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販促スタイル設計

今号は戦略的マーケティングの要と
なる「販促スタイル設計」について述
べます。前号で紹介した「戦略インタ
ビュー」で浮かび上がった自クラブの
価値に関する情報をお客さまへ届ける
準備が「販促スタイル設計」です。ど
んなに自クラブの価値を分析しても、
情報を届けるための「販促スタイルが
設計」できなければ、集客改善にはつ
ながりません。それでは、具体的な取
り組みについて説明しましょう。

価値を情報化するためには「表現戦
略」と「媒体戦略」という２つの戦略
を考える必要があります。「表現戦略」
とは、お客さまに伝えたい広告メッ
セージを立案することで、「媒体戦略」
とは、立案した広告メッセージを伝え
る媒体を決めることです。以下に「表
現戦略」と「媒体戦略」を決定するた
めのポイントをまとめましたので、自
クラブの価値を情報化するヒントとし
てご活用ください。

表現戦略１．ニーズとシーズ
まずはニーズとシーズを明確化しま

す。ニーズとは、お客さまの抱く未充
足な欲求や不満のことです。シーズと
は、お客さまのニーズに応えることが
できる自社のサービスや製品です。も
しも自クラブがお客さまのニーズに応
えることのできるシーズをもっている
ならば、その価値を最大限アピールし
ましょう。そこに独自性があれば競合
クラブを退けることのできる武器とな
ります。気を付けていただきたい点は、
シーズだけを一方的に語ってはいけな
いということです。「○○な施設です」

「○○なサービスがあります」「週にレ

ッスンが100本あります」といった内
容は、初めてフィットネスクラブに通
うお客さまの心には響きません。なぜ
なら、比較対象が存在しないからです。
フィットネスクラブの価値は利用する
まで伝わらないのです。だからこそお
客さまへ「自分はどんなニーズがある
のか」ということを事前にイメージし
てもらう必要があるのです。

表現戦略２．セグメンテーション
ここでいうセグメンテーションとは、

市場をいくつかのグループに区分けし
た場合、自社のシーズに対応するグル
ープがどこに属するのかを判断するこ
とです。

例えば、入会者獲得のために「一日
体験」を企画したとします。体験内容
はクラブごとに異なり、ご案内スタッ
フの有無、無料や有料など様々なパタ
ーンが存在します。まずは競合クラブ
がどのようなパターンで一日体験を行
っているのかなどを分析し、自社が優
位性を保てそうなグループを見つけ、
そこに対して自クラブの企画を訴求し
ていけばよいのです。セグメンテーシ
ョンがしっかりとできていれば、広告
的にも自クラブの「売り」を表現しや
すいはずです。

このように、シーズごとに優位性を
保てるパターンを蓄積していくことが
自クラブにとって総合的なビジネス領
域を構築することにつながります。ま
た、万が一企画がうまくいかなかった
場合でも、失敗要因が把握しやすくな
ります。トライ＆エラーを繰り返しや
すい環境をつくることができるのです。

表現戦略３．ライフステージ別分類
シーズを提案したいお客さまにター
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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運営の両方を手掛ける渡部広介氏。前号で確認した自クラブの価値を、お客さま
にどのように届けたらもっとも効果的なのか。そのための手順「販促スタイル設計」について述べる。
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ゲティングする前に、お客さまを生活
様式や消費動向を参考に分類して把握
しましょう。例えば、自クラブで定着
策として新たなレッスンを企画したと
します。企画にはネーミング、実施時
間帯、実施時間、強度、難度、定員の
有無、ポスターのデザインなど複数の
検討事項が存在します。この検討事項
を決めやすくするためにお客さまのラ
イフステージ別分類が必要になるので
す。表１にいくつか例を挙げます。

表現戦略４．ターゲティング
訴求したいターゲットが決まったら、

次にコアターゲットとサブターゲット
を決めます。コアターゲットへの働き
かけは単純です。対象に対して「皆さ
ん」と呼びかけるのではなく、「○○
さん」と呼びかけるように表現するこ
とが反応率を上げることにつながりま
す。皆さまは、電車の中や街中で聞い
た他人の会話を覚えていますか？　ほ
とんど覚えていませんよね。一方、ボ
クサーは試合中に多くの歓声のなかか
らもセコンドの指示だけを聴き取るこ
とができます。人の耳というのは便利
なもので、聞こうとしなければ他人の
声は頭に入らないようになっているの
です。

このように、コアターゲットを決め
ることは重要ですが、実は多くのクラ
ブがサブターゲットを設定することに
意識を向けていません。サブターゲッ
トが曖昧だと核となるサービス以外が
ぼやけます。コアターゲットから紐付
けされるサブターゲットも明確にしま
しょう。

表現戦略５．ライフサイクル
ここまでくれば「表現戦略」はほぼ

出来上がっています。あとはライフサ
イクルに合わせた打ち出しをするだけ
です。ライフサイクルとは、あるサー
ビスや製品カテゴリーが市場に誕生し
てから撤退するまでを生物の一生にあ
てはめた考え方です。サービスや製品
にも生物と同様に寿命があり、市場規
模の上下によって表２のような４つの
段階に説明できます。

導入期はサービスや商品が市場に認

集
客
戦
術

知されていないため、広告宣伝の必要
性が高まります。成長期は最も需要が
高まりますが、成熟期に入ると差別化
戦略や価格競争が発生します。そして
衰退期は大きな投資がリスクになると
いったように、段階に応じた戦略が求
められます。自クラブのシーズがどの
段階にあるのかを見極めましょう。

媒体戦略１．ブランド
基本は自クラブのブランド力に相応

しい媒体を選定することです。自クラ
ブのブランド力を計るには「基本価値」

「情報価値」「周辺価値」がどの程度確
保されているのかイメージします。「基
本価値」とは、文字通りクラブの基本
サービスなので、施設や料金などを指
します。「情報価値」は、前述した表
現戦略にあるデザインや広告イメージ
を指します。「周辺価値」とは、サー
ビスや製品をより多く売るために必要
な接客態度やスピードのことです。ま
ずは自クラブが基本価値から周辺価値
までをどの程度ブランディングできて
いるのか、検証しましょう。

媒体戦略２．購買パターン
購買パターンとは、お客さまがサー

ビスや製品の購買に至るまでの心理変
化と行動変化を示したものです。住宅
や車などの高価なものは生活への関与
度が高いため、知る→わかる→好きに
なる→トライアル→リピートといった
購買パターンになります。フィットネ
スクラブも以前はこれに近い購買パタ

ーンでしたが、これでは現在の競合環
境で勝ち抜くことはできません。どれ
だけ早くトライアルをしてもらえるか
が鍵となります。よって、望まれる購
買パターンとしては、知る→トライア
ル→わかる→リピート→好きになると
いった順です。

ただし「お試しキャンペーン」や「無
料体験」において、トライアルを手前
にもってきても、そこに価値がなけれ
ばその先の購買につながらないことを
忘れないでください。上記を理解した
うえで媒体ごとに打ち出す内容を絞り
込みましょう。

媒体戦略３．価格設定
媒体に載せる価格はクラブ全体の印

象にも関わってきますので注意が必要
です。例えば、フリーペーパーのクー
ポンに自クラブの外観と正会員の金額
のみを掲載した場合、どのような印象
をもたれるでしょうか。おそらく伝え
たい価値が伝わらないまま「高いクラ
ブ」と思われてしまいます。ポイント
は表現できる価値と価格とのバランス
です。すべての媒体で会費の一覧表
を載せるのではなく、「売りたい価格」

「売らねばならない価格」「売れる価格」
に分けて表現しましょう。

まとめ

販促スタイルを決定することは本来
とても楽しい仕事です。読者のなかか
ら優れた販促スタイル設計士が育つこ
とを願っています。

◆表１

15 〜 24 歳：運動効果に対する期待が高く、定着率は低い
25 〜 34 歳：運動効果に対する期待がとても高い
35 〜 44 歳：グループエクササイズへの関心が高い
45 〜 54 歳：グループエクササイズへの関心がとても高い
55 〜 64 歳：サービスにこだわり付加価値に反応する
65 〜 74 歳：サービスにこだわり会員同士の交流を求める
75 歳〜：会員同士の交流を求め、定着率は高い

◆表２

	 投資	 収入
導入期：市場が立ち上がろうとしている	 ◎	 ×
成長期：市場が伸びているので収益も上がりやすい	 ○	 ◎
成熟期：市場は横ばいで安定している	 △	 ○
衰退期：市場が減り魅力が弱まる	 ×	 △


