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実践！戦略的マーケティングの手法

マーケティングという言葉の定義は
様々ですが、簡単にいえば消費者が「何
が欲しいのか？」「なぜ欲しいのか？」
を検証することです。別のいい方をす
れば「消費者のニーズを明らかにし、
適切な商品やサービスを効果的に提供
するための活動」です。モノをつくれ
ば売れる、他社よりも安ければ売れる、
価値あるものならば売れるといった提
供側の意向が優先される時代は終わり
ました。本連載では、これからのマー
ケティング新時代に備えるため、クラ
ブ運営側のサービスが消費者の「欲し
い」に近付くための概念と、それを実
践するために必要な４つのステップに
ついて解説していきます。

広告ネットワークの構築

新規オープンするフィットネスク
ラブの初期集客をプランニングする
際、まず何から着手しますか？　多く
のクラブは新聞折込みチラシのデザイ
ン制作や部数決めから着手するのでは
ないでしょうか。チラシの制作や印刷
には多額の経費が発生し、制作にミス
は許されません。また、折込みエリア
も商圏を予測して指定しなければなら
ないので、担当者にとっては労力がい
る仕事です。次に、集客に影響値の大
きいホームページ制作に着手するとし
ましょう。しかし、オープン前に掲載
できる情報は意外と少ないもので、施
設パースや料金、キャンペーン内容な
どに限られます。これでは他社に比べ
て目を惹かないからと、ツイッターや
フェイスブックなどのSNS（ソーシャ
ルネットワークサービス）にも着手し
たとします。しかし、SNSに精通して

いるスタッフが手薄な場合、効果的に
活用するまでに苦戦する可能性があり
ます。また、SNSはそもそも即効性に
乏しい媒体です。そうこうしているう
ちにオープン日が近づき、予定してい
たチラシの街頭配布やポスティング、
近隣商店への挨拶回りに着手できな
かったといった経験はありませんか？
　こうした状況に陥る本質的な原因は、
広告宣伝を検討するクラブの関係者に

「集客にはバランスが重要である」と
いう認識が欠けているところにあるの
ではないでしょうか。現代の消費者は
自分に届く多くの情報を独自のフィル
ターにかけて、自分の欲する、また信
頼のできる情報だけをインプットする
傾向にあります。クラブがいくら有益
な情報をチラシに載せても、一方向か
ら情報を伝達するだけでは多くの消費
者に届かない時代になっているのです。
広告宣伝、販売促進の担当者は時代の
変化を感じとり、集客ターゲットに情
報を届けるための効果的な「広告ネッ
トワーク」を構築しなければなりません。

仮に、チラシだけで初期集客を行っ
たとしましょう。チラシだけでも一定の
集客は可能でしょうが、初期集客にか
かる時間に大きな差が生じるはずです。
広告宣伝を開始してからオープンまで
の時間には限りがあるため、主力メディ
アの集客効果を加速させる広告ネット
ワークが必要となるのです。

メディアミックスへの対応

広告ネットワークを構築できないク
ラブには２つの理由があります。１つ
目は、集客に及ぼすメディアごとの影
響値が整理できていないことです。例
えば、SNSは口コミとしての広告効果
が強いため、即効性は低いものの一定
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総合型フィットネスクラブの運営開発や店舗開発に長年携わり、2012 年に独立起業し、現在コンサルティ
ングとヨーガスクールの運営の両方を手掛ける渡部広介氏による新連載。人々のニーズも変わるなか、
マーケティングも日進月歩である。そうしたなか、今クラブに効果的なマーケティングについて紹介する。
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期間後に細胞分裂のような広がりをみ
せます。即効性が期待できないメデイ
アの影響値も正確に予測し、将来的な
効果を期待する集客メディアとして活
用する理解が必要です。２つ目は、各
メディアを有効に連携させることがで
きていないことです。図をご覧くださ
い。あまり理解されていないことです
が、各メディアは広告範囲を重ねずに
多くの消費者に接触させることと、広
告範囲を重ねるようにして特徴を理解
してもらうという２つの相反する目的
によって相互に成立します。これがメ
ディアミックスの基本です。他業種
ではメディアミックスが主流ですが、
フィットネス業界は新聞折込みチラシ
と価格訴求への依存度が高い時期が長
く続いたため、他業種に比べ、浸透が
遅れたといえるでしょう。

オープン前と後で異なる集客手法

オープン前に集客効果を出した広告
ネットワークは、オープン後も集客効
果を発揮します。しかし、それぞれの
媒体で表現する内容はオープン前と
オープン後で変化します。具体例を挙
げると次のようになります。

■オープン前のアピールポイント
・立地（通いやすさ、わかりやすさ）
・施設（規模、付帯設備）
・料金（低料金、キャンペーン）
■オープン後のアピールポイント
・プログラム（レッスン内容、本数）
・ソフト（スタッフ、サポートシステム）
・サービス（ボディケア、利用者の声）

オープン前に消費者が気にすること
は「どんな場所にどんな施設ができて
いくらで使えるのか」といった内容で
す。身近な場所に新しいクラブがオー
プンするといったことが最大の関心ご
とであり、この時点でスタッフの指導
レベルや付帯設備についてアピールし
ても大きな反応は期待できません。し
かし、オープンしてから数年が経過す
ると、クラブの鮮度は徐々に落ちてき
ます。すると消費者は「どんな場所に
どんなクラブが…」ではなく、「この
クラブはほかのクラブに比べてどのよ
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うな特徴（優位性）があるのか」といっ
たことに興味を抱きます。この変化を
見逃してチラシに立地や施設、料金だ
けをアピールし続けていては消費者に
興味をもたれないでしょう。ポイント
は売りたいものの「見せ方」にありま
す。クラブのアイテムやサービスを急
に変える必要はなく、クラブが消費者
にどのような目で見られているのかを
分析してから必要な広告宣伝を行えば
よいのです。もうひとつのポイントは、
見せ方を変化させる時期の見極めです。
これは一概にいつのタイミングといえ
るものはなく、クラブの経過年数、競
合環境の変化、集客状況によって判断
しなくてはなりません。担当者は見せ
方の転換期を常に探る必要があります。

GISの導入

広告ネットワークの体制が整った
ら、あとはターゲットを決めて情報を
投げます。では、ターゲットがクラブ
の存在する地域でどのように分布して
いるか調べるにはどうしたらよいので
しょうか？　ピッチャーが早い球や変
化球を投げることができるようになっ
たとしても、球がストライクゾーンを
外れていてはよい結果は得られません。

「商圏はクラブの○km圏でしょ」と
ざっくりとした判断をする方もいます
が、これでは古典的なマスマーケティ
ングから脱却できず、集客上非効率で
す。チラシやポスティングの効果を最
大化するためには、GIS（エリア分析
用のソフトウェア）を使って地域をセ
グメントすることが有効です。経験
上、GISは多目的なGISエンジンより

も、エリアマーケティングに特化した
ものが使いやすいといえます。

GISを使用するエリアマーケティン
グの手順について一例を紹介しましょ
う。まずはクラブを基点に商圏をマス
トゾーンとベースゾーンにセグメント
します。マストゾーンは最寄商圏で高
入会率が期待できるエリアです。また、
ターゲットとする属性の居住率が高い
ことも条件となります。ベースゾーン
は商圏全体を指します。ここで用いる

「商圏」とは顧客を吸引できる範囲の
ことです。ベースゾーンは新聞折込み
チラシでまんべんなく抑えます。これ
に対し、マストゾーンは新聞未購読層
も抑えるべくポスティングやタウンプ
ラスも併せて行います。文章にすると
簡単な作業のように思えますが、実際
はGISを使わずに手作業で行おうとす
ると膨大な時間がかかります。GISを
所有する広告代理店にプランニングを
丸投げする手もありますが、広告宣伝
のプランニングは繰り返し行われる作
業なので自社で完結できるようにする
ことをお勧めします。

成功する販促活動とは

ここまで戦略的マーケティングの概
念について述べましたが、具体的にど
のようなことをすればよいのかという
と、次の４つのステップに集約されます。
① 戦略インタビュー
② 販促スタイル設計
③ エリアプランニング
④ デザインプランニング

次号より、それぞれのステップにつ
いて詳しく解説していきます。

◆図　メディアミックスの活用イメージ

知名度を上げるため
に重ならないような
情報発信で多くの人
に接触する メディアが重なる部

分を優位に働かせて
クラブの特徴を理解
してもらう
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