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顧客情報を 
マーケティングに活かす 
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はじめに 

紙とデジタル、どちらがいいかという議論は盛んに行われますが、そも
そも紙とデジタルでは特性が違います。なので、簡単に白黒をつけられ
る問題ではなく、双方の特徴を理解してマーケティングに活かす必要が
あります。 
メールよりもDM、DMよりもDM＋メールの方がユーザーの反応が高かった
という調査もあるそうです。 

ペーパーレスの導入によって淘汰されがちな紙媒体ですが、デジタルと
の融合によって効果性を高めることができますよ。 

はじめに 

デジタル×紙×マーケティング 

お客様の望むメディアで情報を届ける 

デジタルも紙も活用 

紙はデジタルネイティブ層にも効果的 

結婚出産で別人のように変わるのが女性！ 

“一番売れています”は意味がなくなる 

「個客」情報を活用したマーケティング 
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紙かデジタルか… 
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デジタル×紙×マーケティング 

“紙”には物理的なパワーがあります。 

ペーパーレスの導入によって不要な書類は確実に減りました。
しかし、オフィスに紙の書類はまだ残っています。必要な紙
があることと、デジタルの限界点が明らかになったことで、
紙メディアの価値を高めたといえます。 

紙には紙の、デジタルにはデジタルの良さがあります。デジ
タルメディアが登場して20年ほどで、各メディアのTPOが理解
され始めました。 

印刷物にはもともと一定のクオリティが保て、A4サイズくら
いの文字量でもストレスなく読むことができるという優位性
があります。また、紙メディアは物質なので、良い紙、硬い
紙、光沢のある紙と、表現が多彩です。デジタルメディアに
はない、重さや匂い、手触り感といった人の五感に訴えられ、
物理的なモノが残る「保有効果」によって、他の家族の目に
も触れることも期待できる点も大きなメリットだといえます。 

一方、スマートフォンの画質はきれいになり、ハイビジョン
と変わらない品質になりましたが、電子メールは無料で早く
届くというメリットがあります。しかし、A4サイズぐらいの
文字量になると、スマートフォンでは読みにくく感じます。
スマートフォンは短い文章のやり取りに長けています。 

 

紙メディア 
 

・高い開封率 
・一定のクオリティが 
 保てる 
・長文も読みやすい 
・人間の五感を刺激 

デジタルメディア   
 

・即時性・スピード 
・低コスト 
・短い文章のやり取りに 
 長けている 

デ
ジ
タ
ル×

紙 

紙メディアと 
デジタルメディアの特性 
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お客様の望むメディアで情報を届ける 

適材適所でメディアの使い方が明確になってきた 

電子メールは無料で早く届く割に開封率が低いので、最近郵便
物で送ろうという動きが出てきました。紙のカタログをやめよ
うという企業がある一方、その価値を認めている企業もありま
す。ようは届ける先のお客様が望む形のメディアを使おうとい
う方向にシフトし始めています。 
メディア、コミュニケーションの選択肢がお客様側にある以上、
紙が良ければ紙、電子メールで十分なら電子メール、フェイス 
トゥ フェイスが必要だったらフェイス トゥ フェイスを使い分
けることが重要です。お客様の理解が最も高くなる方法を、お
客様と合意形成していくことが重要で、企業側がこのメディア
と決めたり、一つのメディアで一斉にメッセージを送ったりす
る時代ではありません。 
 

印刷物もデジタルメディアの一部に？？ 

今や、印刷のプロセスはほとんどがデジタル化され、入稿デー
タもデジタル処理されています。また、お客様ごとに内容を変
えてパーソナライズ印刷することも可能で、デジタルメディア
と変わらない機能を持つようになりました。 
紙という素材だけが物理的なもので、あとはデジタルなのです。 

 

パーソナライズ
ミニコミ誌 

HP閲覧情報 
経年劣化情報 

顧客情報 
購入履歴 

パーソナライズ
DM 

顧客情報を活用 
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デジタルも紙も活用 

ポイントは消費者行動の把握と活用 

個々の消費者の行動を把握することが、デジタルと紙の活用を促進するポイントになります。 

明治時代や江戸時代は帳簿に誰が何をいつ買ったのかを付けていました。商品中心に何がいくつ売れたかではな
く、一人ひとりの顧客を大切に、顧客情報をきちんと管理していたのです。現在は商品主体のマーケティングか
ら帳簿主体のマーケティングに戻り始めています。筆で帳簿を書くわけではなく、デジタル技術によって顧客情
報を管理する時代になってきています。 

あらゆる顧客情報がデータ化され、より顧客を知ることが出来るようになっただけでなく、デジタルと紙を複合
的に活用することで、一人ひとりの顧客と最適なコミュニケーションが取れる時代です。 

どんなメディア、どんなコミュニケーション、どんな商品を望んでいるかのヒントは、個々の消費者の行動にあ
るといえます。全員が違う消費行動を取り、消費価値を感じています。企業は原点回帰して、一人のお客様がな
ぜその商品を欲しているかを理解し、それに沿ったコミュニケーションやマーケティング戦略が求められている
のです。 

冒頭で紹介したある調査では、DMとメールの効果性を比較したところ、メールよりもDM、DMよりもDM＋メール
の方がユーザーの反応が高かったというデータが出たそうです。 DMの効果性が高かった理由として、DMの場合は
ユーザーの元に届いてから長期間にわたって効果を発揮すること、上司から部下に手渡されるなど複数の目に触
れることが上げられています。 デジタル印刷が進んだことで、ターゲットにあわせて小ロット印刷が可能になっ
た点も見逃せません。紙には紙ならではの優位性があり、さらにデジタルと融合することによって効果性を高め
ることができます。 
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紙はデジタルネイティブ層にも効果的 

人は手間がかけられているものに対して、高い価値があると感じます。 

自分で組み立てた家具により愛着を持つ『イケア効果』や、手作りや手作業の製品をより高く評価する『ハンド
メイド効果』等と同じように、紙メディアに労力がかかると感じている顧客はメールやLINEなどのデジタルメ
ディアより、紙メディアに高い限定感を感じえうようです。 

EメールやSNSはクーポンであふれ、生活者が
複数のデジタルチャネルに疲れている今だか
らこそ、愛着という観点で紙などのアナログ
チャネルを有効に使えるのではないでしょう
か。 

デジタルと紙を複合的に活用することで、一
人ひとりの顧客と最適なコミュニケーション
が取れると言っても、紙メディアでやってい
ることをそのままデジタルでも配信していて
は、全く意味がありません。 

デジタルと紙メディアの特性を理解し、コン
テンツを吟味する必要があります。 

 
〔出典〕翔泳社–MarkeZine Day  

限定感に対する労力の影響 
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今後は顧客情報を 

販促に活かす時代 
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結婚出産で別人のように変わるのが女性！ 

従来は女性のライフコースが複雑でなかったため、マーケ
ティング用語ではF1層（20～34歳の女性）、F2層（35～49歳
の女性）と年齢で分けていました。しかし、未婚か既婚か、
子どもがいるかいないかで女性の消費行動はまったく違いま
す。「男性だってひとくくりにはできないだろう」と言われ
るかもしれませんが、子どもが幼稚園の時と、子どもが高校
生の時で、男性の購買行動に大きな変化は見られません。し
かし女性は、年齢、仕事、既婚未婚、子どものあるなしなど
で、興味関心がまったく異なります。女性のライフコースは、
大きく分けて6つあり、今後は女性の消費を考える場合、年齢
ではなく、ライフコースで分ける必要がありそうです。 
「妻が結婚する前と後、子どもを出産する前と後では、別人
のように変わった」と言う男性の言葉を聞くことがあります
が、それこそが女性でもありますね！ 

 

特徴 
2015年 

世帯構成比 
2020年 

増加傾向 

①Single  
就業・子どもなし 

21.0% 

②DINKs  
共働き・子どもなし 

10.4% 

③SINKs  
専業主婦・子どもなし 

6.1% 

④Single Mother  
就業・子どもあり 

10.1% 

⑤DEWKs  
共働き・子どもあり 

22.4% 

⑥Sahm’ers  
専業主婦・子どもあり 

12.1% 

その他 
夫が非就業、妻が就業/夫婦ともに非就業な
ど 

17.9% 

〔出典〕 HERSTORY REVIEW 3月号 

女性顧客を理解するためには、6つのうち、どのライフコース
を進んでいるのかを横軸に取り、次に縦軸の年齢とクロスさ
せてライフステージを確認することが重要です。女性は、ラ
イフステージ特有の強い悩みや不安、課題を持っていますが、
そこに応える商品やサービスを提供することが、共感と共鳴
になる。そこから同じステージ内の女性たちへとクチコミが
広がりやすいですね。 

〔出典〕翔泳社–MarkeZine Day  
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“一番売れています”は意味がなくなる 

大量生産を前提としてきた製造業の体制が変わったことが、マーケティングの手法変化の要因として挙げられま
す。技術革新で多品種・少量生産でもコストが見合うようになったことで同じ製品を大量に作るのではなく、消
費者が欲しい仕様でモノを作ることができるようになりました。その結果、消費者の選択肢が広がり、マーケ
ティング戦略が見直され始めたといえます。 

 
かつて、消費者に向けてのキーメッセージは“一番売れています”でした。しかし、今で
はそれが消費者にとって何の意味も持たなくなっています。 

消費者にとって「自分にふさわしいものは？」という個々の問いに答えられるメッセージ
が必要となってきたのです。Z世代（1990年代中盤以降に生まれた世代）の買い物傾向か
らも見て取れるようにモノが中心だった生活から、自分が中心の生活へ「自分にとって本
当に大切なことは何か」を問うた時、必要なものが選ばれています。 

また、買い物をするうえで、「私のため」「私だけ」「自分に合う」など私仕様の提案
ニーズが大きいことも特徴的です。 
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「個客」情報を活用したマーケティング 

インターネットの普及により、情報量が急激
に増加した現在の社会において、消費者の
ニーズは多様化しています。マスマーケティ
ングのような均一なアプローチだけでは販促
効果を得ることが難しくなってきているのが
現状です。そこで重要になってくるのが、顧
客一人ひとりに合わせてカスタマイズしたア
プローチを展開するOne to Oneマーケティ
ングです。 
 
One to Oneマーケティングでは、企業が各種
データから「個客」（＝一人ひとりの顧客）
情報を読み取り、それぞれに最適なチャネル
を使って、最適な情報を提供するコミュニ
ケーションを行います。こうした活動により、
顧客と良好な関係性を構築していくことでロ
イヤルティを高め、顧客生涯価値（LTV）を
向上させることを最大の目的としています。 

 

今、お持ちの顧客情報を販促活動に活かしませんか？ 

一律に同じ器具を紹介するのではなく、欲しいものの情報を欲しい人へ届けましょう！ 

原点に立ち返り、お客様との関係性を強化させることが大切です。 

Aが 
欲しい 

Bが 
欲しい 

Cが 
欲しい 

商品案内 
Aの商品案内 Bの商品案内 Cの商品案内 

SNS DM Web広告 

企業 企業 

マスマーケティング One to One マーケティング 

同一内容のアプローチ 1人ひとりの趣味嗜好に合わせてアプローチ 
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今後、顧客個人個人の行動分析がより重要になってきます。 

現在は商品主体のマーケティングから顧客主体のマーケティングに戻り始めています。明治時代や江
戸時代に、誰が何をいつ買ったのかを帳簿に付けていたように、一人ひとりの顧客を大切に、顧客情
報をきちんと管理する時代なのです。 

デジタル技術によって顧客情報を管理することができます。 
あらゆる顧客情報がデータ化され、より顧客を知ることが出来るようになっただけでなく、今やデジ
タルメディアとも呼べる紙と組み合わせることも可能です。デジタルと紙を複合的に活用することで、
一人ひとりの顧客と最適なコミュニケーションが取れる時代になったとも言えます。 

ソフィア企画では、ガス事業者様がお持ちの顧客情報と当社保有の生活者視点のコンテンツ情報を組
み合わせ、タイムリーに旬な話題を提供できる仕組みを構築し、新たなコミュニケーション戦略のご
提案をしています。従来の紙媒体に加え、Webや動画サイトなどとクロスメディアの活用ができる仕掛
けの導入は転換防止や販売向上・サービス向上に確実につながります。 

お客様と適切なコミュニケーションが取れるクロスメディアによる新たなコミュニケーション戦略で
ガス事業者様のDX推進をお手伝いしています。 
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