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スしてきました。この内、一つでも実践することができれば
大きな成果を生み出すことができるでしょう。最終回は、こ
れまでお伝えした内容をまとめ、実際に新規開拓で実践した
トについて解説をしていきます。

①自社 Web サイトを風化させずに流動的に利用する
作成したら終わりではなく、継続して情報をアップデート
込み顧客を動かすことを目的として Web サイトを構築でき
ると、営業活動との連携が取りやすくなり受注に直結する。
②見込み顧客との関係性を育む設計図を作る
目先の利益を得ることに注視すると、その後の営業活動は
苦戦を強いられる。一度コンタクトを獲得できた見込み顧客
との関係性を得るためには、どのようなアプローチが適切か
を考えることが大切である。
③常に見込み顧客の悩みを分析する
商品を販売する前に、まず見込み顧客の心情感情を分析す
る。相手の状況や悩み、不安、問題課題を追求し、解決案を
提示できるようなプロセスを用意する。その際は売り込みで
はなく、相手の欲するもの≒価値提供がポイントになる。

あなたの会社でテコ入れしたい５つの行動

しコンテンツを拡充する。単に情報を見せるだけではなく見

The serialization title

成功事例を紹介しながら、私が最も伝えたかった重要ポイン

ガラリと変えた〝成功事例〟

自社の営業活動をテコ入れするアイデア」についてアドバイ

最終回

アイデアひとつで営業活動を

小さな会社でもできる！ 高精度の新規営業事例

前号までは、
「今、手元にある資産を上手く活用しながら
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④見込み顧客からの小さなアクションを見逃さない
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E-mail kanbe@sales-cw.jp

メルマガ本文中の URL をクリックしてもらう。封筒を開
けてもらう。メッセージを読んでもらう。申し込みボタンを
押してもらう。これらの小さなアクションを積み重ねること
で、見込み顧客が自ら行動し、やがて購入へのアクションに

● Prologue
今回は、この つの行動を踏ま

えて、低コストで著しい成果を生
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み出した成功事例を紹介します。

越した動きを行うと良い結果がもたらされる。

さを求めず、制作会社や広告代理

の施策を融合させるなど。見込み顧客の行動履歴、範囲を見

店などを利用せず、内製で精度の

ＤＭなどのオフライン施策と、動画やメルマガのオンライン

高いプロモーションを実現させま

り、動きが取りやすくなる。例えば、ニュースレターや郵送

した。貴社でも一工夫を加えるだ

集客の仕組み作りは Web 施策に偏らず、要所要所でオフ
ラインやリアルなアプローチを組み込むと興味関心が高ま

けで活用できます。本稿をご一読

⑤オフラインとオンラインを同時に走らせる

の上、アイデアを入手し自社の企

ョンを得られるように、事前の仕掛け作りを徹底する。

業活動にお役立てください。

進んでもらえる。逆に言えば、見込み顧客から小さなアクシ

5

「郵送ＤＭ」でアプローチ

●何から始めるのか

［実践編］小さな会社でもできる営業アイデア
●誰に送るのかを明確に
まずは、自社メッセージを「誰

けではなく、全く知らない会社か
らの送付物ほど即ゴミ箱行きであ
ることを肝に銘じてください。
したがって、最初に目に飛び込
んでくるもので一瞬に相手の興味

注意を引く
ティーザーコピーを入れる

今回は、最初の切り口としてタ

宛名を手書きにする

ーゲットとなる見込み顧客の行動

切手を貼る

限られた予算の中で成果につな

を引かせなければなりません。封

封筒外観 ※角形 6号（A4 紙二つ折り）

に送るのか？」です。
範囲を吟味した上で、オフライン
施策である「郵送ＤＭ」でのアプ

げるために、このプロセスはスル
ーしてはいけません。例えば、貴
ローチを実施しました。
これは、Ｗｅｂからの集客も望

社が法人営業を強化したいのであ

めたのですが〝経営者や部長クラ

筒の中身が素晴らしい内容であっ

ても、手に取り開封してもらえな

ければ無意味です。そこで、封筒

外観の仕掛けが必要になります。

今回採用したアイデアは、封筒

外観を綺麗にデザインされた広告

物とは異なり、角形 号の茶封筒

もらえます（図 ）
。

的な広告物ではない印象を持って

手紙感〞を出すことができ、一般

にしました。こうすることで〝お

を 使 い、 宛 名 を す べ て「 手 書 き 」

6

せっかく開封をしても、封筒の

てもらうための準備をします。

だいた方に、次のステージに移っ

次は、封筒に興味を持っていた

●何を伝えるのか

そできる技です。

できます。これは、ＤＭだからこ

てもらえる可能性を高めることが

抱かせ、自ら進んで中身を確認し

２つを行うことで、相手に関心を

えて手書きで追記しました。この

ー」を、封筒の表下部分に色を変

興味を引き出す「ティーザーコピ

さらに、開封を促す作戦として

1

れば、相手の送り先企業の選定は
もちろんのこと、その企業のどの

スの決済権者への直接訴求〟を念
頭に置いたからです。先方に手に

部署の誰に送りたいのか、どんな

取ってもらいやすく、じっくり時
わせて読み進めてもらえる可能性

状況でどのようなタイミングで受

が高いと想定して、オフライン施

け取ってもらえそうかを、充分に
ただし、単純にリストを上から

策からスタートしました。

間をかけて相手のタイミングに合

順番に利用するのではなく、貴社

イメージしてください。

の 見 込 み 顧 客 は 誰 な の か？ 誰 に
受け取ってもらい行動（問い合わ

スになると、如何にこちらの新し

●注意を引く仕掛けを作る

い情報（メッセージ＝ＤＭ）を相

せ・申し込みなど）につなげたい

ょう。この作業は少し時間がかか

手に触れてもらうかを考えなくて

ターゲットが経営者や部長クラ

りますが、的外れの営業活動を未

はなりません。ＤＭを送付したか

宛名をすべて「手書き」

然に防ぐことができますので、疎

を厳選することを実行してみまし

かにせず必ずトライアルしてみて

らといって１００％開封されるわ

の か？ そ こ を 明 確 に し て リ ス ト

ください。

封筒外観の例
図1
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シや会社のパンフレットであれば

中身が売り込みに溢れた商品チラ
んでいません。では、何を伝えよ

内、売り込み、ＰＲ的なものは含

今回の事例では一切、商品の案

ようにします。この専用の個別Ｕ

スマートフォンでも閲覧ができる

とＱＲコードを記載し、ＰＣでも

とが求められます。

ベルが、どの程度かを見極めるこ

その理由として、新規開拓で郵

画セミナーやレポートなど、思わ

手紙やＤＭの中に、特典として動

そこで、重宝できるアイデアが

速攻でゴミ箱行きです。したがっ
う と し て い る の か？ そ れ は「
本の動画を見てください」という

ず欲しくなるようなコンテンツを

ＲＬには工夫が必要です。

て、この手紙で「何を伝えるのか」
を入念に作りこんでいく必要があ

用意します。それらをＷｅｂ上で

公開し、手紙やＤＭの中にＵＲＬ

送ＤＭを使う場合、送付後にどの

を個別表記してアクセスをさせる

ような状況なのかを判断しにくい
ことが挙げられます。一体どのレ

のです。さらにアクセス先は、個

メ ッ セ ー ジ に な り ま す。 こ れ を、

ベルで止まっているのかが分から

別企業専用のＵＲＬのように見せ

ＤＭ作戦のゴールとして設計して
います。以下に、その肝心な封筒

ないのです。例えば、

の中身を解説します。

・開封すらされていない

●封筒の中身
・
「レター」

みに至っていない

これにより、最終的な申し込み

には至っていないが「何かしらの

しても、この３つの状況で、それ

同じ「申し込みがなかった」と

画を視聴している方の行動も分析

出することができます。また、動

みた」という企業を、受動的に抽

課題を抱えていてクリックをして

ぞれ見込み顧客の反応度合いが全

することが出来ます。

いを行うこともできます。しかし、

どであれば、テレアポなどで後追

の ツ ー ル で す。
〝 誰 が、 い つ、 ど

ングを意識するのであればお薦め

ますが、こちらは動画マーケティ

（ https://wistia.com
）
私は Wistia
という動画サービスをよく利用し

を回避して相手の自主的な反応レ

感も否めないため、出来ればこれ

たかを細かく分析チェックするこ

こで〟動画を何分何秒まで視聴し

ストの件数が 回につき数百件ほ

その際に先方の営業を受ける抵抗

仮に「申し込みがなかった」リ

く異なります。

という具合です。

て、リンク先はすべて同じＷｅｂ

ページに飛ぶように設定します。

・
「動画案内のチラシ」
・
「ニュースレター」
の 点セットになります。
◆「レター」
（図 ）
しい理由
．あなた（見込み顧客）の悩み
．解決する方法を動画で公開
．今すぐ動画をご覧ください
この流れで行動を促すようなスト
ーリーを書き綴っています。

3

・開封して中身を見たが、申し込

・開封
 したけど中身を見ていない、
興味がない

ります。

1

．この手紙を最後まで読んで欲

2
ＤＭの送付先専用の個別ＵＲＬ

1

3

1

2

3

4

◆「動画案内のチラシ」
（図 ）
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レターの例
図2

レター

1 枚目の冒頭で
強力な見出しを入れる

あえてイラスト等は使わずに
行間を空けてお手紙感を演出する
自然な流れで次のページを
めくってもらえるよう
副題の見出しを下部に配置する

図3

動画セミナー誘導チラシの例

動画セミナー誘導チラシ

個別URL とQRコードを掲載
PCでも、
スマホでも
閲覧ができるようにする

例）個別 URL にアクセスすると
自動的に動画を設置している
WEB ページに飛ぶように設定できる
A 社→https://@@@.jp/AAA
B 社→https://@@@.jp/BBB
C 社→https://@@@.jp/CCC
D 社→https://@@@.jp/DDD

https://@@@.jp/AAA
QR
コード

https://@@@.jp/WEB-SEMINAR
とが出来ます。郵送ＤＭと組み合
◆「ニュースレター」
（図 ）

自社の簡単な紹介と業界ニュー

でＯＫ）入れ、詳細はＷｅｂサイ

1

わせたマーケティング活動として

これらのデータを材料にしなが

トで確認できるようにします。こ

スをまとめたものを 枚（表のみ

ら、反応を得られた見込み顧客の

ちらも、ＵＲＬとＱＲコードを掲

上手く応用してみてください。

みに絞って個別提案をすることも

1

載しておくといいでしょう。

郵送ＤＭの最大の目的は「動画

1

可能になり、より深い提案が出来

ます。全リストを一気にアプロー

個別URL とQRコードを掲載
PCでも、
スマホでも閲覧ができるようにする

を見てもらうこと」ですので、記

このパーツは
補足で OK

チしようとすると労力がかかりま

QRコード

載する情報量は極力少なくし、あ

QR
コード

ものとして考えてください。

個別URL
https://@@@.jp/AAA

すが、このような仕掛けを行うと

自社の簡単な紹介と
業界ニュースをまとめたもの

くまでも補足としての役割を担う

ニュースレター

社 社へのアプローチの質は格

ニュースレターの例

段に上がります。

図4
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いく。ここでは、短期的に簡単に
解決できる情報を提供することを
心がける。
③さらに課題解決を望む方への
メッセージ（約 分）

良い、つまり、見込み顧客に最後

沿って台本を仕上げておくと質の

る前に、下記のような基本構成に

性を訴求し、今すぐに行動するこ

その内容は時間や条件などの限定

客へ特別なお知らせを提案する。

強い興味関心を持った見込み顧

実際、このような流れを設計し
て新規開拓活動を実施した結果、
件、

ＤＭの送付先３００件に対し、動
画セミナーへのアクセスは

その内の 社から問い合わせがあ
り、具体的な案件化につながりま
した。そして最終的に、初回取引
として 社の新規受注に結び付け
ることができました。

ここまでの取り組みで売上成果

●一番、重要なポイント

動画セミナーの例

PC

※応用するならば、
動画視聴に集中してもらえるよう下の申込ボタンは
動画スタート後に表示させる設定を施すことも可能
すべきは、動画セミナーへのアク

それは、今回の結果で一番注目

重要なポイントが詰め込まれてい

ここに本稿でお伝えしたかった

ケースで目先の利益（ 社の新規

切なことは、この動画セミナーを

すが、次につなげる施策として大

受注）に気を奪われがちになりま

け合わせてみましょう。

取り入れて、貴社の営業方法と掛

早速、今回、学んだアイデアを

一度、読み返してみてください。

ます。前号までの記事も含めて今

を育む」ことです。

視聴した方との「長期的な関係性

動画再生中に表示することで
より効果的な印象を与える
セスが 件あることです。多くの

もあります。

は出ているのですが、実は注意点

両方から視聴が

動画は見込み顧客の悩みをクリアにするもの
今回の事例では 分の動画コン
テンツを用意し、個別ＵＲＬをク
リックすると動画のみを設置した
Ｗｅｂページに飛ぶように設定し
ました。
分の動画コンテンツを作成す

まで興味を持って視聴してもらえ
とを促す。

●見込み顧客を「動かす」
動画構成の考え方
①まず注目させる（約 分）
この動画を見ることで何が得ら
れるかを明確にし、最後まで視聴
することを促す。
②課題の抽出と解決策を提供
（約 分）
見込み顧客が悩みやすい問題課
題を浮き彫りにし、それを解決に

●結果、どうなったのか

る内容になります（図 ）
。
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導くヒントやアイデアを提供して

2019.12

31

5

10

できるようにする
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