドパプといわれる手法で、広告費を支払っ

て、編集部に記小のように紹介してもらうのである。一般に純粋な広告

よりも編集部のテイストで書かれた紹介文のほうが理解しやすいし、偏

川もされやすい。その効果を期待して行われる広告の手法である(エデイ

トリアルという)。加えて、とにかく担当が編集部に足を運ぶようにし

た。自分のパソコンにソフトを入れて、いつでも、どこでもデモができ

るようにした。これは好評で、飛王の主力機能をデモさせてもらうと、ほ

とんどの編集の方が驚いて、妃耶にしてくれたそうだ。

さらに個別媒体の攻略法に話を秘そう。例をご覧いただければわかる

ように、ここでは｢攻略媒体｣と｢切り口｣｢放映･掲載目標｣を決めている。

どこを、どのような切り口で攻め、何を引き出すかを明らかにするので

ある。

「パソコン鮭｣は日頃から付き合いがあるため筆王をよく知っている。逆

にいえば、新しいネタにしか興味を持ってくれない。変わりばえのしな

いことをいえば、「それは前に聞きましたよ｣といわれかねない。そこで
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新規機能である｢ポスコミ」を前面にｳ:てて、新しさを強,淵した。一方、

｢一般誌｣は、むしろ‘if.};のことをよく知らない人たちが多いそこで切

り'-1もわかりやすいほうがいいと考え、「ポストカードレベルのアウトプ

ット,Ｗ剛を切り「Iとした。市販のポストカード同様のものが作れるとい

うことを、タイアップによって記事にしようと琴えた。「婦人誌｣も切り

１１を変えた．イ〈景弧である４Ｍ：、Mil}にとっては111じＩｌＷｉ'iならば安いほ

うがありがたいにちがいないそこでIlf販のポストカードどif-［で作っ

た自前の年鴛状のコスト比岐を切りＬｌとしたこれもタイアップによっ

て記1＃にしようと考えたのだ。

「新聞｣は公典性が強いため、今までのような切り１１ではなかなかliL11fに

してくれない。そこでまた切り１１を変えて、ポスコミが象徴する｢2111t細

の新しい年賀状の作り方｣という切り1.1をぎえたのだ。

こうした流れでＰＲ戦略を立て、具体的に進めていくのである爺

＊ｓＰ戦略のフォーマット

次は｢ＳＰ戦略｣である。「SPってよくわからない｣という通1,1LをよくＭ１

く。確かにSPがカバーする範囲は広く、価格プロモーションからイベン

ト、Ｐ()Pに領るまでが'､1:附範棚であるためわかりにくいのであろう。そ

こで、まずＳＰとは何かを脱Iﾘlしていこう(次ページ図４－６－９参照)。

「広併｣はlAl陵的に、洲YW尚の知弛を変えることをI|隙とする。例えば、

キリッと冷えたビールをグビグビ飲んでいる映像を見せて、「あ一、うま

そ一。よし、ビール飲もう」という気持ちにさせることが広街の役割であ

る。これはテレビの間擁的なメッセージで、ビールを飲もうと思ってい

なかった人の飢緋ちを飲む城にさせたのである。

。〃｢S１，｣は、直接的に澗出省の行動を変えることをIIllWとする。例え

ば、決して買う気がなかった洗顔フォームをサンプルでもらったとする‐

試しに使ってみると、今まで味わったことがないほどよく総ちる。そこ

で今まで使っていたものにかえて、買うようになる。つまり、この人の

行動を1111:桜的なアブ'ノーチで変えたのである。このように勝えるとわか

りやすいだろう。

価絡プロモーションは安く買えるから興ってしまうのであり、ボーナ

第４軍:､峨略をさらに完盤なものとする６つのポイント１９９



スハックはおトクだから買ってしまうのである，また火１，t陳列は、たく

さんあるから売れているのだと思って岡ってしまうのであり、サンプリ

ングはただでもらえるからもらい、よかったからそれを買い続けるので

ある。どれも直接的なアプローチで、行助を変えさせているのである。こ

う勝えると、ｓＰほどＩＩｌｌ:接附貿に結びつく方法はない。

それではsP戦略では!↓体的にliIIを芯えたらよいのかを脱Iﾘlしようハ

ページドの図４－６－１０のフォーマットをご覧いただきたいまずは｢Ｓｐ

目標｣であるが、これは!↓体的にどういうことを目標とするのかを明らか

にする。もちろんSPはｌｉＩ〔接的にアプローチして行動を変奔させるために

行うのだから、消YWfにどのように１ＭＩﾉをさせたいのかを,¥けぱいい。

次の｢SP戦略｣は、SPI1隙を典体的にどのようにして述成するかを11ドく

他の会社の商品からI‘Ｉ社の商品に買い伴えてほしいという１１棟を立てた

のなら、行動を変えさせる施策をするというのがsP戦略であり、その１

つの方法としてサンプリングを進んだとしたら、それがsP戦術というわ

けだ

1図傍４．６－９１ＳＰ戦略と広告との違い

m0YO

手法
超

働きかけ
Ｆ

一／

反応ポイント／
Ｆ

ゴ

手法／

広告

間接的

パーセブション

（知覚､認知）

･テレビ広告

･新聞広告

･雑誌広告

･ラジオ広告

ＳＰ

直接的

行皿

･価格プロモーション

･ボーナスパック

･大量陳列

･サンプリング


