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まず始めに、私と約束して下さい。 
 
私は、単なる「読み物」をあなたにお届けするつもりはありません。 
ここに書かれた事は必ず実行する、というくらい強い気持ちで読んで欲しいの

です。 
あなたが何かを売る為に当たり前のように使っている販促ツールや販売セオリ

ーの在り方を本気で疑って欲しいのです。 
疑って、修正し、効果を最大限に引き上げて欲しいのです。 
知識だけを求める「評論家」に成り下がらず、「実践者」になってください。 
「本気」で、です。 
本気で読んで下さい。 
そして、必ずあなたの仕事に反映させると約束して下さい。 
 
 
 
 
著作権について 
 
 
このファイルは無料特典として配布しており、読者による再配布も認めており

ますが、著作権は放棄しておりません。 
著作権法で保護されている著作物です。 
ファイルの取り扱いには以下の点にご注意下さい。 
 
ファイルの著作権は福谷恭治にあります。 
福谷恭治の書面による許可無くファイルを加工し、一部または全部をあらゆる

データ蓄積手段（電子ファイル・印刷物・映像・音声等）により複製、流用及

び転載、転売（オークション含む）する事を禁じます。 
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免責事項 
 
 
このファイルは情報提供を目的としており、読者の利益を保証するものではあ

りません。 
このファイルによりいかなる損害が発生しても一切の責任を負いませんのでご

了承下さい。 
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インパクトマーケティングとは 
 

 

はじめまして、インパクトマーケッターの福谷恭治です。 

 

 

まずタイトルページをご覧ください。 

副題として 

 

「インパクトマーケティング 概論」 

 

と書かれていると思います。 

 

 

この「インパクトマーケティング」という考え方についてお話しなくてはなり

ません。 

 

「インパクトマーケティング」というのは、物凄くザックリと一言で言うと、 

 

「既存の販売戦略を、常にお客が最大に喰い付く状態にチューンアップし続け

る」 

 

という事です。 

 

どんなに素晴らしい販売戦略でも、効果が最大に発揮される状態で使用しない

と集客ロスが発生します。 

ロスした分は「お金をドブに捨てている」状態です。 

しかも、実に困った事に、集客ロスが出ているという事に気付かないまま集客

を続けている人がほとんどなのです。 
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「売る」という作業は、恐らく公務員以外全ての人が「なりわい」としている

事です。 

社長から平社員、SOHOから企業まで必ず「何かを売って」暮らしています。 

 

これは、製造に携わっている人だっておんなじです。 

作るモノは必ず「誰かに売る」という前提で作成されています。 

購入対象者のニーズやウォンツを反映し、売る事を100%意識して製造されてい

ますよね。 

 

 

何かを「売る」為に、世間で行われている活動は多岐に渡ります。 

いわゆる販促活動・営業活動というやつですね。 

 

みんな売る為に必至です。 

あたりまえですよね、売れなきゃ生きていけないんですから。 

 

チラシやCM、看板にバナー広告、スタンプカードに口コミまで、使える限りの

予算を投入し、考え抜いたキャッチコピーで煽ります。 

販売方法だって、最新のマーケティング理論に則った手法を使います。 

さて、ここからなんです、問題は。 

 

 

あなたの商材は「最大限に」売れてるんですか？ 

 

 

いいですか？「最大限に」ですよ？ 

 

「売れてません」という方は、そのまま先を読み進めてください。 

「売れてますよ」という方は、売れていると思う根拠を考えながら読み進めて

ください。 
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「売れてる」「売れてない」と判断する理由は何なんでしょうか？ 

そこには必ず比較対照があるハズです。 

 

例えば、チラシを新聞に折り込んで何かを宣伝します。 

数日後、どのくらい広告反応があって、どのくらい購入に結びついたか結果が

出ます。 

 

 

「今回は売れたよなぁ」 

 

 

こう感想をもらすのには、「○○より良いから」という理由があるハズですよね。 

 

 

「前回広告を折り込んだ時よりずっと良い」 

「この業界での広告反応率の相場を考えると今回はずっと良い」 

「広告費を使っても結局黒字になっているから良い」 

 

さも客観的に現実を見つめ、分析しているかに聞こえます。 

 

しかし、ちょっと考えてみてください。 

 

 

 

その「比較対照」は本当に妥当な指標なのでしょうか？ 

 

 

本当は、同じ金額を投入して、もっと反応を上げる方法があるんじゃないです

か？ 

業界の相場や過去の実績を基準になんかしてていいんですか？ 
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そもそも、その販促方法を使っての「最大限に売れている」状態が、本当に「今」

なんですか？ 

 

 

こう書くと 

 

「実績というのは偉大な先輩方や私自身が死に物狂いで検証したデータなんだ

ぞ」 

「うちは優秀な広告代理店に依頼しているんだ」 

「マーケティングや広告関係のマニュアルで勉強したんだ」 

 

なんて声が聞こえてきそうですね。 

 

 

ではちょっと質問をかえてみましょうか。 

 

「最大限に広告効果が発揮された」ってのはどんな状態なんでしょう。 

 

 

 

何やかんや言っても儲かってるんだったらいいんです、別に。 

けど、１円も無駄に出来ないよって状態なら、広告効果の差ってのは死活問題

です。 

 

同じお金と手間をかけるのなら広告効果は極限まで引き上げたいと誰でも思い

ますよね。 

 

今までと同じ販促手法で、単純にお客の「喰い付き」が倍増したら、あなたの

仕事はどれだけ楽になるでしょう。 
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私はあなたが何を売っている人なのか知りません。 

あなたが商品の宣伝にいくら使っているのかも知りません。 

 

しかし、あなたが行っている広告活動・販売活動が、あなたに今出来る最大の

効果を生んでいるとは全く思えません。 

 

 

あなたは胸を張って、こう言えますか？ 

 

 

「今の販促方法では、もうこれ以上、一人たりとも多くのお客を呼び込む事な

んて出来ません」と。 

 

「もう、一人だって多くの人を呼び込む事はできません。今の予算で呼び込め

る最大のお客が今来てるんです」と。 

 

 

そう問われるとあなたは 

「もちろん言えるさ、広告は毎回が真剣勝負なんだから」 

と言うかも知れませんね(̂ ）̂。 

 

 

 

では何故私には、今の状態が「最大」ではないと言えるのでしょうか？ 

 

レイアウト、コピー、売れないわけが無いというくらい練りに練った広告を作

った！ 

「何億稼いだ」って人の最新のマーケティング手法を取り入れた！ 

満を持しての販売戦略のハズなのに、なぜその効果が最大だと言えないのでし

ょうか？ 
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それは、お客の「慣れ」に販売者がついていけてないからです。 

 

販売者がお客を取り巻く環境の変化に対応しようとしていない、と言い換えて

もいいでしょう。 

 

販売者が、お客が集まるようにと考えたベストな戦略を繰り出すペースよりも、

お客がその戦略に「慣れ」るペースが圧倒的に早いからなのです。 

 

 

販売者が「正しい」マーケティング手法を使います。 

 

しかし、販売者個々がどんなに正しいマーケティングを仕掛けても、ライバル

が同じ戦略を採ると、それを見せられるお客にとっては「どこの業者もおんな

じ」「その他大勢」にしか見えないのです。 

 

 

何かを売るために仕掛ける販促物には必ず「定石」または「ブーム」がありま

す。 

 

昔から習慣として存在するものもあれば、最新のマーケティング理論や人間の

行動・生理を分析したものまで様々です。 

 

 

たとえば 

 

 

「大衆的な食べ物屋の看板に使う色は、赤と黄色が食欲をそそるので好まし

い。」 

「カラーチラシは豪華で白黒チラシは貧相に見られる。」 

「大きく、太い字で書くと目立つ。」 
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などは「定石」の典型かもしれません。 

 

 

上記の三例はすべて正しいです。 

ええ正しいですとも、疑う余地すらありません(̂ ;̂) 

正しいので、皆さんそうされています。 

 

けど・・・・ 

 

 

 

皆さんがしているので目立たないのです。 

 

正しいんだけど 

（どの飲食店も赤と黄色を基調にした看板だし・どのチラシもカラーだし・ど

のスーパーの特売の値段も恐ろしくデカいんだけど） 

 

結果的には、全く目立たないのです。 

 

本来の効果が発揮されていないのです。 

 

 

 

誰もしていないから目立つのです。 

 

 

想像してみてください。 

 

もし、寒色の看板が多い飲食店街で赤と黄色の看板でラーメン屋を出せば、（味

はともかく）少なくとも看板効果としては最大限に発揮される事でしょう。 
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しかし実際は、寒色を使った飲食店の看板は少ないのです。 

 

なぜなら、どの店の経営者も飲食店は寒色の看板を出したら駄目だという事を

知っているからです。 

 

「飲食店なら赤と黄色だよな」と思っているからです。 

 

 

販売理論や戦略がどんなに優れていても、また、その結果素晴らしい集客アイ

テムが完成しても、それがその業界での「当たり前」だったり、ライバルもみ

んな同じ事をしてれば、要は、お客の目に付くものが同業他社と変わらなかっ

たら・・・ 

 

 

お客にとってのあなたは「その他大勢」でしかないのです。 

 

 

 

わかりますか？ 

 

 

この「売り手」と「買い手」の感覚のズレが大きなロスを生んでいるのです。 

 

無菌室や真空で実験した数値がそのまま実世界で反映されるわけがないのです。 

 

誰もやってない環境で成功した新しいマーケティング手法を、１００人がやっ

てる環境でそのまま使っても効果はでないのです。 

 

最新のマーケティング戦略でさえそうなんです。 
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既存の、それこそ販促のスタンダードとも言えるチラシ・DM・名刺・ショップ

カード・パンフレット・カタログ・看板・のぼり・WEBバナー広告・アフィリ

リンク・etc・etc……。 

巷に溢れている「見慣れた」媒体ではもっと効果が低いという事はもう想像が

つくでしょう。 

 

広告理論的に正しい事をやればやる程、目立たなくなり埋没していくという負

のスパイラルに陥っていくのです。 

 

しかし、やってる本人はその事に気付きません。 

そりゃそうです、それが正しいと信じているのですから。 

世にある既存の販売戦略にケチをつけているのではないのです。 

 

しかし、自分の戦略がどういう環境のなかでお客の目に留まっているのかをチ

ェックし、常に目新しく映るようにマイナーチェンジを施していかなくてはな

りません。 

 

それが出来てはじめて「広告効果が最大限に発揮されている」と言えるのです。 

顧客反応率が最大だと言える状況になるのです。 

一円も無駄にする事なく「お客をしゃぶりつくした」と言えるのです。 

 

 

 

インパクトマーケティングというのは 

 

様々な販売戦略を採るなかで、既存の広告効果・顧客反応を常に「最大」で維

持する事で同じ労力での営業効率を圧倒的に引き上げようという考え方です。 

 

「お客を取り巻く環境」を客観視する事で、常にお客の心に宣伝が新鮮に映る
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よう改善し、お客の感情を揺さぶり続け、文字通り「インパクト・衝撃」を与

え続けようという考え方なのです。 

 

 

お客は忙しいのです。 

 

あなたが渡す「よくある名刺」や「ありがちなチラシ」になんて基本的に何の

興味もないのです。 

 

商品のメリットや価格なんて、普通にアピールしててはいけません。 

 

あなたが先ずしなくてはならない事は、お客を振り向かせて、平常心ではいら

れなくして、心を鷲掴みにする事なのです。 

 

お客は心を動かされて、はじめてあなたの商品に関心を示すのですから。 

 

 

 

 

では、もう少し具体的な例を挙げてみましょうか。 

 

某有名マーケッターを例に（しかも本人には無断で）同一マーケティング手法

での「先発組」と「後発組」の違いがいかに大きいかを比較してみましょう。 

 

 

 

登場頂く方は、実践マーケッターの 平 秀信さんです。 
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もちろんご本人とは何の面識もありませんが(̂ ;̂)私がとても好きなマーケッ

ターさんです。 

 

恐らく、このレポートをお読みの方なら平さんの事を御存知だと思いますが、

念の為極めてサクッと御紹介を。 

 

 

 

神田昌典さんの一番弟子にして稼ぎ頭、住宅販売会社社長として業界で脅威的

な売上を築く一方で、情報商材販売でも群を抜くミリオネアマーケッターです。 

 

「なんでも鑑定団」にもゲストで出てらっしゃいましたね、ご覧になりました

か。 

 

 

 

平さんが経営している会社は、ローコスト住宅を販売しています。 

 

 

ザックリと説明しますと、住宅の売り方として、まず広告を打ちます。 

住宅販売ですが、キャッチコピーに「まだ家は建てるな！」などという刺激的

なものを使用します。 

 

「そろそろ家を」…と考えている人は、そのコピーに強烈に引き付けられます。 

 

一生のうちに家なんていくつも建てるわけじゃないので慎重になりますし、基

本的に家の事なんて誰も詳しくないですよね。 

 

キャッチコピーの横には「失敗しない家作りの方法」などを書いた小冊子を無

料プレゼントと書かれています。 
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見込み客は、まさに自分が今必要な情報だとばかりに小冊子を請求します。 

 

 

この後のステップも、もちろんありますが、今回ここでは割愛します。 

 

（こういったダイレクトレスポンスマーケティングという販売手法は、非常に

優れた販売手法です。もし、御存知ないようでしたら、是非一度、神田さんや

平さんの本を読んでみる事を強くお勧めします。） 

 

 

 

さて、この販売手法の「広告効果」はというと……もちろん最高です。 

 

 

だいたいこんな事は、外野の私が何をか言わんやというやつです。 

 

誰が何を言おうが、現に平さんはこの方法で尋常じゃない成果を出しているの

です。 

 

勝てば官軍、実績こそが最大の証拠なのですから。 

 

大手住宅会社が高額商品で使ってしまいがちな「イメージ広告」や、価格や性

能を極度に強調した「売る気満々広告」で販売している中、「家はまだ建てるな」

というコピーは、家を建てる気の無い人にまで見事なインパクトを与えます。 

 

 

さて、こんなにも素敵で、しかも実績の出ている販売方法ですから、今まで売

れずに苦しんでいた中小住宅販売会社はこぞってマネします。 
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当然ですよね、彼らにとって平さんは、まさに救世主が現れたようなものです。 

 

私が工務店をやってても、やっぱりマネすると思います。 

 

 

しかし、問題は 

「どうマネするか、どこをマネて、どこをチューンするか」 

なのです。 

 

 

 

私は今、滋賀県に住んでいますが、平さんの手法をマンマ使っている会社がい

くつかあります。 

 

 

キャッチコピーも、言葉尻こそ違えど内容は同じ、チラシに社長自身や棟梁の

顔写真が登場する「顔の見えるチラシ、モノを売らず人を売る」構成も同じで

す。 

 

ひどい会社になると、平さんのところの棟梁が言った言葉をそのまんま自分の

会社の棟梁が言った言葉としてチラシに掲載している所もあります。 

 

この傾向は、恐らく私が住んでいる地域だけではなく、全国的な広がりを見せ

ていると思われます。 

 

同じ商圏内にいくつの工務店があり、いくつの工務店がこの手法を使っている

のか、私は知りませんが、地域で一番目に「まだ家は買うな！」とやるのと、

既に七番目なんだけど先の六番目までの工務店と同様に「まだ家は買うな！」

とやるのでは効果が違うという事は、ここまでレポートをお読みになったあな

たには想像に難くないでしょう。 
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「まだ家は買うな！」は、他社がイメージ広告や性能重視のカタログ広告を打

っているという「環境」で使用したからこそ、その広告効果が最大に発揮され

るのです。 

 

 

「このマーケティング方法はいいぞ～～」と猿真似して、地域で七番目に使用

しても、きっと 

「話に聞いていた程の効果は無いなぁ」 

となるでしょう。 

 

ライバル店が揃いも揃って「まだ家は建てるな！」路線では、結局お客の目に

は、「その他大勢」な工務店が一つ増えたように映るだけなのです。 

 

 

 

理論的にも素晴らしく、その上驚異的な実績が出ている優れたマーケティング

手法でさえ投入する環境で大きく効果が変化するのです。 

 

その事に気付かず、マーケ本だけ読んで「こりゃいいやっ！」と鵜呑みにして

実践していると、貴重な広告費をドブに捨てる事になります。 

 

 

広告の読者に無料レポートを請求させて、見込み客を得て住宅を販売するとい

うフローが同じなのなら、少なくとも「地域後発組」になる工務店は、 

一番最初にお客の目に触れる宣伝だけはもう少し頭を使って「ヒネる」べきで

しょう。 

 

 

「ツカミ」が新鮮で、心を揺さぶり、レポート請求に繋がるインパクトのある
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フレーズを「まだ家は建てるな！」の代わりとして考え、使うべきなのです。 

 

そうするだけで、まるで「地域で一番目に始めた店」のような高い広告反応率

を得られる事でしょう。 

 

その販売手法を開発した人が体感したのと同じくらいの、「客入り」を実感でき

るのです。 

 

 

その為には先ず、あなたの曇った目・曇った感性をあなた自身で疑い、あなた

の行っている販売促進を客観的に見る力を養わなくてはならないのです。 

 

 

その為にはまず、この重大な事実に気付く必要があります。 

 

 

あなたは今、気付きました。 

 

 

これ以降、１円たりとも宣伝費を無駄に使う事が無いように、感性を磨いて頂

きたいと思います。 

 

 

そして、過去最大の顧客反応を体感してください。 
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顧客反応 
 

 

この項では３つの小テーマでお話します。 

 

① 自分の商材を売る販促物を客観的に見る訓練 

② お客の感情を揺さぶる事が何故それほどまでに重要なのか 

③ やってはいけない販売戦略・間違った「インパクト」の与え方 

 

 

必ず、あなたの「顧客反応率」を最大にする為のヒントとなる事を自負してお

ります。 

 

では、まいりましょう。 

 

 

 

① 自分の商材を売る販促物を客観的に見る訓練 

 

 

前項では、 

 

「どんなにいい販売戦略に則って販促をしても、ライバルが同じ戦略を敷いて

いたらその販促物を目にするお客にとっては、全く戦略本来の効果を生み出さ

ない」 

 

という話をしてきました。 

 

ここでは、 
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「では、どうやって客観的に自分の販促物(POP)を見るか」 

という事をお話したいと思います。 

 

 

「自分の作ったモノを客観的に見る」という事は、実は非常に難しいのです。 

 

あなたは今おいくつでしょうか？ 

私は今年40歳になりました。 

 

 

何を突然…と思ったかも知れませんが、昔の写真や映像を思い出してください。 

 

私でしたら20年前、1980年代の人々の映像が時々テレビで映る事があります。 

 

 

たまに見ると、ビックリします。 

変に太い女性の眉、意味不明なジャケットの肩パット、もっさりした化粧…… 

 

 

当時の風俗に懐かしさも勿論ありますが、現在の自分が当時の風俗を見て思う

のは 

 

「なんでこれをおかしいと感じなかったんだろ」 

 

という事です。 

 

 

しかし当時はもちろん、それを変だなんて感じていません。 

その時代、その空気にドップリと浸かっていたからです。 
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今、20年前の映像を見て「変だな」と思えるのは、自分自身が「現在」という

ステージにいるからに他なりません。 

当時の文化や風俗の中に身を置いていたら決しておかしいなんて思わないでし

ょう。 

 

環境が変わる事で、以前自分が当たり前だと思っていた事を「変だ」と思えた

のです。 

 

 

自分の作った販促物を客観的に見る一番簡単な方法は、 

 

「時間をおく」 

 

という事です。 

 

 

もしあなたが、絵を描く、文章を書く、オブジェを作るなど、「何かを作る」事

を趣味か仕事にしているなら、この話はすぐに納得して頂けるかも知れません。 

 

「何かを作る」人は、自分が作った作品が完成した直後は「最高だ」と思って

いても、何日か経ってその作品を見返すと 

 

、「なんであの時は最高だなんて思っちゃったんだろ」 

 

と感じる事があるのです。 

 

 

時間というのは、あなたをクールダウンしてくれる最も確実な方法なのです。 
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しかししかし、「タイム イズ マネー 」です。 

 

チラシを作る度に何日も熟成させてるヒマなんか無いですよね^̂ 

何とかして、お客の目に新鮮に映る販促物を短時間で創造しなくてはなりませ

ん。 

 

 

自分が作った、少なくとも関与したモノが客観的に見れない理由は概ね以下の

通りです。 

 

・製作者としての思い入れ 

・作成段階からそれを目にしている圧倒的時間 

・その圧倒的時間が原因となる五感の麻痺 

 

 

誠に残念なお知らせですが、これを克服する方法は時間をかけてクールダウン

する以外に無いのです。 

 

 

ですので、時間が惜しい人は別のアプローチ方法を行う必要があります。 

これは今日からの日課にして下さい。 

 

 

どうするのかと言うと、 

 

 

他人・ライバルの販促物で違いを感じ取る訓練をします。 
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新聞に折り込まれるチラシやテレビCMにネットバナー、何でもいいのですがと

りあえずここではチラシで説明します。 

 

普通、消費者としてチラシをめくる時はある程度自分が探している対象範囲が

あります。 

 

スーパーや家電量販店など、自分が必ず目を通そうとするジャンルがあります

よね。 

家が欲しくない人は不動産関係のチラシはスルーするハズです。 

 

 

まず、このチラシの読み方を変えてください。 

頭を白紙にして折り込まれた全てのチラシをパラパラとめくっていき、少しで

も目に留まった、気になったものを横に抜き出してください。 

 

気になった理由は考えないでください。 

「ンッ！？」と少しでも何かを感じたら抜き出すのです。 

 

 

その作業が終わったら、抜き出したチラシを今度はゆっくり眺めます。 

 

そして、ここで初めて、何故このチラシに惹かれたのかをじっくり考えます。 

 

色使いなのか、キャッチコピーなのか、価格なのか、レイアウトなのか、紙質

なのか、色々と理由があると思います。 

 

 

分析が終わったら、自分のチラシを見ます。 
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すると、今日分析した内容と比較して自分のチラシはどう映るかという感想が

頭に浮かんでくると思います。 

 

 

これを毎日繰り返してください。 

 

 

ずっと繰り返してこの作業を行うと、自分がチラシを新たに作成する時に、自

然と、訓練していた時に浮かんだチェックポイントが意識できるようになりま

す。 

 

 

 

販促物はお客目線でどう映るかが重要です。 

 

しかし、あなた自身が本当の消費者としてチラシを見てしまうと、いつまで経

っても自分の目は鍛えられません。 

 

 

なぜなら、完全にいつもの自分、消費者目線でチラシを見てしまうと、そのチ

ラシに目が行った理由が自覚できないままだからです。 

 

お客には、そのチラシにハッとした理由なんて関係ないのです。何にハッとし

たかは、意識しないとわからないのです。 

 

「何故私はこのチラシが気になったのか」というフィードバックを繰り返す事

であなたが作ったチラシがお客の心を撃ち抜く力と、その「気付き」をくれる

のです。 
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② お客の感情を揺さぶる事が何故それほどまでに重要なのか 

 

 

このパートは拙著、「インパクトマーケティング 名刺編」からごく一部ですが

抜粋・編集してお送りしたいと思います。 

 

 

 

マーケティング関連の本などで言われている言葉です。 

 

あなたも聞いた事があると思います。 

「商品を売るな、自分を売れ！」 

 

 

 

本当だと思いますか？ 

解釈の問題もあると思いますが、私は正しいと思っています。 

 

お客にゴリゴリと自分をアピールしろという事ではありません。 

最終的に自分の事を好きになって、信頼してもらえという事です。 

 

 

誰でもそうですが、人は絶対に、絶対に嫌いな人から物を買いません。 

 

これは、嫌いな人と接する事を避けたいからというだけではありません。 

嫌いな人に、いい思いをさせたく無いという心も働くからです。 

 

人間は、より、自分が好きな人から物を買おうとするのです。 
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好きなだけでは無く、それに信頼が伴うようになると、もう値段もさほど気に

ならなくなります。 

 

信頼する人のフィルターをクリアして提供された物は全て「いいもの」なので

す。 

信頼するその人が勧めてくれるものは全て「いいもの」と感じるのです。 

 

 

あなたが、仕事をする相手から信頼まで得られればもう安泰です。 

安泰なのですが、いきなり信頼などされません。 

 

 

信頼を得るまでには、先ず相手に好かれなくてはなりません。 

そして、好かれるに至る前に必ず通る過程があるのです。 

 

それは・・・・・ 

 

「あなたに興味をもってもらう」 

 

という事です。 

 

 

興味 ⇒ 好意 ⇒ 信頼 

 

 

この感情の流れで、人は人と人間関係を築いていきます。 

 

 

蛇足ですがこの過程は、恋愛と全く同じです。 
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「あなたを売る」という事は、もちろん最終的にあなたから商品を買うという

事なんですが、その為には先ず、あなたという存在に興味を持ってもらわなく

てはならないのです。 

 

ところが、「興味を持つ」というのは、必ずしも「好き」に繋がるわけではあり

ません。 

 

結果的に、残念ですが、「好きじゃない」という判断になる事だってあります。 

 

しかし、そんな事はこの時点で大きな問題ではないのです。 

まずは「いつもと違うもの」を提示して、相手の関心を呼ばなくてはならない

のです。 

 

変なもの、可愛いもの、赤いもの、高いもの、何でも構いません。 

 

相手が「おやっ？」と感じる事、これこそがあなたに対して心が動き出す瞬間

なのです。 

 

 

 

人間の感情を振り子に例えてみます。 

 

振り子が右に最大に振れた状態を「好き」という感情だとしましょう。 

もう一方には「嫌い」という正に対極の感情があります。 

 

「好き」と「嫌い」のちょうど間にあるもの、それは何でしょう？ 

わかりますか？ 
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「普通？」 

 

いえいえ違います。 

 

 

それは 

 

 

「どっちでもいい」「何とも思わない」 

 

という感情です。 

 

 

 

感情と言いましたが、こんなものは感情ではないのです、無感情、興味がない

状態です。 

実は、チラシなどの販促物が全くお客の心に響かないという状態は正にこの状

況です。 

 

無感情、興味がないという状態で人は全く動きません。 

これはある意味、「嫌い」よりも悪い状態です、最悪なのです。 

心が動かない事程、人間にとってつまらない事はないのです。 

 

 

人間は感情の生き物です。 

 

 

人を行動させるには先ず感情を動かさなくてはなりません。 

 

それがいわゆる「喜怒哀楽」というものです。 
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喜び、怒り、哀しみ、楽しみ、これはそれぞれが「好き」に変化するきっかけ

となります。 

その度合い、平常心との落差が大きければ大きいほどインパクトが強まり、相

手の心が掴みやすくなります。 

 

「微笑み」より「爆笑」、「むかつき」より「激怒」の方が、より印象強く相手

の心に刻まれるという事実は誰にでも想像できると思います。 

 

 

怒りのような負の感情が好きに結びつくのかと疑問に思うかもしれませんが、

もちろん可能です。 

 

例えば、お客さんが騙されているという事実を教えてあげます。 

 

もちろん 

「私が騙してます」というのではありません。 

自分のライバルや業界自体が当たり前のようにしている事で、 

しかもお客さんから見たら何だか騙されているように感じる事、 

それを教えてあげるのです。 

 

しかも「私はそんな事はしません」と宣言するのです。 

 

 

たとえば、 

 

実は殆どの店は冷凍の肉を使っている  

⇒ 当社は完全生肉で勝負します 

 

他社の製品は安く見えるけど購入後の保守費が高い  

⇒ 当社は購入時価格に保守費まで含まれています 
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実はこの業界では紹介マージンを価格に１０％上乗せしている  

⇒ 当社では一切頂きません 

 

 

などなど、ライバルや業界への怒りを煽り、同時に自分を正義の味方にしてし

まうのです。 

 

もちろん正義の味方になる以上、そこで掲げた公約は死守しなくてはなりませ

んが、お客にとってこの事実が衝撃的であれば、あなたはいきなり興味も好意

もすっ飛ばして信頼や敬意を獲得できます。 

 

 

どの業種にでも使えるという方法ではないのですが、使える環境にあるのであ

れば 

是非試して頂きたい方法です。 

 

さて、何よりも相手があなたに対して無関心でいるという状況こそが最悪であ

るという事をお話しました。 

 

 

相手の感情の変化を武器に、初めてあなたの販促物を見た瞬間から、 

相手が冷静ではいられなくなるような、インパクトがあり、キャッチーな「つ

かみ」で 

強烈にあなたやあなたの商材の存在をアピールすることが重要ですが、 

最初に印象を強く残して欲しいと願う理由にはもう一つあります。 

 

それは 
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人間は、自分が直面している問題以外の情報に全く興味を持てない 

 

という事なのです。 

 

 

例えばあなたが、仕事でも趣味でもたまたまテレビで聞いたキーワードでもい

いのですが、新しく何かに興味を持って情報のアンテナを心に張ってみると、 

 

「意外と簡単に情報が集まるもんだなぁ」 

 

と感じると思います。 

 

 

もう少し具体的な例にしましょう。 

 

 

あなたには今、気になる異性がいます。 

 

そしてあなたの好きな異性がソウルミュージックを好きだという事を知ります。 

今まで洋楽どころか音楽自体に全く興味が無かったあなたですが、 

気になるあの人が好きな音楽という事で俄然興味が出てきます。 

 

 

あなたは、自分でCD屋に行ったりインターネットでソウルに関する情報を集め

始めます。 

 

ふとBSの番組表などに目を通していると偶然にもソウル特集をやっていたり、 

以前流れていたCMの音楽が、ソウルでは有名なスタンダードナンバーだという

事が判ったりしました。 
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さてこの例の場合、CD屋に行ったりネットで情報を集めるという行為は、あな

たが自発的に足を運んだり検索を行ったりしています。 

 

 

要するにあなた自身が能動的に情報を収集したわけです。 

 

 

それに対して、BSでソウルの番組をやるという情報や CMでソウルナンバーが

流れていたというのは、別にあなたの努力でも何でもありません。 

 

 

あなたがソウルに興味を持ったから番組が編成されたわけではもちろんありま

せん。 

 

あなたがソウルに興味を持つ前からBSではソウルの特集番組をしていますし、

ソウルを使ったCMも数多くあります。 

 

 

これは、単にそれまであなたがソウルミュージックに興味を持っていなかった

ので、 

目の前を流れる情報に気付かなかっただけなのです。 

ソウルというキーワードに関心を持って生活を始めたので、今まで素通りして

いたソウル関連情報に心がヒットしたり、過去のCM曲を思い出し、それがソウ

ルだという事に気付いたのです。 

 

 

このように、人は必要になったり関心を持ってから、初めてその情報を抽出す

るフィルターを五感に装着するのです。 
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だから、その商品への興味を持っていない人にモノを売る事は、基本的には出

来ません。 

 

 

フェラーリを買いたいと思ってる人にヤンマーのトラクターは売れないのです。 

 

しかし、その人がいつか仕事をリタイヤして畑でもしたいと思っていたら、 

二年後は分かりません。 

 

ただ、その時のヤンマーの名刺が普通のものだったら、恐らく名刺を貰った記

憶すら残ってないでしょう。 

 

二年後の、相手が畑仕事に興味を持つというタイミングを奇跡的に知って、も

う一度営業を掛けていれば別ですが、それはまさに奇跡・神業です。 

 

 

しかし、渡した名刺が相手に強烈なインパクトを与えていたとしたら、 

「そういえば何か変な名刺を貰ってたよなぁ・・」という可能性もありますよ

ね。 

 

 

そうなんです、 

初対面で相手にインパクトを与えていると広告効果が長くなるんです。 

（さすがに、この例は極端かも知れませんが^̂;） 

 

 

相手がその商品を欲しがるタイミングで偶然に営業をかけたり、今は欲しくな

いと感じているハズの相手に無理矢理欲しいと錯覚させるようなセコい営業ス

タイルを取らなくても、欲しくなったときに勝手に思い出してくれるのです。 
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情報は日頃から無数に我々の周りを飛び交っていますが、実感はありません。 

 

何かに直面し、何かの必要に迫られた時に偶然情報が自分耳に入ってくるとい

う感覚は、実は錯覚なのです。 

 

普段から情報は飛び交っていますが、必要になってアンテナを伸ばしてから 

初めて意識するのです。 

 

あなたが発信する情報に反応してもらうには、その情報が必要になる人に対し

て提示するか、以前そういう情報をもらった事を思い出してもらうしかないの

です。 

 

 

相手があなたの情報が必要だと思っていても、話してみるとその時点では購入

するほど心が成熟していない、見込み客止まりだったと判ったとします。 

 

あなたの情報が今すぐに必要だと判断されなかった場合、 

 

今後必要となった時にあなたを思い出してもらえる事、 

必要なときが来ると予感させてあなたの情報を保存させる事、 

 

が大事なのです。 
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③ やってはいけない販売戦略・間違った「インパクト」の与え方 

 

 

私は一貫して、お客の心を揺さぶり動かす販促アプローチでライバルとの差別

化を計る事が、顧客反応率を最大に引き上げるという話をしておりますが、こ

こでは、 

 

「お客にとってインパクトはあるけど、絶対にしてはいけない戦略」 

 

の話をしたいと思います。 

 

 

インパクトマーケティングというのは、 

 

「まず既成の戦略・戦術があって、その効果を最大限にチューンアップする事

でコストパフォーマンスを引き上げ、顧客反応率を最大化する」 

 

という考え方ですので、販売戦略にまで口出しするのは本意ではありませんが、

あまりにも安易に手を出す可能性が高い戦略なので、あえて今回は書きます。 

 

その戦略とは、 

 

 

「価格戦略」 

 

です。 

 

 

チラシでもCMでも、価格戦略は当たり前のように行われています。 
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お客を呼び込む方法の中で一番簡単に思いつく方法は、間違いなく「安くする」

というプロモーションです。 

あなたの商品が売れない時、「値段が安けりゃお客が振り向くかも」と考えちゃ

うんでしょうね。 

 

チラシにデカデカと「○○円！！」と書けば確かにお客は振り向きます、イン

パクトも最高でしょう。 

 

大企業でも当たり前のようにやってる方法なので、余計に正しい方法だと勘違

いするのかもしれません。 

 

 

しかし、やっちゃダメです！ 

 

その戦略を変えるまで終わらない蟻地獄に陥りますよ。 

 

 

私のサイトをご覧になった方は御存知でしょうが、私は過去１３年間、マクド

ナルドで社員をしていました。 

 

 

マクドナルドは外食業界では一番派手な価格戦略を採った企業です。 

では、あなたには特別に、マクドナルドがボロボロになっていく過程を実録で

お伝えしましょう^̂; 

 

 

先程も書きましたが、価格戦略というのは一番安易で、しかもお客にインパク

トを与える戦略です。 

 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 38 

その戦略を採用する時に必ず言い訳として使われるフレーズがあります。 

 

 

「価格をさげても、その分お客が増えれば問題無い」 

というのがそれです。 

 

 

当たってはいます。 

 

しかし、あまりにも先を読めていない、短絡的な戦略です。 

 

 

価格を下げるという事は、原価率が上るという事です。 

50円で仕入れたハンバーガーを200円で売っているのを、100円で売れば原価

率は倍です。 

 

 

原価率が上るという事はブレイク・イーブン・セールス（損益分岐点）が上る、

という事になります。 

割引前の売上や利益を出そうと思ったら、売りまくらなくてはいけません。 

 

 

 

最初は簡単です、お客はうなる程押し寄せます。 

しかし、安売りを終えると潮が引くようにお客は減ります。 

 

不思議な事に、安売り前より落ちるのです。 

 

 

「安くなるんだ」と判った一部のお客は、本来の価格が高いものだと認識し始
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めるからです。 

 

安売りを終えて売上が落ちた企業はあせります。 

「もう一度お客を呼び戻さないと！」 

と、次に採った対策が 

 

 

「安売り」です。 

またです。 

 

 

しかし、今度は前回ほどは売れません。 

 

お客は「慣れてくる」のです、インパクトが薄れてくるのです。 

 

よりインパクトのある販売戦略を考えます。 

 

 

 

「更に安くする」 

 

 

こうなるともう「馬鹿丸出し」です。 

 

会社の業績は、困った事に利益よりも売上で計測されるという悪習があるので、

対外的には売上を伸ばしているかに見えますが、利益はボロボロです。 

 

 

 

商売で一番大事なのは利益です、売上ではありません！ 
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売上１０億で利益１億の会社よりも、売上５億で利益２億の会社の方が「偉い」

のです。 

あなたが何を売っているのか私には判りませんが、安売りで来るお客の質は最

低です。 

 

何故なら、値段だけがあなたとのつながりだからです。 

1円でも安いライバルが現れたら、あなたとはさよならです。 

 

 

そんな「馬鹿客」を大枚叩いて呼び込むくらいなら、いっそ売らない方がマシ

です。 

 

 

あなたは最終的に「あなたが売るものなら買うよ」と言ってくれるお客を掴む

べきなのです。 

 

安易で考え足らずな戦略で自分の首を締めるよりも、頭が割れるくらいの考え

て考えて、あなたやあなたの仕事を信じてくれるお客を探しましょう。 

 

 

 

ただ、一概に価格戦略といっても、うまい戦略は世の中にいっぱいありますの

で 

一応フォロー（何の？）として、有効な価格戦略の例を紹介します。 

 

 

例えば、レストランや居酒屋など食事メインのお店での「ドリンク一杯無料」

です。 
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「無料」というインパクトはやはりお客にとって素敵な響きです^̂ 

しかし、ドリンクというのは食べ物に比べ、原価が非常に低いのです。 

安い損でお客を呼び高い食い物を注文させる、という事です。 

 

こういった「からくり」が、机上の理論で終わらずうまく機能しているなら大

丈夫でしょう。 

ただし、これは喫茶店やバーでやってはいけません。 

 

ドリンク注文だけで成立する商売では、客単価アップにつながらないので命取

りです。 

 

 

 

最近家電店で見かける「５０人に１人お買い上げ金額を無料で！」などもいい

ですよね、「インパクト」と「からくり」のバランスが絶妙です。 

 

 

ライバルがみんなそれをやっちゃったら結局意味無いですけど^̂  
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商品を売る前に外すべき既成概念 
 

 

ここでは、 

既存の宣伝・販促方法に対するあなたの既成概念を変化させる事、 

アタマで判っているつもりでもカラダが理解していない「売り上げを上げる」

という事、 

について、日頃よく目にする販促ツールを例にお話します。 

 

リアルでもネットでも、実際にあなたが宣伝に使っている宣伝・販促手段が何

であろうと、きっと何かしらのヒントとなる事を確信しております。 

 

 

私はこれまで「インパクトマーケティング」が、いかに重要かという話を、主

にチラシを例にお話してきました。 

 

一般的に、いかにも「広告的」な、販促の代表・販促のオリンピック強化選手

みたいなアイテムがチラシなので、チラシを例としてお話していたのですが、

もちろん、販促物というものは「チラシ」以外にもたくさんあります。 

 

DM、パンフレット、セールスレターやホームページなど、基本的に情報量が多

いツールは売り手にとっても販促ツールであるという認識が高く、より良いも

のに改善しようという意識も高いようです。 

 

しかし、名刺、看板、ネットバナー、ショップカードに代表されるポイントプ

ログラムなどのアイテムは、入れ込む情報に限界があるからか、はたまた既に

限界を感じているからか、それとも販促物という自覚が無いからか、あまり世

間的にも重要視されていないというのが実情のようです。 
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「重要視されてない」、というより「手を加える余地が無い」、と思われている

のかも知れません。 

 

頭の中の既成概念を取っ払う為に、まずそのあたりの「誤解」についてお話し

たいと思います。 

 

 

 

まず「名刺」についてお話します。 

 

あなたの中で「名刺」は販促物というより、挨拶に必要な「セレモニーアイテ

ム」という印象が強いのでは無いでしょうか。 

 

 

「名刺は仕事の為に配っている」という事に異論を唱える人は少ないと思いま

すが、実際に行われている作業はただの「挨拶」に過ぎません。 

 

商売の話をする前に「礼儀」として名刺交換というセレモニーを行っているに

過ぎないのです。 

 

名刺を渡す目的を 

 

従来通りの「挨拶」と取るか、 

本当の意味での「商売のスタート」と取るかで 

 

あなたの仕事、あなたの印象に対する相手の認知度は天地ほども違います。 

 

 

その理由は２つ、 
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① 「名刺を渡す」というシチュエーションは、必ず「最初」に行われるから 

② 名刺を渡す事・名刺を貰う事を「仕事の前の挨拶」または仕事の「一部」だ

としか思っていない人がほとんどだから 

 

順を追って説明します。 

 

 

まず①ですが、 

ファーストインプレッション、第一印象というのはもちろんですが、一度きり

です。 

 

何事にも必ず訪れる「一度目」「初めて」、名刺を渡すというこのチャンスを最

大に生かせば、あなたを強烈に印象付ける事は非常に「楽」に出来るのです。 

 

 

 

「初めまして」と名刺を渡す。 

 

「あ、どうも恐れ入ります」相手は受け取って目を通す。 

 

 

 

当たり前の光景です。 

 

当たり前ですが、ここでよく考えて下さい。 

 

名刺は１００人に渡せば、必ず１００人がその場で目を通してくれます。 

 

 

そんな販促ツール、他にありますか？ 
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チラシをハンディング（手渡し）しても、この高確率は有り得ません。 

 

ましてや、折り込んだりポスティングしたりしたら何をか言わんやです。 

 

一方で、貰った名刺に目を通す、という作業は儀礼的な側面もあります。 

ビジネスマナーとして、目を通さないと相手に失礼だからです。 

 

 

しかし、ここでお客の心を掴み、揺さぶる事が出来ればどうでしょう？ 

 

対面で渡すので、お客があなたの名刺になんらかの興味を持てば必ずその会話

になります。 

 

その場で内容についての質問を受ける事もあります。 

挨拶したその瞬間から仕事に展開するのです。 

 

 

名刺は広告です！ 

 

「そんなのわかってるよ」 

あなたはそう思うかも知れません。 

 

しかし残念ですが、本当の意味で、名刺を広告だと認識して実践している人は

まだ殆どいません。 

 

殆どいない、という事は 

 

「今がチャンス」 

なのです。 
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誰も実践出来てない今だからこそ、それをするだけであなたの名刺（広告）は

最大の顧客反応を生む可能性があるのです。 

今一度、自分の名刺をじっくりと見返してください。 

 

そして、何が足りず、何が邪魔なのかをよく考えてみましょう。 

 

そして、あなたが貰ったらドキッとするだろう名刺を想像してみてください。 

 

 

 

 

次に看板やネットバナーについてお話します。 

 

 

看板は非常にポピュラーで歴史のある宣伝媒体なのですが、画一的なものが目

立ちます。 

 

もちろん色や文字などで差別化を図ろうとするのですが、それゆえ結果的には

「皆同じ」という仕上がりに陥り易いのです。 

 

 

これは名刺も同様ですが、スペース的に入れ込める情報量に限りがある媒体を

作る時、たいていの場合は情報を絞り込もうとします。 

 

もちろんこれは正しい選択なのですが、問題は 

 

 

「何を削って何を残すのか」 
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という事です。 

 

最低限必要な事だけいれなきゃ・・・と、入れる項目だけを考えて情報を絞る

と、屋号や連絡先などの本当にありきたりなモノにしかなりません。 

 

「ありきたりな広告活動」 

これは害悪以外の何物でもありません。 

最低です。 

 

 

「何を武器として、相手の心に訴求していくのか」という明確な方針が必要で

す。 

 

極めて大雑把に言うと、 

 

読ませて掴む（コピー等）のか 

見せて掴む（構図・デザイン・色等）のか 

 

という事です。 

 

 

ここでは読ませる看板の例を挙げてみます。 

 

 

 

実は私の家の近くに歯医者さんがあります。 

 

看板には「●●歯科医院」と書かれているのですが、その文字は決して大きく

ありません。 
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普通、私たちが思い浮かべる病院の看板には 

 

病院名（一番大きな文字で） 

電話番号 

診療時間 

保険の取り扱い 

 

などが書かれていると思います。 

 

 

しかし、そこの歯医者さんの名称は全然大きくありません。 

 

それより大きく書かれた別の名前があるのです。 

 

 

 

「インプラントセンター」 

 

 

私はこれを見た時、「おおっ、やるなっ！」と思いました。 

 

インプラントはご存知でしょうか、と言ってる私も詳しくはないですが（^̂;） 

簡単に言えば歯茎に柱を埋め込む入れ歯の事で、乳歯・永久歯に続く「第三の

歯」などと言われています。 

そして非常に高額な治療代金がかかります。 

 

 

普通の歯医者でもインプラント処置は行います。 
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しかし、「インプラントセンター」と銘打つ事で、いざ入れ歯にしようというお

客が（あえて患者とは書きません^̂）その歯医者を選ぶ可能性は非常に高くな

ります。 

普通の歯医者で行うより専門的にインプラントを扱う歯医者で行う方が安心で

きます。 

 

金額が高い治療なので、専門的な歯医者の方が素材や価格も選択の余地がある

とお客が勝手に想像してしまいます。 

 

歯の治療に「合い見積もり」をとる人なんていませんので、お客が門をくぐれ

ば勝ちです。 

 

しかも「インプラントセンター」なんて、屋号でも何でもありません。 

 

他の歯科医院との差別化を図るために恐らく院長が勝手に名乗った名前、言わ

ば「言った者勝ち」なのです。 

 

おまけに、ちゃんと歯科医院と書いているので、普通に虫歯を治療したい人も

来ます。 

 

 

 

短絡的に看板の掲載内容を絞ると埋没してしまいます。 

 

相手を絞って考え抜いた「つかみ」は、相手の心を平常ではいられなくします。 

 

広告媒体が何であれ、「どうすれば相手を掴む事が出来るか」という事に集中

し、アタマの限界ギリギリまで考え抜く事が、最終的にあなた自身を「天国」

に導く事になるのです。 
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では最後に、ポイントプログラムについてお話します。 

 

 

「ポイントプログラム」というのは、お客に何らかのポイントを与える事によ

って固定客化を促進する販促方法です。 

 

ひらたく言えば、ショップカード、ポイントカードに代表されるものです。 

 

ここでは、チラシや名刺などのように外観の差別化についてではなく、 

「売り上げを上げる」というメカニズムについてお話します。 

 

 

ポイントカードと言えば、よく目にするのはスーパーやショップの 

「○○円以上のお買い上げ毎に○ポイント差し上げます」、みたいなのが代表的

ですが、どのお店に行ってもそのテのカードを渡されて正直、ちょっとうんざ

りですよね。 

 

 

私はこれまでチラシや名刺の他との差別化についての話をしてきましたが、そ

れと同様に、安易に作られたポイントプログラムのカードなどをお店で渡され

ても、ちゃんと確認もせず、そのまま捨てられてしまうものも多いのではない

でしょうか？ 

 

 

しかし、 

ポイントプログラムというのは、実は非常に有効なセールスアクションです。 

 

日頃無駄に巷のポイントカードなどを目にするだけに、「何をいまさら…」とい

う気持ちになる人も多いかと思いますが、前述した固定客化の促進や、お客自
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身の優越感をくすぐるには最適なのです。 

 

 

日頃目にするポイントカードなどは比較的チープな印象がありますが、実は飴

玉から宝石まで、リピートが考えられる全ての商売で展開が可能です。 

 

物販からサービスのみを提供する業種、もちろんネットショップでも可能です。 

 

 

「自分の商売には使えないなぁ」 

もし、そうお考えなら今一度考え直して頂きたいと思います。 

 

 

 

さて、ポイントプログラム、何故お客は「使おう」と思うのでしょう。 

 

理由は大別して２つ、 

 

 

お得感 

と 

優越感 です。 

 

 

ここで買い物したら得するという感覚、 

メンバーとして一般客より優遇されてるという感覚 

が得られるから、お客はポイントプログラムに参加するのです。 

 

このどちらか、または両方をお客に気付かせる事が参加率アップの鍵になりま

す。 
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多くの方が失敗する理由は、この告知の方法とタイミングがマズいからです。 

 

 

充分にしくみを理解されないままポイントカードやメンバーズカードを受け取

っても、多くのお客はそのカードを使ってはくれません。 

 

ありがちなチラシや名刺と同様、「よくあるヤツね」と即ゴミ箱行きです。 

 

それだけで、高額な宣伝費・販売促進費が無駄になるのです。 

 

 

まず、充分な、充分過ぎる程の告知を行わなくてはいけません。 

 

 

告知に告知を重ねて、お客が参加したいという飢餓感が芽生えてから初めて、 

告知をし尽くしてから初めて、 

カード等のツールを手渡すようにしてください。 

 

口頭、ポスター、ディスプレー、ハンドビル、ＤＭ、告知方法は何でも結構で

す。 

 

 

徹底した「予告」が大事です。 

 

 

告知もせず、商品を買ったお客にお釣りと一緒にカードを握らせるようなダル

い配布方法を採っても、誰も参加なんてしてくれません。 

 

おまけに、カードの裏には小さい字でプログラムの説明がびっしり！ 
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そんな中途半端なやり方なら、辞めたほうがいいです。 

 

 

まず、ポイントプログラムは、 

 

お客を「乗せる」事が最大の肝だという事を先ず覚えておいてください。 

あなたが、ポイントプログラムだけにかかわらず「売上をもっと上げたい」と、

様々なセールスアクションを実施する上で、本来必ず考えるべきポイントがあ

ります。 

 

ポイントプログラムにおいても実は、というか正にこれこそが重要なポイント

で、これを真剣に考えるのと考えないのでは結果に雲泥の差が表れるのですが、

なぜかこれを全く考えずにプログラムを構築しようとする方が、信じられない

事にかなりのパーセンテージでいらっしゃいます。 

 

それは以下の公式、売上の構成公式です。 

 

 

 

売上＝客単価×客数 

 

 

 

「知ってるわいっ！ナメんなよ。」 

 

こんな声も聞こえてきそうですが、それくらいでは私はメゲません^̂; 

何故なら、アタマで知っていても、まともに使えていない人が数多くいるから

です。 
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セールスアクションを起こす時、この公式に則って考える事がどれだけ大事か

を知らない人が多過ぎるのです。 

 

 

あなたも是非今後の参考になさってください。 

 

戦略ポイントがはっきり判るので、戦術を立てるのがずっと楽になりますよ。 

 

あらためてこの公式を分解するまでも無いのですが、一応説明します。 

 

売上というのは、商品を購入した客数と、平均一人いくら買うのかという要素

で構成されています。 

 

という事はつまり、売上を上げる方法はたった２つしか無いという事です。 

 

売上を上げるには、 

 

 

① 客数を増やすか、 

②客単価を上げるか、 

 

 

の２つの方法しか無いのです。 

 

漠然と「売上を増やしたいなぁ」と考える人は多いと思います。 

 

しかし、「売上のどの要素を増やしたいのか」という事をはっきりと自覚してい

るのと、そうでは無いのとでは、売上を上げる為に立てる戦術・戦略の精度が

全く違ってきます。 
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では、もう少し具体的に見ていきましょう。 

 

この「売上構成２つの要素」は細分化して戦略を考える必要があるのです。 

 

まず客数です。 

 

 

ごく一般的な感覚として「売上を増やす」という事を目標とした場合、多くの

人が「お客を増やす」という事を意識すると思います。 

 

しかし「どんなお客を増やすのか」という事まで考えないと、その戦略はピン

ぼけで効果の薄いものになります。 

 

大別するとこうなります。 

 

 

「新規客」なのか 

「既存客のリピーター化」（来店頻度の向上）なのか、 

 

という事です。 

 

 

今までお客じゃなかった人を新たにお客にする戦略と、 

一度来たお客にもう一度商品を買わせる戦略、 

 

同じ「お客を増やす」という目標でも、その戦略が全く違う内容になるという

事は容易に想像できると思います。 
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新規客獲得には対外広告や既存客に対する顧客紹介プログラムを視野に入れた

戦略、リピーター獲得にはポイントプログラムやそれに準じる戦略を考える必

要があるのです。 

 

 

次に客単価です。 

客単価を最も簡単・単純に上げる方法は何か判りますか？ 

 

 

それは、「値上げ」です。 

 

この質問はさすがに簡単でしたね^̂ 

 

値上げしても客足が遠のかないという判断が出来るなら、値上げはいいですね

^̂ 

 

何といっても、「楽」ですから。 

 

 

では、値上げしないとなった時、客単価を上げるにはどうすればいいのでしょ

う。 

結果的に客単価を上げる為には、この２つのどちらかしかありません。 

 

 

①一人当たりが購入する数を増やして単価を上げる 

②値段の高い商品の購入比率を上げる事で平均客単価を引き上げる 

 

 

どちらを狙うのかでポイントプログラムのメカニズムは大きく違ってきます。 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 57 

この場合のメカニズムというのは、ポイントを与える条件設定の面です。 

 

あなたの商品の現在の平均客単価、一番売れてる価格帯（平均客単価と一番売

れてる商品価格帯とは一致していないハズ、必ずズレていると思います）、何が

現在の平均を押し上げて、何が平均を押し下げているのか、をまず充分に分析

します。 

 

そして、プラスワンで買ってもらうのか、セルアップ（同種類の商品の中でも、

少し高いモノを買ってもらう事）を狙うのか、等の方向性を決定します。 

分析したデータを基に、決定した方向性が反映されるポイント条件を決定。（い

くらでポイントを付ければ結果的に単価があがるのかを決める） 

 

分析の結果、今まで全く本気で売ろうと思っていなかった商品に力を入れる事

がベストだという結論になるかもしれません。 

 

逆に、「この商品はもう売るのを止めたほうがいいかも」と気付くかもしれませ

ん。 

 

今まではこれらの判断を単純に販売数だけで判断していたと思いますが、その

商品が売り上げ構成要素のどこに貢献しているのかという事が判ると、意外な

商品が実は客単価ダウンを抑えてくれていたり、売れてる割にあんまり貢献し

ていない商品がある事が判明します。 

 

 

私はデータ偏重主義者ではありません。 

しかし、販促効果が最大化する事で結果的に販売促進費用のコストパフォーマ

ンスも最大になる「インパクトマーケティング」を実践する過程で、あなたが

あなた自身の商材についてのデータを分析するという事は、お客がどうすれば

あなたに振り向くかを考えるのと同じくらい、あなたにとって重要・必要な事

だと思っています。 
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「いい商材がある、売ろう」⇒「売れた、よかった」 

 

これは偶然の産物です、「売った」のではなく「売れちゃった」だけです。 

 

「売りたいモノをあなたが思い描いた売れ方になるように売る」、これが出来れ

ば何でも売れます。 

 

今まで漠然と「商品を売ろう」と考えていた方は、これを機会に是非一度考え

てみて下さい。 
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キャッチコピー 
 

 

まず最初に、キャッチコピーを作成する上で、「どういうポイントを押さえるべ

きか」についてお話したいと思います。 

 

 

どんな商材にもベストな方法！ とまでは言いませんが^̂、 

どんな商材を売る時にでも使え、なおかつ最終的にお客をあなたのファンにす

る事が一番簡単なキャッチコピースタイルがあります。 

 

私がお勧めするのは、 

 

 

「問題提起型コピー」 

 

です。 

 

「問題提起」というのは要するにお客に気付かせる、ハッとさせるという事で

す。 

 

「何故？何を今更お客に気付かせる事があるの？」 

と思った方もいらっしゃるかも知れませんね。 

 

実は、お客はそもそも 

 

「自分が買う商品について何も知らない」 

 

のです。 
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これは書き間違いではありません。 

 

お客は、自分が何を買いたいのか、何を買ったらいいのかさえ知りません。 

お客は「無知」なのです。 

 

言っておきますが、これはお客をバカにして言っているのではありません。 

本当に知らないのです。 

 

もちろん、あなたが扱う商品が何なのかは知っています。 

どうやって使うのかも知っているでしょう。 

 

しかし、数ある商品の中からあえて「あなたの商品」を買う理由が判らないの

です。 

 

 

お客があなたから商品を買うには、「あなたから買う動機」が必要なのです。 

 

では、誰が商品の事を知っているのでしょう？ 

 

 

それはもちろん、その商品を扱っている「あなた」です。 

 

 

あなたはお客にとっては、その商品の専門家なのです。 

 

あなたが商品について知っている事を、お客に教えてあげ、気付かせてあげる

事で、お客はあなたを専門家と認め、感謝され、師と仰ぐのです。 

これは決して大袈裟な表現ではありません。 
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お客は「自分が欲しいと思った物を自分の意志でお金を出して買う」という、

考えてみれば、ごく当たり前の買い方に慣れています。 

 

殆ど全ての人が、自分の意志・判断のみで買い物をしていると思っています。 

そして、常に「商品」に見合った代金を払っていると思っています。 

 

 

専門家から何かを教えられる、というのは、お客にとっては非日常的な出来事

です。 

 

「思いがけない事」なのです。 

 

 

専門家から教えられ、気付かされた事はお客にとって「付加価値」となります。 

 

そんな「価値」を与えてくれるあなたという人は、お客にとっては専門家であ

り、師であり、信頼を寄せる対象となるのです。 

 

 

では、どんな事を書けば「問題提起型」になるのでしょうか。 

 

これは扱う商材によって色々なパターンが考えられますが、 

 

・その商品を買う事で広がる素晴らしいライフスタイルを提案し、気付かせる 

・一般人は知らない業界の内情を暴露し、闘う姿勢を見せる事で共感を生む 

・開発秘話や商品への熱い想いを伝え、信頼感を生む 

 

などが、例として挙げられるでしょう。 

堅苦しく「何か知識を伝えなきゃ」なんて考えなくてもいいんです。 
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お客に何かを「気付かせる」きっかけがあればいいんです。 

心配しなくても大丈夫です、あなたの専門範囲なんですから^̂ 

 

 

 

では、もう少し具体的な例で考えてみましょう。 

 

 

いわゆる「マニアのお店」は何故潰れないのでしょうか。 

 

マニアショップのオーナーのつもりで考えていきましょう。 

 

 

 

マニアの人にとって、その「専門店」はどういう位置づけなのでしょうか。 

 

 

・マニア向け店舗の絶対数が少ないので、とりあえずそこに行く 

・マニアの方にとっては欲しい物が一番簡単に入手できる 

・好きな物に囲まれて幸せを感じる 

・専門店ならではの圧倒的品揃え 

・求めるクオリティーがそこにある 

・同じ趣味の人とコミュニケーションが取れ、価値観が共有できるので楽しい 

・裏切られない安心感 

・オーナーも、もちろんマニア 

 

 

こんなところでしょうか。 

 

どれもマニアショップを成立させる重要な要素だと思います。 
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しかし、ここで注目して欲しいのは、最後の２つです。 

 

 

「裏切られない安心感」 

「オーナーも、もちろんマニア」 

 

 

これが先ほどお話した、「専門家であるあなたから買う動機」なのです。 

 

 

もし店を運営している人間が、売ってる商品に全く興味の無い人で、 

「今こんなジャンルが流行ってるから、ちょっとお店出してみる？」的な 

スタンスで商売を始めたらこの項目は成立しません。 

 

商品が同じくらい揃っている店がいくつかある時、お客にとってはどこで買お

うとおんなじなのです。 

 

その中からあえて、あえてあなたから商品を買おうとするのは、あなたがその

ジャンルに精通しており、初心者からディープなマニアまで確実に誘導してあ

げられるからなのです。 

そして、重要なのは、あなたがそういう人だという事を、その事実をお客が知

っている、という事です。 

 

 

あなた商品を勧める事で、お客は「どうせならあなたから買う」という判断を

してくれるのです。 

 

 

言わば、お客は無自覚のうちに 
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「あなたマニア」 

 

になっているのです。 

 

 

マニアックなショップは、そのマニア性から、只単にスキモノが集ってだけの

様に見えます。 

これはマニアの代名詞みたいになっている「アキバ系」はもちろん、骨董、音

楽、飲食店、医療、サービス、などなど、およそ全ての「専門店」は、興味の

無い人から見ればそう映ります。 

 

 

しかし見逃してはいけません。 

 

マニアショップゆえ、経営している人も好きが高じてショップを始めた「マニ

ア」である確率が極めて高いのですが、実はこれが結果的に販売者として最高

のポジションを獲っているのです。 

 

 

 

どうでしょう、ご理解頂けましたか？ 

 

では、先に進みましょう。 

 

 

「問題提起型」のキャッチコピーを作る上で、必ず考えなくてはいけない事が

あります。 

しかもそれは、ただ何となくだとか、フィーリングでだとかじゃなく、耳から

血が流れるくらい真剣に、考えに考え抜かなければならない事です。 

それは 
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「どんなお客に気付かせたいのか」という事です。 

 

お客なら誰でもいいというわけではないのです。 

 

 

何故、購入対象を絞ってキャッチコピーを考えないといけないのでしょうか。 

 

 

端的に言うと、同じ商品を買う人が、全員同じ購入理由では無いからです。 

 

誰にでも当てはまりそうなキャッチコピーは、結局のところ「器用貧乏」なだ

けで、心を鷲掴みするというところまで訴求しないのです。 

 

 

また例を用いましょう。 

 

例えば、保険を売っているとします。 

 

あなたは保険のプロです。 

保険は青年から老人まで、誰でもその加入対象となります。 

 

 

だからと言って万人に向けて、 

 

「私はファイナンシャルプランナー、何でもご相談ください」 

 

ではダメなのです。 

そもそも保険とは、健康でお金がうなる程あれば加入する必要がないものです。 
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加入する背景には、自身や家族の金銭的不安が必ずあります。 

 

という事は、お金持ちで健康な人以外で保険の加入を考えない人というのは、

これから先自分に起こりうる災難に気付いていない人なのです。 

 

自分に保険の加入が必要だという自覚がないのです。 

 

もし既にどこかの保険に加入していたとしても、「保険に入ってる」という事に

満足してしまって、自分の将来に訪れる不幸に充分対応できる保険なのかとい

う想像が出来ていないのかもしれません。 

 

 

お客をその気にするにはまず、その事に気付かせてあげなくてはいけません。 

 

 

その上で、あなたの保険商品にマッチした、ターゲットとなる対象をさらに絞

り込んでいきます。 

 

 

若いのか老いているのか？男か女か、就業者か無職か、既婚か独身か、一人暮

らしか同居か、などなど。 

 

そして、絞った対象である人種をターゲットとして、そのターゲットが購入す

るまでの流れを徹底的にシミュレーションし、ターゲットが一番反応するメッ

セージをキャッチコピーに反映させるのです。 

 

 

こうして考えられたキャッチコピーは、売るまでの「必然」として生まれたも

ので、漠然とした対象に対して考えられたコピーとは一線を画すものとなりま

す。 
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多くの人は、まず広告でお客を呼んで、来たお客に対して販売を開始するとい

う 

ツーステップの販売戦略を、極めて無意識に行おうとします。 

 

来店客に対しての対応マニュアルまで完備し、万全の体制でありながら、じゃ

あ広告はというと、それとは全くの別物であるかのように、意識を分けて考え

られる事が多いのです。 

 

 

それではダメなのです、効率が悪過ぎるのです。 

 

 

販促媒体のあり方、キャッチコピーの内容が、販売プログラムの一部として組

み込まれていなければなりません。 

 

 

あなたの考えたキャッチコピーは、考えに考え抜いた挙句に掲出されたもので

あり、 

その商材を売る為の「必然」でなければならないのです。 

 

くれぐれも忘れないでください。 

 

 

 

最後に、キャッチコピー作成の注意点についてお話します。 

 

広告効果を最大に引き上げ、他との圧倒的な差別化を図る為には、様々な方法

が採られるべきで、 
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・アピアランス（形、色、文字、体裁など）、 

・メカニズム（他とは違う販促プログラム、販売形態、意外なメディアのジャ

ンルなど） 

 

のどちらか、または両面において競合他社とは一線を画す、 

お客を引き付け心を掴む「しかけ」を考えなくてはなりません。 

 

 

方法は様々ですが、その中で文章・キャッチコピーは非常に重要な要素となり

ます。 

 

 

しかし、ここでお話したい注意点というのは、文章作成のテクニックではあり

ません。 

 

ＣＳ、[カスタマー・サティスファクション（顧客満足）]とのバランスを考え

る、というお話です。 

 

 

 

我々商売をしている人間は、「売る」という行為に全力で取り組みます。 

 

 

しかし、この「売る」というのは決してゴールではありません。 

 

 

儲けたいから商売をしているわけで、売って売って売りまくって、最終的に利

益を出すという事が、商売としての目的、ゴールなのです。 
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ここで考えて欲しいのは、我々は「売る」事を「なりわい」にしているという

事です。 

 

「売る」事で生活しているのです。 

 

 

私たちに必要な能力は、 

 

「売る」のではなく「売り続ける」 

 

という事なのです。 

 

 

いつ辞めてもいい、バイト感覚で売り逃げるというのでしたら今回のこの話は

どうでもいいのですが、あなたが今後も「売り続ける」のであれば、「売る」と

同時に結果としてお客のＣＳが高くなる売り方を考えなくてはなりません。 

 

 

「売る」事までに集中して販促活動を行うのではなく、 

 

「売って、なおかつお客も満足する」 

 

までを区切りとして販促活動をしなくてはならないのです。 

 

 

ここまで読んで「なんでＣＳの話がキャッチコピーの話につながるの？」と思

った方もいらっしゃるでしょう。 

 

 

理由はこうです。 
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それは、ただ「売る」だけなら非常に「簡単」だからです。 

 

 

後先考えず売り逃げるつもりなら、いくらでも欲しい金額だけ売る事ができま

す。 

 

 

キャッチコピー、チラシの文面、ＤＭ、セールスレター、どれにおいても書店

では作成時の注意点が書かれた専門書が出版されています。 

 

これは要するに、売れるようになる為の「テクニック」が存在するという事で

す。 

 

実際の購入商品の質がどうあれ、そのテクニックで売り上げが左右するのです。 

 

商品の内容がガッカリなものでも、いい文章が組めれば売れちゃうのです。 

 

 

極端に言うと、商品なんか持って無くても嘘を並べれば売れるんですね。 

 

言うまでもなく、これは詐欺で犯罪です。 

 

 

詐欺ですが、「気になって買ってみたけど全然良くなかった」という経験は誰に

でもあると思います。 

 

 

もちろんその商品も売り方も合法でしょうが、「売り続けたい」売り手にとって

合法・非合法という線引きは、実のところ全く問題になりません。 
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問題となるのは、 

 

「キャッチコピーに煽られて買ったけど良くなかった」とお客が思えば、あな

たから今後商品を買う事はない、 

 

という事です。 

 

その極端な例が詐欺だというだけの事です。 

 

 

嘘を書いてお客を呼び込む事は論外です。 

 

しかし、煽るだけのキャッチコピーでお客をおびき寄せ、結果的にお客の満足

度を高く保てない販売戦略もまた、あなたの「商人」としての寿命を縮める事

になります。 

 

 

 

 

次もまた、あなたから買う。 

ここまでのスパンであなたの商材を売る事を考えてください。 
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心理ブロックを外す 
 

 

ここでは、販促ツールでお客を掴む際に考えなければならない「深読み」とも

言える思考方法についてお話したいと思います。 

 

「深読み」という言い方は、少し的を得た表現ではないのかも知れませんが、

まあ聞いてください。 

 

 

 

商品がある。 

↓ 

それを売る為に販促ツールを用いて、広告宣伝活動をする。 

↓ 

売れない。 

 

という、誠にサムい展開がありますよね（^̂;）。 

 

売れない理由というのは、それこそケース・バイ・ケースですので、いくらで

も考えられます。 

 

値段やサービス・品質への不満など、考えればまだまだ出てくると思います。 

 

 

お客が欲しいと思っている情報を提供して、お客自身が「買わない」という判

断を下すのなら、新しく見込み客を探すだけです。 

 

しかし、売り手が気付かないだけで、他にお客がその商品に興味を持てない理
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由があるとしたら、あなたはどうしますか？ 

 

売り手は、商品のメリットを前面に押し出して販売攻勢をかけるのですが、買

い手には、どうしても買いたいと思えない理由があるとしたら？ 

 

 

この「買いたいと思わない理由」に気付かない限り、その相手に何かを売る事

は出来ません。 

 

「買いたいと思わない理由」とは何なんでしょうか？ 

 

これからお話する例を基に一緒に考えていきましょう。 

 

 

 

「オール電化」という言葉をご存知だと思います。 

 

各地域の電力会社が大々的にＣＭを展開していますよね。 

 

さて、オール電化にするメリットは何でしょう？ 

私自身、オール電化に詳しいわけではありませんが、よく耳にするところでは、 

 

 

１）ガスを使わないのでお年寄りの一人暮らしでも安心 

２）オール電化にする事で電気代の単価を安く契約できる 

 

などが挙げられます。 

 

電気コンロもガスに負けないくらい強い熱を得られて、中華も大丈夫だとか、

電磁調理器具対応のお鍋なども普及してきたという話も聞きます。 
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さて、私は毎日のように電力会社のＣＭを目や耳にしているのですが、家の設

備をオール電化にしようとは全く考えていません。 

 

何故かというと、非常時に困るのではないかという不安があるからです。 

 

 

何かのトラブルで、電気が送られて来なくなったら大変です。 

短時間の停電でも、お茶も飲めなきゃお風呂も入れなくなるからです。 

天災がきっかけとなる停電だと、長期化して尚のことです。 

 

ライフラインの一本化という事にはどうしても抵抗があるのです。 

 

恐らく、こういう考えの人は私だけではないと思っています。 

 

ところが、こういった不安を解消するＣＭは一切行われていません。 

 

 

私はテレビＣＭでオール電化の宣伝を目にしているだけで、オール電化に関す

るパンフレットを取り寄せて、オール電化の全てを知っているわけではありま

せん。 

 

ひょっとしたら、パンフレットにはそういった不安を解消する事が書かれてい

るのかも知れません。 

 

 

いざという時の為に蓄電システムも併用する事になってるのかも。 

「オール電化」とは言いながら実はガスの併用を勧めてるのかも。 

ひょっとしてソーラー発電を併用するのかな。 

実は全く対応できないのかも。（ひゃぁ～！風呂も入らず生肉を食えって事？） 
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しかし、現在放映されているＣＭだけでは判らないのです。 

 

「オール電化」という言葉とわずかな情報で、私の中に「非常時はヤバい」と

いうオール電化に対する先入観が出来てしまっています。 

 

 

先入観がブロックして、オール電化に対しての関心が全く湧かないのです。 

 

ＣＭを見ても、全然自分の生活に関係する内容と思えず、他人事のような気持

ちで聞き流してしまっています。 

 

 

ＣＭでは「オール電化でどれだけ素晴らしい暮らしが展開するか」という消費

者の心をくすぐる放送が繰り返されています。 

 

そのＣＭで素直に「素敵だわ」「お得だね」と思える人にとっては、よいＣＭな

のでしょう。 

 

 

しかし私はこの先、今までと同じようなＣＭをどれだけ見せられても家の設備

をオール電化にする事はないと思います。 

 

 

実際、パンフレットに上記の内容が掲載されているかは判りませんが、考えて

みるとパンフレットを能動的に取り寄せて確認する人というのは、既に「見込

み客」です。 

 

私のように先入観でブロックしている人間はパンフレットの取り寄せてまでし

て真相を知ろうなんて考えません。 
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もし最初に、一番簡単に・受動的に目にするメディアで、この不安を取り除い

てくれれば、私はもっとオール電化に関心が持てたと思います。 

 

いや、もう既に「お客」だったかも知れないのです。 

 

 

では、どう情報提供を行っていけば、私のような「取りこぼし客」を無くす事

が出来るのでしょうか？ 

 

 

通常、ある商材を売ろうという時、販売者は購入者のニーズやウォンツを掘り

起こしキャッチコピーなどに反映させると思います。 

 

心が真っ白な相手に対してはそれでいいのです。 

 

 

しかし私のように、宣伝を見る前にそれまでに得ていた商品イメージや、僅か

な情報を元に勝手に想像し、ある「不安」を持ってしまっている、または自分

には必要ない商品だと勝手に結論付けてしまっているお客が存在します。 

 

 

要するに「先入観」があるわけです。 

 

先入観が邪魔してあなたの宣伝を半ば無視する体制になるのです。 

 

 

その数が極めて少数の場合は無視して問題ないのですが、そうではない場合は

宣伝を作成する時点で対策を講じる必要があります。 
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販売戦略を考える時、普通は 

 

「お客を振り向かせる、ありとあらゆる手段」 

 

を考えますが、同時に、 

 

「あなたの商品を買おうと思わない、ありとあらゆる理由」 

 

を考えなくてはならないのです。 

 

 

あなたが扱っている商材を、お客が買おうとしない理由は何か？ 

どういう心理から買おうとしないのか？ 

それは、どんな客層なのか？ 

 

などを、徹底的に分析します。 

分析というより、考え抜いて想像するのです。 

 

 

 

オール電化を例にしましたが、もう一つ身近な例を出しましょう。 

 

お米です。 

 

 

あなたの目の前にとてもおいしいお米があります。 

 

あなたはそれを売る事にしました。 

とにかく味は最高、これはセールスポイントです。 
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では、よりおいしく炊ける方法を教えてお米を買わせるか。 

はたまた、ご飯に合うおいしいおかずのレシピを付けて売るか。 

 

 

食べる事に興味があるお客にはたまらない宣伝かもしれません。 

 

しかし一方で、見向きもしない人達、いや、正確に言うと宣伝すればする程見

まいと目を背ける人達がいます。 

 

 

 

「ご飯は太る」と思っている人達です。 

 

 

炭水化物ダイエットをしていて、夕食もおかずだけしか食べない、そんな人達

が近年増えています。 

有名ミュージシャンやモデルがテレビ・雑誌などのメディアで「お米は食べな

い」と公言している影響も大きいのでしょう。 

 

 

もしこの人種が、無視できる程の少数派ではないのなら、「おいしい」一本槍の

販促活動を続ける事は「見込み客の開拓」を完全に諦める事を意味します。 

 

その人達から得られる収入を「取りこぼす」事になるのです。 

 

 

「おいしい」だけで売れるお客だけを相手にしても、それはあなたの経営方針

ですから、どうこう言う気はありません。 
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しかし、「おいしい」という前に、「食べ方を間違わなければお米を食べても太

ったりしない」というメッセージを与えれば、今まで米食を拒絶していた人を

販売のスタートラインに立たせ、晴れて見込み客にする事ができるのです。 

 

「あなたの商品を買わないありとあらゆる理由」に対する適切な説明があれば、

先入観が払拭されて、まっさらな目で、あなたの宣伝に耳を貸してくれるので

す。 

 

 

説明不足、先入観を取り払う正しい情報を従来の販促に盛り込み、お客の心の

壁を取り除いて、心の中に踏み込むキャッチコピーを考える。 

 

これを、どれだけ早い段階で実施できるかが、見込み客の取りこぼしを最小限

に出来るのですね。 

 

 

では、もう一つ、別の例で考えましょう。 

 

ディアゴスティーニなどの会社が出版しており、創刊号が大々的にＣＭで流れ

る 

「週刊○○」という形態の雑誌がありますよね。 

 

 

創刊号はたいてい半額なので、私も過去に何種類かは興味本位で購入しました。 

 

今や知識的なモノだけではなく、キティーやドールハウス、フェラーリなどキ

ットのパーツやアクセサリーがそのまんま付属したモノまで、その幅を広げ続

けているようです。 

 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 80 

（余談ですが、「週刊 恐竜ザウルス」ってのがありました。 

「恐竜」と「ザウルス」って・・・ 

ほぼ一緒やん^̂; 

「殿様キングス」と同じ香りがしました） 

 

 

 

あのテの週刊モノを販売するに当たって、消費者の中に働くと考えられる 

心理ブロックとは何でしょうか。 

 

 

あ、私は今から売り方にケチをつけますが、あくまでも自身の販売において気

付きを得る為の「ケーススタディー」の一環だと思ってくださいね。 

実際の話、販売者サイドはきっとそんな事は承知の上で、現在のような販促形

態を採っているのだと思います。 

今から書く「推測」は、当の販売者サイドにとっては、全くの的外れの可能性

があります。 

そのあたりはご承知置きくださいね(̂ )̂ 

 

 

さて、考えられる一番大きい心理ブロックとは、 

 

 

「全巻揃える自信がない」 

 

 

というモノです。 

 

テレビＣＭでは創刊号の話しかしてないけど、最終的に何号までいくのだろう。

興味はあるけど、普通の本屋じゃ、号を重ねる度に販売スペースが狭くなり、
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いつのまにか置いていないなんて事も。買いそびれて中抜けしたら辛い。 

 

 

という不安があるわけです。 

 

 

シリーズ物は、やっぱり買い出す以上は全て揃えたいというのが人情。 

 

性質上、途中で購読を辞める事ができるモノはまだいいのですが、 

毎号パーツを揃えて・・・みたいなのは、飛び込むのに勇気が要りますよね。 

 

「好きでたまらんのじゃ！」という、好みとドンピシャのシリーズならまだし

も「興味はあったんだよね」程度なら、尚の事でしょう。 

 

 

もし、あなたがこのような商材を販売するとしたら、上記のような不安を持つ

人々を購入へ導く為にどうしますか？ 

 

 

一つの方法としては、最初に「全○号」と、何号で完結するのか告知しておく、

という事が考えられます。 

 

しかも、本来なら６０号くらいのものなら、４シーズンに分けて、 

「全１５号」くらいの告知を行います。 

 

「全６０号」と告知すると、読者にはゴールが見えやすい反面、トータル金額

が安易に計算できて、「高い」という理由で敬遠される可能性が高まります。 

 

 

創刊号すら買ってもらえない可能性があるのです。 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 82 

 

そこで、最初のモノを「第一期」とは、あえて告知せず、「全１５号」という触

れ込みで売るのです。 

 

簡単に買い揃えられそうな設定なら、購入へと移り易いのです。 

 

 

第一期を読み終えたら、第二期を販売します。 

 

第二期スタートという事で、一般への告知自体もしやすくなりますし、第一期

を読破した人には、それが実績となっている為、最後まで購読できないかもと

いう不安は既に無く、前回より更に手を出しやすくなるでしょう。 

 

全６０号を、従来の方法で売るのと、１号、１６号、３１号、４６号をそれぞ

れのスタート号として売るのとでは、トータル販売数は大きく違うハズです。 

 

普通に売られている上下巻の小説でさえ、上巻の方が圧倒的に売れます。 

 

このテの週刊モノは間違いなく創刊号がピークで、二号以下で急激に売り上げ

が下がっているハズです。 

 

この売り方だと、途中にあと三回、売り上げの小ピークを作る事ができます。 

 

 

もちろん、「パーツ揃えシリーズ」の場合は、この方法は採れませんが、「知識

モノ」の場合は結構いい方法ではと思います。 

 

あなたが扱う商材に対する心理ブロック、必ずあります。 

考えてみてくださいね。 

販売者として、それに気付くだけで購入対象者が増えるのですから。 
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（ここからは本文とは関係なく、私の独り言） 

 

しかし、実際のところ、どうなんでしょう。 

 

 

前述したように、販売者サイドは、今私が書いたような事は充分理解の上で今

の販売形態を採用しているハズです。 

このシリーズ・販売形態は、もう１０年くらいの実績があります。 

試行錯誤の末、現在の売り方に落ち着いたと見ていいのかも知れません。 

 

という事は、本当に売りたいモノは、「創刊号」だけなのかも知れません。 

全号読んでもらおうなんて実は全く期待してなくて、「創刊号とその後の何号か

で稼ぐ」という判断で販売を続けているのかも知れませんね。 

大々的にＣＭも打ててるし、それで儲かっているならいいんでしょうけど、そ

う考えるとなんかもったいないですね。 

 

もっとガッツリお客をしゃぶり尽せばいいのに、と考えてしまいます。 

 

４号以降は、アマゾンみたいに着払い宅送にしちゃえばいいかも。 

 

もし、ディアゴスティーニにお勤めの方をご存知でしたら、真相を聞いて私に

教えてください(̂ ;̂) 

メールで宜しくお願いします。 
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欲望を刺激する「シズル感」的販売方法 
 

 

あなたは「シズル感」という言葉をご存知でしょうか。 

 

 

主に広告業界で使用される言葉ですが、食品の持つ素材感・おいしさを相手に

イメージさせる感覚、とでも言えばいいでしょうか。 

 

私が最初にこの言葉を知ったのは、もう何年も前ですが、永谷園のお茶漬けの

ＣＭでした。 

 

 

タレントさん（後に聞いた話では、タレントではなく広告代理店の社員さんら

しいのですが）が汗を流しながら無言でハフハフ言いつつ、おいしそうにお茶

漬けを食べるというモノで、当時大変な話題となりました。 

 

誰もが「うまそ～～！」と感じるような抜群のＣＭだったのです。 

 

当然、お茶漬け海苔の売り上げは激増。 

 

 

「味」という、メディアを通しては本来伝えられない感覚を、 

 

「おいしい」 

ではなく、 

「おいしそう」 

 

という形で感じさせたわけです。 
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そんな広告、実は私達のまわりにはいっぱいあります。 

 

焼肉がジューッと音を立てていたり、ビールがいかにもよく冷えたと思われる

グラスに注がれ、美味そうに喉を鳴らして飲まれていたりと、「おいしそう」な

ＣＭは、それこそ毎日のように目にします。 

 

あなたも過去、そんなＣＭを見た後で、「うわぁー、ビール飲みてぇ！」とコン

ビニへ走った事はありませんか？ 

 

私はあります(̂ )̂、しょっちゅうです。 

 

 

シズル感を食品広告に与える事で、購入意欲は極度に高められます。 

 

 

さて、ここで一つ考えて欲しいのは、 

 

シズル感で訴求した商品に関しては、よくマーケティング関連の書籍などで語

られる「ニーズ」とは無縁と思える売れ方をする 

 

という事です。 

 

 

「俺、美味いモノしか口にしないんだよね」 

「不味いモノ食ったら死んじゃうずら」 

 

という自称グルメだけが購入しているのでしたら、これも立派な「ニーズ」と

なりますが、実際の購入者はこれと一致しませんよね。 
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それどころか、こうした「心の動き」を利用する売り方はシズル感に代表され

る食品に限った事ではないのです。 

 

「イメージ広告」の類がそうです。 

 

 

例えば宝石・貴金属のＣＭを見ると、宝石「そのもの」については全くといっ

ていい程触れられていません。 

 

カラット、クラリティー、プラチナ純度や価格、実際に購入する際には必ず気

にする内容には一切触れず、宝石をさりげなく纏い、エレガントでノーブルに

暮らすライフスタイルが映し出されています。 

 

それを観た人は、「こんな風に暮らしたい」と思いを馳せ、購入するわけです。 

 

もちろん、宝石が「必要」な人など存在しません。 

 

 

これは、一言で言うと、 

 

「欲望を掻き立てている」という事に他なりません。 

 

 

外車や住宅、宝石など、高級品・贅沢品の類は殆ど全て、販売においてこの手

法が使われています。 

 

特に贅沢品においては、この傾向が顕著です。 

日々の暮らしになくてなならないモノ、生活必需品では無ければ無い程、より

強く欲望を刺激する必要があるのです。 
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そりゃそうですよね、だって本来は必要無いんですもの。 

 

欲しいと思わせるには、購入した者のみが味わえる快楽や安心感、買う事で得

られる自己満足、ステータスを強調しなくてはなりません。 

 

 

さてさて、ここからですよ、お話は。 

 

 

では、生活必需品、少なくとも贅沢品ではない商材では、この「シズル感的販

売方法」「欲望刺激方法」の効果は期待出来ないのでしょうか。 

 

 

 

話を先程の例に戻してみましょう。 

 

永谷園のお茶漬け海苔も焼肉のタレも、購入するのは主に主婦層です。 

 

一言で主婦と言っても色んなタイプがいますが、ここでは毎日折り込まれるス

ーパーのチラシを見比べ、一円でも安い店を目指す、基本的に買い物は値段が

一円でも安いモノしか買わない、といういわゆる「底値買い」主婦さんで考え

てみましょう。 

 

 

「底値買い」してる、と聞くと、日頃そういう買い方をしていない人の中には、

「何でもかんでも安けりゃいい」という考えで購入していると勘違いする人が

いますが、とんでもありません。 

 

そこには必ず一定の「条件」が存在しています。 
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自分が求める最低の「条件」を満たした中で一番安いモノ、を選びます。 

 

それだけではありません。 

 

「条件はやや足りないが、この値段で売られる事はめったに無いし・・・」 

「ちょっと高いけど、これだけ質は良さそうだし・・・」 

 

要するに、コストパフォーマンスを追求しているわけです。 

 

 

 

けど、これってわざわざこうやって書き連ねる事ではありませんよね。 

主婦だけじゃなく、誰だってそうなんです。 

 

コストパフォーマンスこそが「お得感」を生み出すのですから。 

 

 

 

さて、コストパフォーマンスを追及する時は、必ず２つ以上の条件を天秤にか

けてそのバランスで判断します。 

 

価格 

品質 

外見 

必要性 

兼用性 

 

などなど、これらが天秤に乗っかる「分銅」となります。 
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この「天秤」も、最終的な判断は感覚的なものになるのですが、「買う・買わな

い」の判断に至るまでの経過は極めて「理性的・理屈的」に進行します。 

 

この天秤を、もし意識的に狂わせる事が出来たら、あなたのお客となる対象者

はもっと増えるのではないでしょうか。 

 

 

お茶漬け海苔のＣＭの例で言いますと、 

単純にお茶漬けの完成品を盛り付け例として露出するだけのＣＭだと、日々の

生活の中でお茶漬けを食べている「お茶漬け海苔が必要な人」しか反応しませ

ん。 

 

「おっ！」ってなもんですね。 

 

 

しかし、タレントが汗を掻きながらズルズルハフハフと音を立ててお茶漬けを

流し込む姿をテレビ画面に映す事で、 

 

「おいしそう！」 

「あ～～、お茶漬け食べたい！」 

 

という欲求が生まれます。 

 

 

日頃めったにお茶漬けを食べない人も、このＣＭを見た瞬間に「見込み客」に

変化するわけです。 

 

ちょっとした「刺激」によって、理詰めでコストパフォーマンスを追及してい

る人達の「天秤」が狂ってしまったんですね。 
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普段は理性的な判断で買い物をしている人が、突然「感情」に流される、 

ここに注目してください。 

 

では「天秤」のどこがおかしくなってしまうのでしょうか。 

 

 

実は、「天秤」自体はどこもおかしくありません、全く正常です。 

 

「分銅」がおかしくなるのです。 

 

「品質」という分銅です。 

 

品質を判断しようという感覚が狂ってしまうのです。 

 

「おいしそう」「良さそう」などの「○○そう」の部分、これが実は、品質判断

を誤らせています。 

 

 

消費者の心というのは、元々微妙に揺れ動いているものです。 

 

それを自分で律し、買い物に失敗しない為に、言い換えれば「少しでも良いも

の、安いもの」を購入する為に、自分自身が心に作る価値基準、それが「コス

トパフォーマンスの追及」となるわけです。 

 

 

「コストパフォーマンスの追及」は、基本的には理屈とデータによるバランス

によって成り立ちます。 

 

その比重や基本的なバランスは個人の嗜好によって千差万別ですが、値段とそ
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の他の要因を比較検討し、「買う」「買わない」の判断をします。 

 

 

しかし、そこに事実ではない情報が入ります。 

その情報とは、この例で言えば 

シズル感を与えられたＣＭを見て「おいしそう」と思う事です。 

 

 

「おいしそう」というのは、「事実」ではありませんよね。 

 

「良さそう」「楽しそう」なども、「事実」ではありません。 

 

「おいしそうに見える」「良さそうに見える」と判断した事が事実なだけで、

実際に「おいしい」のか、本当に「良い」のかはあくまで想像です。 

 

 

想像というより、「思い込み」「錯覚」に近いです。 

 

その想像を、まるで正確な情報かのように錯覚して判断し、 

「品質」の分銅を重くさせるのです。 

 

 

「欲望」が「必然」に変わる瞬間です。 

 

ただのお茶漬け海苔が、自分の欲求を満たす為になくてはならない必需品に感

じられてしまうわけです。 

 

必要のないモノに、ニーズを感じてしまうのです。 
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表面的には日常生活で当たり前のように起こる現象ですが、モノを売る我々に

とって、これは凄い事です。 

 

 

この「シズル感的販売方法」が、もしあなたの商売に応用できれば、何か大き

な流れにつながる起爆剤となるかも知れません。 

 

 

あなたが売っている商材に関して、先程の「おいしそう」のように 

お客が「○○そう」と言うであろう言葉や演出が想像できますか？ 

 

 

この言葉・演出方法が何かを突き止められれば、あなたのお客に購入というス

イッチを入れるきっかけを作る事ができるのではないでしょうか。 

 

○○の部分を強く感じさせる演出を施した広告活動を考える事ができれば、意

外な新規客を見込めるようになるかも知れません。 

 

 

たとえば、エステなどの広告は、主に「綺麗になりたい」という願いを持つ女

性を対象に広告をします。 

 

あなたがいかに美しくなれるか、をアピールするモノばかりです。 

これだって充分、「欲望系」ですよね(̂ )̂ 

 

しかし、「美しい」というキーワードをあえて外して、メニュー中の一つである

フェイスマッサージにフォーカスし、その施術中が「いかに気持ち良いか」を

強烈にアピールするとどうでしょう。 

 

本来エステ自体には何の興味も無かったのに、 
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「これって気持ち良さそう」 

という感想を持ったマッサージ好きのお客が来るかも知れません。 

 

 

「シズル感」というモノは、そもそも「事実」を伝える技術ではありません。 

 

焼肉の「タレ」の宣伝では、焼いた肉をタレに付けて食べるシーンよりも肉そ

のものをジュージュー焼いているシーンに反応すると思います。 

それを利用しているわけです。 

 

では、これは詐欺なのかと言うと、これも全く違います。 

 

お客があなたの商品に対して、ポジティブな想像を膨らませる事で、「欲しくて

しょうがない」という衝動を突き動かすのです。 

 

シズル感を始めとする「イメージ戦略」をもっと積極的に取り入れる事を考え

てみましょう。 

 

と、ここまで書いても、 

「どうもお客を騙して売ってるみたいだ」という先入観が拭い去れない人の為

に、逆に質問してみましょうか。 

 

あなたが扱う商材は、その品質に自信が持てるものでしょうか？ 

 

 

「モノはいいんだけど、なかなか伝わんないよねぇ」 

「一度買ったら、リピートは結構あるんだけど・・・」 

 

という感想をお持ちの商材は、世間には結構あるように見受けられます。 
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では、それをもっと伝えましょう！ 

 

と言うと、 

「判ってるわい、それが出来ないから苦労してんじゃん！」 

 

と言われてしまいそうですが、(̂ ;̂) 

 

 

私がここで言いたいのは、 

 

「理屈だけで良い所をゴリ押ししていませんか？」 

 

という事です。 

 

 

「おいしい」と同様、「良い」という状態は、実際に使ってみないと解らないわ

けです。 

 

ところが、一度でも購入して「おいしかった」「良かった」と実感されれば、ほ

っといてもリピートされます。 

 

 

当然ですよね、 

その時点で、「おいしい」「良い」という事が判明しているのですから。 

 

けど、そこに至るまでが、一般人をお客にするまでが、大変なんですよね。 

 

それなら、「おいしい」「良い」という事を理屈で説明し続けるだけでなく、 

「おいしそう」「良さそう」と感じさせる方法を採るべきでしょう。 
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まず「おいしい」「良い」と錯覚させるのです。 

 

 

「いいモノはいつか必ず売れる」、と信じて疑わない人が、売り手にも買い手に

も非常に多いです。 

 

しかし、私に言わせれば 

 

それは「ただの幻想」です。 

 

 

いいモノを売っていながら潰れていく店はいくらでもあります。 

 

まず手にとって、使って、食べて、初めて「いいモノ」と認識されるのです。 

 

 

どんな商品でも、売れるのは「いいモノ」ではなく、「よさそうなモノ」なの

です。 

 

 

「良さそう」な商品が、まず「売れ」、 

「良い」と気付かれた商品が「売れ続ける」 

 

ただそれだけの事です。 

 

 

もっと「良さそう」と感じさせるイメージ、五感に訴える販促をすべきです。 

 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 96 

もしかしたら「良い」と感じさせる為に、必要となる「理屈」(スペック等)も

あるでしょう。 

 

けど、あなたが売ろうとしている商品は、その程度の「理屈」に留めておくべ

きなのかも知れませんよ。 

 

ちなみに、イメージでモノを売るには、あなた自身の想像力が最大に発揮 

されなくてはなりません。 

 

お客がどういう精神状態になるかを考えなくてはならないからです。 

 

 

どれだけ想像できるかは、あなたの力量にかかっていますので日頃の鍛錬で、

としかいい様がないのですが、苦手意識のある方は想像力を得る手助けとして、

こうアドバイスしたいと思います。 

 

 

お客の状態を想像する事は、 

「仕事で数値目標を立てるのと同じ」 

 

 

 

たとえば、 

 

「毎月１００万円売れているから、半年の目標は６００万円だ」 

という発想は変ですよね。 

 

これはただの「予想」、足し算に過ぎません。 
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数値目標というのは、まず何らかの根拠から「半年で７００万円売り上げる」

という風に設定します。 

 

そして、半年で７００万円売る為にはどうしたらいいのか、 

達成する為には３ヶ月目でどれだけ売れていないとダメなのか、 

という具合に、目標に見合ったプロセスをまるでフィードバックかのように細

分化して分析・想像・セールスアクションをしていく必要があります。 

 

感覚としては、これと同じなのです。 

 

 

まずお客がどういう精神状態になったら買おうと思うのかを明確に、はっきり

イメージする事から始め、そこから宣伝方法を「逆算」して考えていくのです。 

 

 

これ、「インパクトマーケティング」の基本です。 

 

 

 

「インパクトマーケティング」に関する話の中では、もう何度もお伝えしてい

ますが、 

 

「お客の心を鷲掴みにし、心を揺さぶり動かす事」 

 

こそが、あなたの宣伝を一番高い確率で相手に伝える事になるのです。 

 

日々鍛錬、でお願いします。（＾＾） 
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ロゴの効用 
 

 

ロゴ、ご存知ですよね。 

 

シンボルマークなんて言ったりもします。 

社名を特定の書体でデザインしたり、頭文字等をアレンジして図式化した、あ

れの事です。 

 

名刺、チラシ、ホームページ等、あなたの販促ツールにロゴは使用されていま

すか？ 

 

そもそも、ロゴをお持ちでしょうか？ 

 

 

あなたが会社に所属・または経営しているのか、それとも全くの個人で仕事を

されているのかは私には判りません。 

 

リアル商売なのか、ネット商売なのかも判りませんが、小規模な法人や個人経

営の半数以上は、商売で使用するロゴをお持ちではないようです。 

 

私は、全ての商売人、個人経営・ＳＯＨＯ・ネットのみで収益を上げている方

にもロゴマークの使用をお勧めしています。 

 

そればかりか、既にロゴマークをお持ちの方にも、中・長期的なスパンでのロ

ゴマークの変更（マイナーチェンジ）を強くお勧めします。 

 

 

「ええっ！？せっかくロゴを使ってるのに、それを変えるの？」 
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と思われた方もいらっしゃるかも知れませんね。 

 

 

そうです、変えるんです^̂ 

 

 

 

「ロゴ」というのは非常に便利なツールです。 

 

まず、現在ロゴをご使用じゃない方の為にご説明します。 

 

 

一般人（お客）から見ると、ロゴマークというのは日常生活から縁遠いもので

す。 

当たり前ですよね、自分のロゴマークなんか持ってる人はいません。 

 

 

さて、あなたの周りにはロゴマークが溢れているのですが、その殆ど全ては法

人のものだと思います。 

商品のパッケージやＣＭ、あらゆる製品や目にする社名にロゴが使われていま

す。 

 

このような環境を当たり前だと思って生活している我々の中には、ある潜在意

識が存在しています。 

それは、 

 

「商品や宣伝にロゴがちゃんと添えられているだけで、売り手に対して無意識

に安心感が得られる」 

 

という事です。 
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パソコンの普及で、自作と思われるチラシや名刺を目にする事も多くなりまし

たが、一歩間違うと「うさん臭い」印象を与えてしまう危険をはらんでいます。 

 

パソコンの付属ソフトだけで見栄えの良いロゴを作る事は難しく、また「ロゴ

というものは企業が使うもの」という無自覚の認識のせいで、「個人でロゴを

用意する」という事自体を発想できない人が殆どなのも実情です。 

 

きっちりとロゴマークが用意されている、というのはお客にとっては「ちゃん

とした売主なんだわ」という安心感を与えるのです。 

 

しかも、はっきりとでは無く「無意識」に。 

 

 

 

ロゴに関しては、この「無意識に」というところが非常に大きなポイントです。 

 

 

ロゴの有無が大きなセールスインパクトになるかと言うと、もちろんなりませ

ん。 

ロゴを付けたからといって、あなたの商材がジャカスカ売れ出したりはしませ

ん。 

 

しかし、お客が誰かから、特に新規の相手からモノを買おうという時、お客は

警戒心から売り手に対する信頼度を何かで測ろうとします。 

その時、ロゴマークが配された販促ツールを見る事で、無意識にハードルをク

リアする一助となるのです。 

 

「ちゃんとしてる風（ふう）」になるわけです。 
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個人や小規模販売をされている方、一般的に「信用度が高くない人」こそ、ロ

ゴを持つべきなのですね。 

 

 

では、既にロゴをご使用の場合、ロゴのマイナーチェンジとはどういう事でし

ょうか。 

 

 

 

企業（特に大企業）にとってのロゴ、シンボルマークというのは、一般市民に

とってはまさにその会社を現す「象徴」であり、消費者がその会社のロゴマー

クを見るだけで、その会社や、会社が扱っている製品の事を思い出さずにはい

られないハズです。 

 

 

もちろん、一朝一夕にそうなるわけではありません。 

 

会社は、その社名と共にロゴも、長い年月をかけて認知度をあげていきます。 

 

一言で言うなら、「育てている」わけです。 

 

 

その大事な大事なロゴを変えろ！という意見には賛成しかねる方も多いと思い

ます。 

 

実際、会社の会議室でこんな提案をしたら大騒ぎになるかも知れませんね。 

 

私が、変えた方がいいという理由は二つあります。 
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まず一つ目は、 

 

 

何年も使用しているロゴは、「伝統がある」のではなく「古臭い」だけだから。 

 

 

ロゴを守っても、いい事なんて、なあぁぁぁ～～～ぁぁぁんにも、ありません。 

感覚的に誤解している方が多いと思いますので、あえてこう表現してみます。 

 

 

ロゴは「実印」ではない！ 

 

 

ロゴは「実印」ではありません、「ＰＯＰ」なのです。 

会社にとっては大事な物ですが、「伝統的な物」「守る物」ではないのです。 

 

 

デザインというのはどんなものでも必ず「流行り廃り」があります。 

ロゴデザインやフォント（書体）にも、流行があるのです。 

 

 

昔の印刷物やテレビＣＭに出てくる文字って、今見ると古臭く感じると思いま

す。 

中途半端に古いデザイン、古いフォントだと、会社の印象自体がカビ臭いので

す。 

 

 

これはちょっと変な例えですが、私が子供の頃、世間では外来語をひらがなで

書くお店がカッコよかったみたいです。 

どんなのかというと、 
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喫茶「せしぼん」 

スナック「らんでぶぅ」 

 

 

ね、ダサいでしょ？鼻持ちならないでしょ？ 

 

会社のシンボルとなるマークも同様、時代にマッチしてピカピカじゃないとダ

メなんです。 

 

リアルのお店に看板が有ったら、磨きますよね？ 

磨けない印刷物やパソコン画像のロゴは、デザイン自体を変更する事で「磨く」

のです。 

 

 

もちろん、全くガラッとデザインを変える「フルモデルチェンジ」は、やりす

ぎです。 

 

このあたりは微妙なバランスですが、今あるデザインの基本的な方向性は残し

て、現代風・近未来風にマイナーチェンジするのがよいでしょう。 

 

そうする事で、時代に合った「リニューアル感」が簡単に出るのです。 

 

 

さあ、ここで理由の二つ目です。 

 

 

マイナーチェンジしたロゴを見た消費者はどう感じるでしょうか？ 

 

「あ、この会社、マーク変えてる」と思いますよね。 

フルモデルチェンジではないので昔からのイメージを残し、極端な違和感を覚
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える事なく、「おやっ？」と思わせる。 

目新しさをビジュアルに入れる事で、お客があなたの会社を気に留めるのです。 

 

売っている商品の宣伝内容だけでなく、あなたの会社のロゴを見るだけで、お

客はあなたの会社の事が気になるのです。 

 

強烈な違和感はありませんが、心に馴染むまでは気になり続けるでしょう。 

 

 

売るモノは全く変わらないのに、今まであなたの会社の事なんて全く気にして

なかったのに、ロゴが変わっただけで、あなたの会社が気になる、意識してし

まう。 

 

これが二つ目の理由なのです。 

 

 

商標を見たお客をハッとさせるなんて、創設時と、このタイミングでしかあり

えないのです。 

 

 

実際、調べて頂くと判りますが、大手企業の中には途中でロゴを変更している

ところが結構あります。 

 

昔使われていたロゴを、今改めて見ると「・・・今の時代では『無し』だな・・・」

と思います^̂ 

 

 

「うちはそんな大きな会社じゃないから」 

なんて考える必要はありません。 
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何年か取引しているお客、あなたの商標を見続けているお客がいるのであれば、

その相手にとっては同じ事です。 

「ロゴは、商売に必要な販促ツール」という認識を持ってください。 

 

「大事だけど、守るべきモノではない」という認識と共に。 

 

 

 

では、ロゴを持つ気になったあなた、今あるロゴを変えようと思ったあなたの

為に、ロゴを作るに当たっての注意点についてお話します。 

 

 

今、「一つの有り方」として一番参考になるブランドがあります。 

 

 

携帯のソフトバンクです。 

 

 

ご存知のようにボーダフォンを買収し、ソフトバンクという名前に変更してい

ます。 

あなたの近くのボーダフォンショップの看板も新しくなっていると思います。 

 

あれ、見てどうですか？ 

 

私の最初の印象は、 

 

 

「葬儀屋か？」 

でした(̂ ;̂） 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 106 

 

店の看板全てが、赤から「白を基調にグレー・黒」に変更された県道沿いの独

立店舗を見た時、正直、葬儀屋にしかみえなかったんです。 

しかし、結果的に言うと、このロゴは大成功だと思っています。 

 

 

理由は、何といっても、「色」です。 

 

 

単体であのロゴを使用した看板等を見ると、 

 

「地味で味気ない」 

 

という印象を持つと思いますが、色に溢れた街中であの看板を見ると逆に目立

つ事間違いありません。 

 

 

それどころか、 

 

「シックで上品、センスいい！」 

 

とすら映るでしょう。 

 

 

無いんです、あの色使いの看板って他に。 

 

 

みんな目立つには色を使わなけりゃと思っているので、どうしても「カラー偏

重主義」になるんですね。 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 107 

 

以前のレポートにも書いたように、「飲食店なら赤と黄色」みたいな既成概念・

カラーマネージメントが存在する事も一因でしょう。 

偶然にも先日立ち読みしたDTP関係の雑誌に載っていた調査では、ロゴに使用

されている色のパーセンテージが以下のようになっていました。 

（但し、何せ立ち読みだったので若干数値が違うかもです^̂;） 

 

 

赤 ５０％ 

青 ３５％ 

緑  ８％ 

黄  ５％ 

 

 

例の「カラーマネージメント」の影響で、業種によっての数値はまた大きく違

うと思いますが、白・グレー・黒というモノトーンを使う企業って、実は非常

に少ないのです。 

 

まあソフトバンクの場合、圧倒的なＣＭ露出で半ば腕ずくでねじ伏せて世間に

浸透させたという感もありますが、着眼点においては見事と言うしかありませ

ん。 

 

 

既成の販促理論を鵜呑みにせず、お客が目にする環境・販促ツールが置かれる

環境を観察し、一番効果的な方法を採用する。 

 

 

ロゴを「大事に守る実印的伝統」とは捉えず、販促ツールと位置づけする以上

は、この「インパクトマーケティング」の考え方を加味して、デザイン・色に

こだわって頂きたいと思います。 
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★ さて最後に、このレポートを読んで、ロゴを持つ・使いこなす必要性を感

じた方の為に、ロゴ作成のガイドをしたいと思います。 

 

 

まず、プロに頼むという方。 

 

 

あなたのまわりに懇意にしているグラフィックデザイナーさんがいるのであれ

ば、その方にお願いするのがいいでしょう。 

 

融通が利く、というのは大きなメリットです。 

 

 

そういう人がまわりにいないのであれば（というか、殆どの方はそんな知り合

い居ないですよね）、どこかのデザイン事務所にお願いする事になるのですが、

発注先を選ぶ上での注意点があります。 

 

まず金額ですが、デザイン価格というのは、相場こそありますが、基本的に「言

い値」です。 

 

先にこちらが望むデザイン上の条件や使用目的をちゃんと伝えて、出来れば他

の事務所と合い見積りを取るくらいで行きましょう。 

 

値段が高いから良い、という判断は禁物です。 

 

 

また、デザイナーにはそれぞれ「得意分野」があります。 

 

「注文は受けるけど、正直ロゴ作成は得意じゃない。」という人もいますので、
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正面きって「得意ですか？」と聞く事は必要です。 

 

聞いても失礼にはなりませんので、堂々と尋ねてください。 

 

そして、これが実は非常に大事な事ですが、絶対に忘れてはいけない事があり

ます。 

ロゴ発注だけに留まらず、あなたが今後チラシやホームページなど、全ての販

促ツールを外注する時に心に留めておいて頂きたい重要な事です。 

 

それは、 

 

 

「デザイナーは商売人ではない」 

 

という事です。 

 

 

デザイナーが考える「売れる広告、売れる POP」というのは、あくまでも広告

業界・デザイン業界での常識を基にしたものです。 

 

要するに、前述した「飲食店なら赤と黄色」という広告業界の常識と、カッコ

いいデザインに囚われている人が大勢いるのです。（もちろん、そうじゃない

人もいますが） 

 

 

あなたが、「俺、芸術センスないんだよね」と自分でデザインする事に引け目を

感じているのであれば難しい注文と感じるかも知れませんが、 

 

「デザイナーは、俺の考えをビジュアルで表現する為だけに雇う」 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 110 

というスタンスを持って臨んで頂きたいと思います。 

 

そうでないと、提示されたカッコいいデザインや、どこにでも有るありふれた

デザインにまことしやかな理屈を付けて説明されるデザインコンセプトとやら

に、あなたはきっと流されてしまうでしょう。 

 

高いお金を出して、得られるモノは既製品以下という結果になりますよ。 

さて、タウンページで探しても近くにデザイン事務所が無いという場合は、ネ

ットで注文しましょう。 

 

「ロゴ作成」で検索すれば、ロゴ作成を専門としているサイトがいくつもあり

ます。 

 

デザイン事務所の「言い値」とは違い、価格も明示していますので、どのくら

い融通が利くのかと併せて考えましょう。 

 

 

 

次に、自分でデザインまで作成する場合。 

 

 

本格的にやってみようと思われるのであれば、有料のソフトになるでしょう。 

 

アドビ社のイラストレーター、フォトショップなどが代表的なソフトになりま

す。 

 

 

但し、高いです。 

 

 



インパクトマーケティング 概論 

Copyright 2007 Kyoji Fukutani.All rights reserved 111 

ロゴを外注する方が遥かに安くつきますので、ロゴ作成の為だけに購入しよう

と思っているのであれば、お勧めしません。 

 

しかしどちらのソフトも商業印刷用の原稿を作成出来ますので、ゆくゆくは自

分で本格的なチラシやPOPをデザインして印刷屋に発注したいという考えがあ

ればお勧めです。 

 

これが出来れば、今後チラシを作る度に広告代理店を利用するよりは圧倒的に

安くつきます。 

また、サイトをお持ちの方にとっても、バナーからボタンまで殆ど全ての素材

を作れますので、「元がとれる」とあなたが思うのであればお買い求めください。 

 

 

では無料のソフトではどうでしょう。 

 

ここからは私自身使った事がないので、使用感をお伝えする事ができないので

すが、ネットで調べてみると、いろいろあるんでビックリしました。 

 

私が調べたのは、皆さんご存知の無料ダウンロードサイト「VECTOR」です。 

 

こちら↓ 

http://www.vector.co.jp/ 

 

ここでも「ロゴ作成」のキーワード検索で10個近く検出されました。 

 

印刷物で使うのかネットで使うのかによっても違うと思いますので、色々試し

てみてください。 

 

ガイドをチラッと見た限りでは、「LOGO!」というのは性能が高そうでした。 
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もう一つ、「GIMP」というアメリカ製の無料画像処理ソフトがあります。 

 

フォトショップに匹敵するという話ですので、これもお勧めかも知れません。 

 

ゆくゆくはフォトショップを、とお考えならマズこのソフトで感触を確かめる

のもいいかもですね。 

 

 

「VECTOR」で「GIMP」で検索しても出ますが、ヤフーなどで検索すると GIMP

の 

ファンサイトが出てきます。 

 

「GimP」というサイトの説明が丁寧でした。 

 

ダウンロード方法・使い方も載っていたように思いますので、覗いてみてくだ

さい。 

 

こちら↓ 

http://gimp2.info/ 
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【編集後記】 

 

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。 

 

このレポートは私のメルマガを再編集したものです。 

 

インパクトマーケティングという考え方が、あなたのお仕事の「気付き」にな

れば幸いです。 

 

販売・集客でお悩みの方は、是非一度、私のサイトにお越し下さい。 

名刺・チラシ・ショップカードなど、より具体的な販促アイテムの見直し方法

を提示したＥ－ＢＯＯＫをご用意してお待ちしております。 

 

 

サイト  売る！を極める【インパクトマーケティング塾】 

http://www.impact-m.net 

 

メルマガ  売る！を極める【インパクトマーケティング塾】 

http://www.melma.com/backnumber_161137 

 

 

 

インパクトマーケッター  福谷 恭治 


