
 Clover♧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clover♧ 
「ＤＲＭ」 

  
 
  

株式会社 Willaugh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINE追加者特典



 Clover♧ 

■使⽤許諾契約■ 

本契約は購⼊者が当冊⼦を⼊⼿した時点で、 

本契約に同意したものとする。 

 

第一条:本契約の⽬的 

弊社が著作権を有する知的情報を、 

本契約に基づいた上で購⼊者に⾮独占的な使⽤を許可するものである。 

 

第⼆条:複製・コピー・⼆次使⽤の禁⽌ 

本サービスに含まれる一切の情報は著作権法により保護されている。 

 

本サービスの一部、または全部を弊社に対して 

書⾯による事前の許可を得ずに、 

複製・コピー・転載・インターネット上での公開を含む 

いかなる⼿段であっても、⼆次使⽤を禁⽌する。 
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第三条:契約の解除 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

弊社は通達無しに使⽤許諾許契約を解除できるものとする 

 

第四条:損害賠償および免責事項 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

購⼊者は本契約の解除に関わらず、弊社に対して、 

違約金として金壱千万円の損害賠償を支払うものとする。 

 

本サービスはその効果を保証するものではなく、 

本サービスを実践したことによって発⽣したいかなる損害に対しても、 

弊社は一切責任を負うものではない。 

 

本サービスの実践は、全て購⼊者の⾃己責任で行うこととする。 
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第五条:禁⽌事項 

購⼊者の本サービスの利⽤にあたって弊社は以下の⾏為を禁⽌する。 

 

購⼊者がこれらの禁⽌⾏為を⾏った場合、 

弊社は当該購⼊者の利⽤を停⽌し、 

弊社が被った損害の賠償を請求する場合がある。 

 

また、購⼊者は本サービスに関する全ての利益を失うものとする。 

・本規約に反する⾏為 

・法律・規則・条令等の制定法に反する⾏為 

・本サービスの仕組みや機能を使ったスパム⾏為外で利⽤する⾏為 

・フォーラムなど公共の場での過激な性描写、残酷な表現、 

犯罪を誘発する現差別表現など、公序良俗に反する⾏為や 

閲覧者に不快感を与える⾏為 

・本サービスの運営を妨げる⾏為 

・本サービスのシステムに負荷を与える可能性のある一切の⾏為 

・その他弊社が不適切であると判断する⾏為 
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DRM 
ダイレクトレスポンス マーケティング（ＤＲＭ）の概要 

 

 

ダイレクトレスポンスマーケティングを簡単に説明すれば、 

それは情報の受け手に、「返信」という行動を促す 

マーケティング手法です。 

 

一般的に広告は、特定の対象者に 

何かを伝えることを⽬的とします。 
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ダイレクトレスポンスマーケティングは、 

単に伝えるだけでなく、 

返信というアクションを起させるところに最⼤の違いがあります。 

 

⼀番分りやすい例を挙げれば、 

アメリカンホームダイレクトの広告です。 

 

最後に「チンチロリン！」と⾳がして、 

「お問合せは今すぐ」「０１２０−ＸＸＸ・・・・」と 

続きますよね。あれが典型的なパターンです。 

 

1.お客さんを集めること。 

2.お客さんとの信頼関係を築くこと。 

3.お客さんに商品・サービスを販売すること。 
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この「３つのこと」を継続的にかつ、 

徹底的に⾏うことが、 

ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM)、 

つまり「関係性構築ビジネスの仕組み」づくりの⼤原則です。 

 

このように、⾔葉の意味をしっかりと定義すると 

シンプルに理解することができます。 

 

さて、このシンプルな法則の中には、 

たくさんの「歴史的に効果が実証された奥深い知恵」が 

詰まっています。 

 

これこそが、ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM)を 

学び、実践することの醍醐味なんです。 

 

つまり、ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM）には、 

⼈類が積み重ねてきた「商売を成功させるための叡智」が 

凝縮されているといっても過⾔ではないのです。 
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ダイレクトレスポンスマーケティングは 

中⼩企業に新しい可能性を開きます。 

 

「マーケティング＝広告」というイメージが強いせいか、 

中⼩企業、特に BtoB の⽅にとって、 

「マーケティングなんて、そんな格好つけて物が売れるわけない」

と思われるかもしれません。 

 

広告、宣伝、市場調査など、広義でいえば 

売れる仕組みづくりが、マーケティングですが、 

確かにＭＢＡで習うようなフレームワークを使っても 

中⼩企業では役にたちません。 

 

マーケットボリューム、製品の強み・弱み、競合分析、 

このような戦略思考は現状分析に役⽴ちますが、 

解決策の提⽰という点では、時間がかかり過ぎます。 

 

 



 Clover♧ 

僕もマーケティングを習いたての頃、 

新製品の販売促進で綿密なアクションプランを⽴てましたが、 

営業会議はとても⽩けてしまいました。  

 

「素晴らしく良く分かったけど・・・。 

で、結局何したらいいの？」となってしまうのです。 

 

ダイレクトレスポンス マーケティングの考え⽅は、 

営業に近いです。 

  

ダイレクトレスポンス マーケティングは 

このような分析思考でなく、具体的に何をしたら、 

効率的に集客できるかを提⽰します。 

 

⾝近なツールを使って、 

相⼿に⾏動を促すマーケティングなのです。 
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⼀つの具体例を出しましょう。 

 

あなたが新製品の販売促進を考えるとします。 

告知するために、⾒込客にダイレクトメールを出すとします。 

 

挨拶⽂と製品カタログを封筒に⼊れ、⼀⻫に郵送します。 

 

ダイレクトレスポンス マーケティングでも、 

やることは同じです。但し、細部が違います。 

 

どうすれば対象者の机の上に置かれるのか？ 

どうすれば受け取った後で、封を切るのか？ 

最初にどんなコピー⽂を読むと、全体に⽬を⾛らせるのか？ 

どんなアクション（電話をかける、FAX を返信する、メールを返信

する・・・）を求めると、読み終わった後に⾏動するのか？   

 

こういったミクロな⾏動を⼀つ⼀つクリアするため、 

細部に神経を払ってツールを作りこみます。 
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通常のマーケティングが商品の良さを伝えるのに対して、 

ダイレクトレスポンス マーケティングは、 

どうすれば⾏動するかです。 

 

これは考え⽅として、営業マンの思考に近いです。 

 

どんな話をすれば、お客様が⽬を輝かせるのか？  

そのためには、どんな事例や商品サンプルを提⽰したら良いのか？  

 

考え⽅は営業の延⻑上にあることが、 

お分かりいただけると思います。 
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ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM）には、 

３つの構成要素があります。 

 

それは、 

 

マーケット 

メッセージ 

メディア 

 

です。 

 

この３つの構成要素は、 

どんな商品・サービスでも誰に対しても、 

どんな時でも、どんな価格帯でも、 

どんな状況下でも当てはめることができます。 
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「⾃分のビジネスは特殊だから、これは当てはまらないよ」 

ということはないのです。 

 

なぜなら、この世の中のすべてのビジネスを成⻑、 

発展させるためには、この３つの構成要素が 

必ず必要になるからです。 

 

この３つの構成要素には、優劣はありません。 

何が一番重要で、次に何が重要、 

というように順番をつけられないのです。 

 

この３つの構成要素のすべてが重要で、 

同時に存在する必要があります。 

 

３本脚の椅子を思い浮かべてみてください。 

 

どの脚が欠けても、⽴っていられないですよね。 

３本すべてが必要であり、重要なのです。 
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３つの構成要素 

 

３つの構成要素は、 

その１つ１つがほかの２つに⼒を与えています。 

 

例えば、この３つの要素を台無しにしてしまうパターンは、 

このようにたくさんあります。 

 

３つの要素を台無しにしてしまうパターン 

・間違ったマーケット―正しいメッセージ―正しいメディア 

例）お腹⼀杯の⼈―⾼級フレンチ―⾼級ホテル 

 

・正しいマーケット―正しいメッセージ―間違ったメディア 

例）⼤衆居酒屋―安くて⼿頃なお酒と料理―⾼級ファッション街 
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・間違ったマーケットー正しいメッセージー間違ったメディア 

例）スリムで健康的な⼈―結果にコミットしたダイエット法―タウ

ンページ 

 

・正しいマーケット―間違ったメッセージ―正しいメディア 

例）好きな異性ー「私に尽くして欲しい」−SNS（ライン等） 

 

・間違ったマーケット―間違ったメッセージ―正しいメディア 

例）保険に⼊りたい⼈―住宅ローンのお勧め―インターネット 

 

・正しいマーケット―間違ったメッセージー間違ったメディア 

例）好きな異性ー「私に尽くして欲しい」−メモ⽤紙 

 

・間違ったマーケット―間違ったメッセージ―間違ったメディア

（三重苦） 

例）お腹がすいた⼈―痩せる⽅法―ダイレクトメール（DM） 
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これを正しくやる⽅法は１つしかありません。 

・正しいマーケットー正しいメッセージー正しいメディア 

例）保険を検討している⼈ー保険選びで失敗しない⽅法―保険の窓

⼝ 

 

マーケット、メッセージ、メディア、 

常にこの３つの構成要素を⼀致させることこそが、 

ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM）を 

成功させる最⼤の秘訣なのです。 

 

 

 

 



 Clover♧ 

1.集客 

まずは無料レポート、無料オファーと⾔ったモノを利⽤して 

⾃分のメールマガジンに登録させることを促します。 

 

あなたの⽬の前にいるお客さんらしき⼥性１００⼈に向かって 

「今から肌年齢が５才若くなる１⽇５分で出来る簡単な⽅法を無料

で解説するので興味のある⼈は私の前に集まって下さい！」と伝え

ます。 

 

これを伝える為に、ブログやサイト、ソーシャルメディア、 

広告といったものがあるわけです。 

 

さらに、集まった⼈をひとまとめにするために 

メルマガというシステムがあるのです。 

 

ここで集まった⼈を「⾒込み客」と呼びます。 

メルマガに登録するなどしている場合は 

「リスト」とも呼ばれます。 
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とにかく最初は集客です。 
セミナー動画などをプレゼントすることで、 

相⼿にベネフィットを与え、 

それに価値を感じた⼈だけが⾃発的に 

メルマガに登録してくれるのです。 

 

当然申し込みをしてくれたということは、 

明らかにその内容について興味を持っているわけですから、 

かなり質の⾼い⾒込み客と⾔えそうですね。 

 

ただし、ここで気をつけないといけないのは、 

最初の⼊り⼝を狭くし過ぎないこと。 

 

教育の段階で段々と狭めていくのが理想であり、 

最初のうちに絞りすぎてしまうと利益の減少に繋がります。 
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2.教育 

「あなたは今どんな状況なのか？」 

「あなたは今どんな問題を抱えているのか？」 

「あなたにはどんなものが必要なのか？」 

「なぜ、この商品を買うべきなのか？」 

 

このように顧客の⼼理を誘導する必要があるので、 

販売までの期間にまずは教育を⾏なっていきます。 

 

先ほどの呼びかけに反応した⼥性２０⼈くらいが、 

あなたの⽬の前に集まりました。「⾒込み客」ですね。 

 

この⾒込み客は、 

「肌年齢が５才若くなる１⽇５分で出来る簡単な⽅法」に 

興味のある⼥性たちです。 

 

次に、その⾒込み客に対して 

「肌年齢が５才若くなる簡単な⽅法」をレクチャーします。 
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このレクチャーは無料で行います。 

 

次に、その肌年齢に関する情報を提供していき、 

⾃分を信⽤してもらいます。 

 

その後、⾃分の情報を提供していきます。 

ここの情報は、⾃分が１万円の商品を売っていること、 

その１万円の商品がどんな問題を解決できて、 

顧客満⾜に貢献しているかを少しずつ伝えていくのです。 

 

最後に、１万円の商品をオファーします。 

 

このときオファーの前に、 

見込み客たちにはこの１万円の商品について、 

次のようなことを説明します。 
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・この１万円の商品が⾒込み客たちに必要な理由 

・この１万円の商品が解決する⾒込み客たちの問題 

・この１万円の商品の⾒込み客たちのメリット 

・この１万円の商品は⾃分から購⼊したほうがいいこと 

 

そして、実際のオファーとなります。 

このオファーで使うのがランディングページです。 

 

ここまでの⼀連の流れが 

ダイレクトレスポンスマーケティングの教育の部分になります。 

 

メルマガ解除を恐れるあまりに 

教育を疎かにしてしまう⼈が居るのですが、 

それでは DRM の意味がありません。 

 

ダイレクトレスポンスマーケティングは 

相⼿からレスポンスをもらい、 

そして⾃分を信頼してもらうために意味があります。 
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メルマガの読者にしたからといって 

いきなり販売に移ってしまうとしたら、 

それで商品を売るのは難しいでしょう。 

 

ネットビジネスを⾏なっているアフィリエイターの多くは、 

ステップメールという⾃動で発信されるメルマガを使って、 

教育を⾃動化している⼈が多いです。 

 

3.販売  

最後は販売です。 

 

ランディングページで⾒込み客に１万円の商品を販売します。 

この最後の販売の部分をクロージングと呼びます。 

 

ランディングページは最後に 

⾒込み客に商品を販売するページになりますが、 

販売して終わりではなく、 

さらにアフターサービスやコミュニケーションを取ることです。 
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そうすることであなたにはリピーターがつきます。 

 

実は新規で⾒込み客を集めるよりも、 

リピーターに物を販売するほうが遥かに楽なのです。 

 

理由は⼀度「⾒込み客に教育で信⽤されている」から、 

「この⼈がこういうならまたこの⼈から買おう」となって、 

物がまた売れるのです。 

 

なので、物を販売しただけではなく、 

アフターサービスなどで 

リピーターを確保しないといけないわけです。 

 

これが、ダイレクトレスポンスマーケティング（DRM）です。 

 

DRM は僕たちの普段の⽣活の中でもよく⾒受けられます。 
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例えば『値段の変わりに電話番号』が 

載っている広告チラシ（電話というレスポンスを促している） 

 

例えば『来店された⽅には◯◯をプレゼントします！』 

といったテレビ CM（来店というレスポンスを促している） 

 

このように商品を買うという『⾏動』の前に 

何かしらの『レスポンス（反応）』を促すのが 

ダイレクトレスポンスマーケティングです。 

 

相⼿に「欲しい！」と思わせてからアプローチするので、 

その販売効率の良さはハンパではありません。 

 

売り上げが 1 時間で 100 万円を達成するなど、 

通常では考えられないような⾦額を 

短期間で稼ぐことが可能になります。 
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「欲しい！」と思っている相⼿に対して 

メリットを何度も説明するのは逆効果なので、 

しっかりと教育が出来ているなら 

後を押してあげるだけで良いです。 

 

誰にダイレクトレスポンスマーケティングを 

仕掛けるのかを決定する。 

 

最初の項⽬でお伝えしたところの 

「マーケット」をまずは定めていきます。 

 

あなたの商品・サービスを必要としているのは誰なのか？ 

ということです。 

 

 

ポイントはできるだけ具体的にイメージすること。 
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性別、年齢、⾦銭感覚（年収など）、 

家族構成（既婚か独⾝か）に加えて、 

どんな悩みや不満を抱えているかというところまで 

イメージしましょう。 

 

たとえば、あなたがスポーツジムのオーナーなら、 

学⽣も主婦もビジネスパーソンも⾼齢者も 

お客様には存在するでしょう。 

 

しかし、これらすべての⼈に 

同じアプローチをしてもヒットしません。 

 

「昼間に暇を持て余している 40 代～50 代の主婦。 

ダイエットをしたいと思っていてジムに通う⾦銭的な余裕がある」 

 

という「マーケット」を狙うのか、 

 



 Clover♧ 

「最近メタボが気になっているので、平⽇夜と休⽇に運動をしたい

と思っている独⾝のビジネスマン。⾃分に投資できるお⾦が多分に

ある」 

という「マーケット」を狙うのかで 

DRM の⼿法は変わってきます。 

 

複数の「マーケット」が想定できる商品・サービスだとしても、 

まずは 1 つの「マーケット」に絞ってください。 

 

その「マーケット」を狙って DRM が失敗したら、 

それはベストな選択ではなかったかもしれないので、 

しっかりと検証した後、別の「マーケット」を狙って 

DRM を再度仕掛けましょう。 
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「マーケット」に対して最適な「メッセージ」を決める 

 

より多く集客するためには、 

商品・サービスを購⼊する可能性のある「⾒込み客」に対して 

どれだけ魅⼒的な「メッセージ」を送れるかに懸かっています。 

 

「メッセージ」を決める際にポイントとなるのは、 

⾒込み客にとってどれだけリスクを減らせるか。 

 

つまり、商品購⼊までに感じる不安や悩み＝壁を 

取り払ってあげるということ。 

 

「商品・サービスは⾃分に合わないのではないか？」 

「商品・サービスは本当に効果があるのか？」 

「結局すごくお⾦がかかるのではないか？」 

 

といった不安・悩みが⼀般的です。 
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こうした壁を無料もしくは安価で取り払うことができれば、 

⾒込み客は顧客に⼀歩も⼆歩も近づきます。 

 

たとえば、無料サンプルやクーポンなどは 

利⽤する側にとって⾦銭的なリスクはゼロです。 

 

サンプル商品の配布がよく⾏われている化粧品でいえば、 

「⾃分の肌に合っているのか」といった⾒込み客が 

購⼊までに抱えるであろう不安も払拭できます。 

 

これは⾮常に魅⼒的で効果的な「メッセージ」といえるでしょう。 

 

先ほど少しご紹介した 

「ワキ脱⽑無料キャンペーン」も 

化粧品サンプルの考え⽅に近いです。 
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こうした「お試し」ができない商品・サービスの場合は、 

見込み客が抱える不安や不満を解消できる小冊子や 

メルマガを送るという手があります。 

 

たとえば求⼈広告サイトを運営する企業であれば 

「失敗しない⼈材採⽤とは？」といった 

採⽤ノウハウの詰まったメルマガを無料で配信すると、 

見込み客からレスポンスが得られるかもしれません。 

 

有効な「メディア」を選ぶ 

 

テレビやラジオ、新聞、チラシ配布、折り込みチラシ、 

メルマガ、Web 広告（バナーやアフィリエイトなど）、 

中づり広告、看板、Twitter や Facebook などの SNS、 

YouTube、名刺…メディアは多数あります。 

  

この中から、これまでに定めてきた「 

マーケット」と「メッセージ」に適したメディアを選びましょう。 
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もちろん予算も考えた上で決めてください。 

 

ここでのポイントは 

「マーケット」と「メッセージ」とのバランスがとれていること。 

 

「マーケット」が 10 代の若者なのに、 

経済新聞の広告に出稿しても意味がありません。 

 

Twitter や LINE などの SNS や 

インターネット広告が有効でしょう。 

 

セールスコピーを考える 

 

次に実際の広告に載せる「セールスコピー」を考えましょう。 
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ここでポイントとなるのは 

「なぜ今買うのがオトクなのか」 

「競合他社との違い」「実際に使っているお客様の声」といった 

商品・サービスの魅⼒をしっかりと伝えることです。 

 

この⼯程はもちろんプロに任せても構いません。 

 

⾃分で書くという⽅は 

『コピーライティングとは』を 

参考にしていただければと思います。 

 

効果検証、改善する 

 

実際に広告を出してみて、 

広告費を回収できるだけの利益が出なかったら、 

改善を⾏う必要があります。 
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たとえば、無料サンプルなどの 

「メッセージ」に対するレスポンスがゼロ、 

つまり⾒込み客を 1 ⼈も集客できなかった時には 

「メッセージ」そのものを変える必要があります。 

 

狙っている「マーケット」に対して、 

その「メッセージ（餌）」は 

全く魅⼒的ではないということだからです。 

 

 件のレスポンスはあったけれど 

購⼊までに⾄らなかったのであれば、 

セールスコピーを⾒直す必要があるでしょう。 

 

おそらく信頼関係を構築できていない可能性が⾼いです。 

 

まだまだ情報不⾜であなたのことや商品・サービスのことを 

信頼してもらえていないということでしょう。  
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DRM は⼀朝⼀⼣では成功しません。 

 

ですが、お客様の反応を⾒ながら改善を繰り返していけば、 

必ず利益につながります。 

 

諦めることなく、改善を繰り返していきましょう。 

 

ダイレクトレスポンスマーケティングの成功例 

 

実際にあった成功例をご紹介します。 

あなたの扱う商品・サービスに当てはめて 

ご覧いただければと思います。 

 

いずれの例も、お客様の不安や不満をしっかりと⾒据えた上で 

DRM を展開しているのが印象的です。 
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＜無料サンプルでリピート顧客を作るＤＲＭ＞ 

 

DRM での成功例といえば、 

ドモホルンリンクルで有名な 

再春館製薬を忘れてはいけません。 

 

「初めての⽅にはお売りできません」のフレーズが印象的な

TVCM を中⼼に、無料サンプルで集客し、 

リピート受注につなげていると⾔います。 

 

何と同社の売上の 9 割がリピート顧客によるものだそうです。 

 

具体的な DRM の⼿法をご説明していきましょう。 
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1｜TVCM などで集客する 

「たった 3 ⽇間では何もわからないと思っていませんか？」 

「年齢化粧品ならではの違いを実感してください」 

「初めて感じるハリとうるおい、 

その⼿応えにきっと胸が⾼鳴るはずです」 

 

といったナレーションと共に 

無料お試しセットを使っている⼥性の映像が流れます。 

 

そして最後に無料お試しセットのお申し込みは…と 

電話番号が⼤きく映し出されるという CM です。 

 

これがドモホルンリンクルの最もスタンダードな CM の形。 

 

サンプルが無料なのはもちろん、 

送料も無料ですから、商品が気になった⼈は 

思わず電話してしまうのではないでしょうか。 
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何のリスクもありませんから。 

 

事実、ドモホルンリンクルには 

年間 35 万件以上の無料お試しセットお申込みがあるそうです。 

 

2｜商品の良さについて教育していく 

無料お試しセットには、 

商品の効果的な使い⽅や製品についてのこだわり、 

ドモホルンリンクルの歴史、 

実際に⻑年使っているお客様の声などがまとめられた 

⼩冊⼦がついています。 

 

こうした⼩冊⼦によって 

「3 ⽇間だけと⾔わず、継続的に使ったほうが良いですよ」 

という教育をしていくわけです。 
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3｜販売 

ドモホルンリンクルは、 

⾒込み客に対してしつこい勧誘はしないそうです。 

 

「使⽤感を伺いたい」といった電話を 1 度かけるだけとのこと。 

 

しかし、この 1 回の電話で 

しっかりと購⼊につなげるノウハウがあるようです。 

 

単純に「買いませんか？」というお話ではなく、 

試した感想や購⼊にいたるまでの不安などをヒアリング。 

 

「営業」というよりは 

「相談にのる」というイメージの内容とのこと。 

 

効率ではなく顧客満⾜を重視しているため、 

1 回の電話にかかる平均時間は 10 分を超えています。 
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こうして、年間 35 万件のうち、 

20％が購⼊につながり、 

そのうちの 65％がリピートをするそうです。 

 

さらに再リピートするのは 88％だというから驚き。 

 

⾮常に⾼いリピート率を実現している DRM です。 

 

信頼関係づくりに重点を置いた 

ダイレクトレスポンスマーケティング 

 

次にご紹介するのは、マンションディベロッパーの事例です。 

 

マンションはかなりの⾼額商品ですから、 

⾒込み客の獲得から信頼関係を構築するまでが勝負。 

 

その信頼関係づくりに注⼒して 

DRM を⾏った成功例をご紹介していきましょう。 
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⼀般的にマンションは近隣住⺠に広告を出し、 

モデルルームへの集客をはかり、 

モデルルームで営業活動を⾏っていくという流れですが、 

この集客後に⼀⼯夫加えたのが今回の事例。 

 

モデルルームに来てくださったお客様に対して、 

ハガキもしくは Web サイトへのアクセスで 

会員サイトへの⼊会を誘導します。 

  

この会員サイトでは、このマンション単体ではなく、 

近隣エリアに同社が保有しているマンションの情報も 

⾒ることができ、もちろん同社側からオススメ物件を 

推薦することも可能。 

 

訪問したモデルルームのマンションが購⼊まで⾄らなくても、 

この WEB サイトがあれば、関係はそれで終わりではありません。 

  

 



 Clover♧ 

「近いうちにマンションを購⼊したい」と 

考えている⾒込顧客と同社をつなぐツールとなります。 

 

さらに既に契約を決めた⼈たちとの関係づくりにも 

⼀⼯夫がありました。 

 

未⼊居者、⼊居者それぞれをステイタスで分けて、 

それぞれ専⽤にコミュニティサイトを開設。 

 

未⼊居者には⼊居までの不安を 

解消できるような情報を提供したり、 

⼊居者にはマンションライフを豊かにするような 

情報を配信したりしました。 

 

結果、従来よりも⾒込み客からの成約率が⾼まり、 

未⼊居者からのキャンセルも⼤幅に減ったといいます。 
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⾒込み客から未⼊居者、 

⼊居者までステイタス別に信頼関係づくりをすることで、 

接点のあったすべての顧客の満⾜度をアップすることができ、 

結果同社のファンを作ることに成功した事例です。 

 

 

 ・ダイレクトレスポンスマーケティングの失敗例 

ここでは失敗例を 2 つ紹介していくのですが、 

共通しているのはお客様の視点に⽴った DRM ができていない点。 

 

そもそも「マーケット」を勘違いしていたり、 

第⼆のステップである「教育」つまり「信頼関係の構築」を 

すっ⾶ばしてしまっていたりします。 

 

ぜひその点に注⽬してご覧ください。 

 

最もありがち！？  

売り込みすぎのダイレクトレスポンスマーケティング失敗例 
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⼤⼿学習塾の DRM 失敗例です。 

夏休み期間の 3 ⽇間短期集中講座をワンコインの 500 円で開講。 

 

実際に授業を体験してもらうことで、 

質の⾼いサービスを知ってもらい、 

新規顧客獲得につなげるつもりでした。 

 

しかし、ワンコインの短期集中講座には申し込みが 

100 件近くあったものの、実際に塾に⼊会したのは 1 名のみ。 

 

失敗の要因は 2 つありました。 

まず一つ⽬は短期集中講座に関するチラシを 

配布したエリアが広すぎたこと。 

 

3 駅にまたがるエリアに配布したため、 

既に別の塾に通っていたり、 

⻑期的に通うには遠すぎたりといった理由で 

⼊会に⾄らなかったケースが多く⾒られました。  
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次に⼊会に向けた営業電話を連⽇⾏ったこと。 

 

これが一番の失敗要因でした。 

何と 1 つの家庭あたり、 

10 件も電話をかけただけでなく、 

電話の内容も⼊会を迫る内容。 

 

完全に「信頼関係を築く」という 

「教育」の段階を⾶ばしてしまっていました。 

 

今ではその失敗を糧に、 

短期集中講座を開講した後に⼊会説明会を⾏ったり、 

受講者やその保護者にアンケートを⾏ったりすることで 

信頼関係の構築に⽬を向けています。 

 

結果、⼊会者数が格段に増えたとのことでした。 
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そもそもレスポンスが集まらないＤＲＭの失敗例 

 

化粧品メーカーの失敗例です。 

基礎化粧品を中⼼に製造販売してきた同メーカーが、 

サプリメントなどの健康⾷品市場に参⼊することになりました。 

 

基礎化粧品はドラッグストアや 

スーパーへの卸売と通販で利益を上げていたため、 

まずはこれまで通販で基礎化粧品を購⼊してくれていた 

顧客全員に向けて DRM を展開することに。 

 

内容は、無料サンプルをプレゼントするという内容の 

DM を顧客に送るというもの。 

 

しかし、レスポンスはほとんどありませんでした。  

その要因は、全顧客に送ったという点。 
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基礎化粧品は 20 代～30 代を中⼼に 

50 代まで顧客がいましたが、 

 

新しく開発したサプリメントを 

どの層がどんなふうに必要としているのかを考えないまま、 

DM を送っていました。 

 

アンチエイジングを⽬指したサプリも、 

ダイエットを⽬指したサプリも、 

1 ⽇の栄養素を⼿軽にとれるサプリも、 

 

特に種類で分けずに、 

単に「サンプルプレゼント」という情報を送付。 

 

そのため、そもそも「無料サンプルを試してみたい！」 

という気持ちにさせられてなかったのが失敗の要因で、 

レスポンスを集めることができませんでした。 
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現在はサプリメントの種類別に DM を作り、 

それぞれのターゲットに向けて DM を送り分けています。 

 

そうすることでレスポンス率は⾶躍的に⾼まったそうです。 

 

・ダイレクトレスポンスマーケティングをもっと深く知る 

 

効果的な DRM を実践するために、 

DRM とは何なのか？を深く掘り下げていきたいと思います。 

 

理解を深めれば深めるほど、 

DRM を進めていく中で迷った時の指針になるはずです。 

 

ダイレクトレスポンスマーケティングの概要 

 

ではそもそも DRM とは何でしょうか？ 

 

 



 Clover♧ 

広告を出して、何らかのレスポンス（問合せなど）を 

してくれた⾒込み客に対してのみクロージングを 

していくマーケティング⼿法のことです。 

 

イメージ広告をはじめとした 

多くのマスマーケティングとは違い、 

商品・サービスを買ってくれそうにない顧客に 

ムダな広告費を使わなくて済むので 

⾮常に効率的なマーケティング⼿法といえます。 

 

現在はリアルでもネット上でも 

多くのダイレクトレスポンスマーケティングが⾏われています。 

 

たとえば、リアルでいえば、 

度々事例として紹介している化粧品などの無料サンプルの配布。 

 

またファミリーレストランなどでもらえる割引券や宅配ピザなどの

チラシについているクーポンも、典型的な DRM でしょう。 
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さらにテレビ CM にある 

「お申込みは電話番号○○○-○○○○へ！」 

というような⼿法も、DRM のひとつです。 

 

ネットでいえば、 

多くのブログや WEB ページ、 

SNS には無料のメルマガ登録などを 

促すバナーがついていますよね。 

 

あれも DRM です。 

 

WEB そのものが⾒込み客を集客するための 

巨⼤ツールといってもいいかもしれません。 

 

そうして集客した後、 

メルマガなどで「教育」を⾏い、 

実際の販売へとつなげるのです。 
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最近では 1 つのページで DRM の 3 ステップすべてを⾏う、 

WEB ページを装った“広告”も存在しています。 

 

いわゆる「アフィリエイト広告」ですね。 

 

これも DRM の⼿法です。 

 

このようにネットと DRM の親和性は⾮常に⾼く、 

企業ではなく個⼈でも DRM によって収⼊を得ることが 

普通にできるようになってきているため、再注⽬されています。 

 

ダイレクトレスポンスマーケティングの歴史 

 

広義でいうダイレクトレスポンスマーケティングは、 

今から 100 年以上前から存在します。 

 

 

 



 Clover♧ 

当時からダイレクトレスポンスマーケティングと 

呼ばれていたわけではないでしょうが、 

電話もネットもなかった 1800 年代のことです。 

 

最初に DRM を⾏ったのは 

アーロン・モンゴメリー・ワードだといわれています。 

 

 昔、⽥舎の農⺠たちが⽇⽤品を買うには、 

かなりの遠出が必要でした。 

 

しかも⽇⽤品の仲介業者が多数介在していたため、 

値段も⾼かったといいます。 

 

当然、ネットはもちろん、 

今でいう何でも揃う⼤型店などもありませんから、 

都会まで出ていろんなお店をまわって 

⽇⽤品を揃えていったわけです。 
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ここに疑問を持ったモンゴメリーは、 

もっと⽇⽤品を安く⼿軽に⼿に⼊れられるようにと、 

メールオーダーによる直接販売を考えました。 

 

カタログで欲しい商品を選んでもらい、 

⼿紙で注⽂してもらうという⼿法です。 

 

これがダイレクトレスポンスマーケティングの始まりでした。 

 

その後、特に国⼟の広いアメリカでは、 

⼩売店での販売網に限界があったため、 

1920 年代には「通販」という形が 

浸透していたと⾔われています。 

 

新聞に広告を出し、 

はがきで商品購⼊を申し込むという⼿法です。 

 

これはモンゴメリーの⼿法を発展させた形でしょう。 
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それと同じころ、 

アメリカでは⼀般家庭にも電話が普及し始めており、 

さらにダイレクトレスポンスマーケティングは発展します。 

 

電話による問合せや商品購⼊の申し込みが 

できるようになったためです。 

 

1961 年には世界有数のダイレクトマーケティングエージェンシー

であるワンダーマン社の創⽴者、レスター・ワンダーマンが「科学

的（再現性のある）な広告原理に基づいた効率的な販売⽅法」とし

て提唱。 

 

従来の「伝えること」が⽬的であった広告との違いを 

明⾔しました。 

 

⽇本においては 1998 年ごろ、 

経営コンサルタントの神⽥昌典⽒が 

⽇本の市場に合った形で DRM を⽇本に広めます。 
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ルートセールスが当たり前だった当時の⽇本にとって 

DRM を駆使した⼿法は即効性があるとして、 

数多くの企業が導⼊しました。 

 

そしてこの⼿法はインターネットの普及と共に 

さらに注⽬されるように。 

  

購⼊履歴や検索履歴などから、 

より顧客一⼈ひとりのニーズを企業側が把握しやすくなった今、 

今後さらに DRM は進化を遂げていくのではないでしょうか。 

 

 


