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１．クロスメディアマーケティングとは



1. クロスメディアマーケティングとは

● マーケティングメッセージを様々な媒体を用いて宣伝

　することで、顧客を購買のフローに導く。

● 一人の消費者が購入に至るまでの導線づくりや仕掛けを

　考えていく。

クロスメディアマーケティング

メディアミックスマーケティング

● 同じマーケティングメッセージを様々な媒体を用いて宣伝する
ことで、各メディアの到達範囲の不足を補っている。

● どんな媒体を用いても、同じ宣伝効果を期待している。



１.クロスメディアマーケティングとは

購買までの流れ

TVのCM

Webサイト

電話

店頭

購入

・認識

・理解

・検討

・検討



クロスメディアマーケティング

鈴木雅也、宋、刀根匠、
竹味亮子、神谷柚衣



２．各メディアの特徴





日本の媒体別広告費の推移



日本のメディア

★４媒体広告(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌)＋インターネット広告で

日本の広告費の半分弱（43.8％）を占める

★インターネット広告が急成長

★広告費全体では増加している（27年で1.7倍！）

1988年3,545,991百万円→2015年5,923,903百万円



テレビＣＭの特徴

・日本の媒体別広告費　シェア一位

・テレビCMの種類には

「タイムＣＭ」と「スポットＣＭ」がある

     タイムＣＭ：番組枠として設けられる/30秒/出稿期間は基本3か月

     スポットＣＭ：番組とは関係なし/15秒/時間帯により広告費変わる



テレビＣＭ　メリット&デメリット

・広範囲
・伝達速度が早い
・繰り返し流せる
・感情に訴えかけやすい
・イメージを伝えやすい

・時間とコストがかかる
・録画だと
   リアルタイムで見られない
・意図的に見られない可能性がある



ラジオCMの特徴

・時間帯によって聴取者（リスナー）層が分かれる

　たとえば…朝は出社するサラリーマンが中心、夜～深夜は受験勉強をする中高生、タ
クシー運転手や長距離移動のトラック運転手が中心

⇒対象となるリスナー層が聴取している時間を

   見極めることが大切



ラジオCMのメリット&デメリット

・ターゲットが絞りやすい

・社会信頼度が高い

・地域密着型

・CMを飛ばされることがない

・低コスト（TVの1/10)

・短期間でのCM作成が可能

・イメージが伝わりづらい

・「ながら聞き」されることが多い

・最も広告費が安い

   =ターゲットが少ない



新聞広告の特徴

・新聞広告の種類には「全面広告」

「記事下広告」「小型広告」「用途別広告」などがある

・1000以上のさまざまな種類が存在する

・新聞の定期購読率は若年層だけでなく、

   50～60代でも低下傾向



新聞広告のメリット&デメリット

・地域密着型

・社会信頼度が高い

・写真やイラストを使える

・掲載までの時間が短い

・1日で広告媒体価値を失う

・読者数が減っている

・購読者の年齢層が高い

・デザインや色の表現は難しい



雑誌広告の特徴

・特定のジャンルに特化した紙メディア

・雑誌広告の種類には

「編集タイアップ広告」と「記事型広告」がある
  編集タイアップ広告：雑誌の編集者が作成する広告

  記事型広告：広告代理店などが作成する広告



雑誌広告のメリット&デメリット

・ターゲットが絞りやすい

・特定の層には信頼性が高い

・読者にイメージさせやすい

・媒体価値が長期にわたる

・読者層と合わなければならない

・掲載までに2ヶ月程かかる

・読み飛ばされてしまう

・潜在顧客は発掘できない



インターネット広告の特徴

・シェアを伸ばしている

・企業と消費者間に双方向性がある

    ⇒消費者が能動的

・詳細な情報を提供できる



インターネット広告のメリット&デメリット

・空間/時間的制約がない

・ターゲットを絞りやすい

・検索させ深められる

・速報性がある

・社会信頼度が低い

・情報が多すぎる



まとめ：5種類の比較



３．クロスメディアマーケティングの例



[金融商品 ]

三井住友銀行

TV
新聞

Webページ

Web・店頭

・認識
ーTVや新聞の広告を見てキャンペーンについて知る
ー”有名である”と思わせ「企業の信頼感」を得る

・理解
ー顧客がネットで検索し、より豊富な情報を得る

・購買
ー顧客はインターネットや店頭で購入する



[金融商品 ]

・商品の利用別に分かりやすく表示

・豊富な情報





[金融商品 ]

金融機関の広告：豊富な情報と企業の信頼感が必要

「豊富な情報」➡webサイト

「企業の信頼感」➡テレビCMや新聞広告

　　　テレビCMで「信頼感」を醸成し、実際の商品やサービスの特徴をそのほかのメディア

で知ることで相乗効果が生まれる。→クロスメディアに適している。



[化粧品]

企業名　：再春館製薬所

商品　　：ドモホルンリンクル

商品特徴：年齢化粧品。

　　　　 売り文句「30代からの年齢化粧品」

　　　　 乾燥を防ぐことで小じわを目立たなくする。

（http://www.saishunkan.co.jp/domo/product/）



[化粧品]

ドモホルンリンクルの販売特徴をＣＭから見ていただきます。

https://www.youtube.com/watch?v=gGk0T02cHFw



[化粧品]

・ＴＶＣＭによる認知率の高さ。

・無料トライアルセットの存在。

　（初回の申し込みは必ずお試しセットを通じてから。）

・電話番号の覚えやすさ。

　⇒電話への導線づくり



[化粧品]
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・認知
ー顧客の興味をひき、無料お試しセットを知ってもらう

・コンタクト
ーCMを視聴した後、顧客に無料お試しセットを注文してもらう

・理解
詳細な商品カタログと無料お試しセットを送る
より深く商品を知ってもらう

TVのCM

電話

カタログ
お試しセット

電話



[化粧品]

ドモホリンクルは東京地区での女性向け化粧品の中でCMの放映時間が一番長い。

再春館はTVCMに力を入れている

http://www.news1st.jp/index.php?s=28&item=255 30



[化粧品]

女性の場合は年齢が上がるにつれてTVを見る割合が高くなっている

http://eco-notes.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/2014%E5%B9%B4-%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E6%99%82%E
9%96%93%E3%83%BB%E6%80%A7%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%88%A5%E6%AF%94%E8%BC%83.jpg
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ドモホルンリンク
ルのターゲット層



[化粧品]

ドモホルンリンクルの販売結果

・35万件の初回セット請求／2013年度

・約259億円／2013年度

（再春館製薬所の通販売上高の約90％を占める）

・売り上げ全体の約9割はリピート客。

　



ドモホルンリンクルのクロスメディア戦略の結果

・化粧品業界は、「使ってもらわないと商品価値が伝わりにくい」業界。

・ドモホルンリンクルは、まず試してもらうために無料トライアルセットを用意

し、　　　　　その存在認知としてクロスメディアを図った。

・結果、リピーター率からも伺えるように、ドモホルンリンクルはその商品価値

の伝達に　成功し、ターゲット層の高い満足度を得ることができたと伺える。

[化粧品]



 [ウィスキー]

● 企業: SUNTORY

● 商品: Suntory whisky

● 販売促進: 角ハイボール

● ターゲット: 若年層    

34https://ototoy.jp/news/81644
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デジタルサイネージ

TV CM

検索おいしいハイボールの作り方

https://www.youtube.com/watch?v=Y5qot9nPt4c



[ウィスキー]
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店のPOP 

● 認識
- これらのメディアによってこの製品を認識する

● 理解
- 検索を通して、顧客はより多くの情報を入手し、それによって

この製品に対する好奇心を生み出す

● 試す
- 店のポップによって客に製品の存在を思い出させる
- この製品を試すことで、顧客は製品の特長を理解する

● 口コミ
- 製品が良かったら、口コミとして広がる
- この口コミが別の人の認識のきっかけとなり得る



４．まとめ



クロスメディアマーケティングのメリット

1.　媒体毎の不足を補い合える



クロスメディアマーケティングのメリット

2. 客の潜在購買意欲を引き出す事ができる

最初はそれほど買う気がなかった客でも、一度クロスメディアマーケティングのフローに乗った客は、購買まで
つなげやすい



Keep in mind

● 多くのメディアを使うこと≠結果につながる

● 目的と計画を持つこと

● ファーストステップは印象的に

40
http://www.culturecrossmedia.com/definition-crossmedia/
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ガベージニュース　広告費推移をグラフ化してみる

http://www.garbagenews.net/archives/2031422.html

（株）　電通　電通総研「日本の広告費」

http://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/

クロスメディアとメディアミックス

http://vinectia.jp/blog/2011/06/17/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%
A3%E3%82%A2%E3%81%A8%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%83%E
3%82%AF%E3%82%B9/

ドモホルンリンクル営業成績

https://netshop.impress.co.jp/node/241
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