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特別企画　販促会議 企画コンペティション

協賛企業からの誌上オリエンテーション

大人が行きたくなる『シェーキーズ』の素敵なアイデア

Q.課題の目的・目標は？　シェーキーズは､ 日本上陸
から40年以上の老舗ブランドとして高い知名度があ
りながら､「学生が行くお店」と認知されているのが
現状です｡ 価格面だけではない「大人が楽しめるブラ
ンド」となるような企画・アイデアを期待しています。
Q.市場動向やターゲットは？　リーズナブルなピザバ
イキングチェーンとして競合するブランドはほとんど
ありません｡ 現状は、主に25才〜35才の男女の客層
が薄く､ 特に社会人やファミリーに支持していただけ
るブランドとなることが現状の課題です｡
Q.訴求点は？　「American Pizza House」のコンセプ
トのもと､ シェーキーズは1980年代には全国に80店

舗を展開する強いブランド力を持っていましたが、
2000年以降は直営店・フランチャイズ店合わせ
て20店舗前後を推移しています｡ 近年ショッピ
ングセンターを中心にファミリー層をターゲット
にした「Kids & Family」タイプの店舗にリニュー
アルを進めています｡
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　店舗のロケー
ションや客層に合わせた価格設定・営業内容も特
長です｡ そのために全国一律の企画・販促を行う
には一工夫必要ですが､ チェーン自体はコンパク
トなので新しいことに挑戦したいと考えています。

（シェーキーズグループ／グループマネージャー 廿楽貴一氏）

Q.課題の目的・目標は？　25歳以下の女性が「塗る
つけまつげ」を購入したくなる企画を募集します。
Q.市場動向やターゲットは？　人気製品がひしめくマ
スカラ市場で、15年前に発売して以来ずっとナンバー
ワン。でも若い人たちには知られていないのが実態で
す。自分に合う本当に良いものをよーく選んで慎重に
買い物をするけれど、やっぱり話題のものを使ってみ
たい。そんな人たちに「長年売れている良い製品だ」
と知ってもらい、手にとってもらいたいです。25歳
以下の女性の「買いたい気持ち」にキュンと響く、斬
新なアイデアをお待ちしております！
Q.訴求点は？　「塗るつけまつげ」は化粧品というより、

リアルな効果を実感できる「まつげを長くするた
めのツール」として生まれました。塗るほどにま
つげが長くなるのに、どんなに重ねて塗ってもつ
るんと美しい。その仕上がりはまさに「塗る」タ
イプの「つけまつげ」。絶対にパンダ目にならず、
落とすときもお湯で簡単にスルンと落とせます。
お湯で落とせるフィルムタイプの先駆けで、ほか
の製品と比べても抜群の機能性です。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　これまでにな
い斬新な企画を募集します。店頭、SNS、マス
メディアなど、どんなメディアでも可とします。

（マーケティング部 製品担当者）

10～20代の女性を、「塗るつけまつげ」に惹きつける方法
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Q.課題の目的・目標は？　「コミックシーモア」の一
般の認知度はまだ高いとは言えず、まずは認知を広め
ること。電子書籍サイトを利用する際に「コミックシー
モア」を選択していただくこと、無料試し読みだけで
はなく、いかに書籍を購入いただけるかが課題です。
Q.市場動向やターゲットは？　電子書籍市場は拡大傾
向にあり、利用者も年々増える中、多くのサイトが新
規利用者を獲得すべくプロモーションを展開していま
す。「コミックシーモア」の利用者は、年齢別では「20
歳代〜30歳代」の方が最も多いため、ターゲットも、
この層に設定いたしました。
Q.訴求点は？　30万冊を超える豊富な書籍のライン

ナップに加え、無料作品を1100冊以上提供して
います。また、800本以上の特集やキャンペーン
も展開しております（数値は2016年2月現在）。
初めてサイトを訪問された方も、すでにご利用い
ただいている方も、十分に楽しんでいただけるよ
うなサイト構成になっております。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　新規の無料会
員登録数は拡大傾向にある一方で、書籍を購入い
ただくお客さまの増加につながっていない課題が
あります。最終的に利用者が書籍を購入いただけ
る、画期的なアイデアを募集いたします。

（電子書籍事業部 シニアプロデューサー 角吉剛氏）

思わず電子書籍を買いたくなるようなプロモーション企画
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シーモア読み放題を、ずっと使いたくなるようなアイデア

Q.課題の目的・目標は？　定額読み放題サービスを利
用したことがない方に対してご利用を促すこと。現在
登録から7日間無料でお試し利用をいただける施策を
実施しています。お試しから、そのまま継続してご利
用いただくことが課題です。
Q.市場動向やターゲットは？　電子書籍市場は拡大傾
向にあり、コンテンツが充実していく中で、定額の読
み放題サービスの提供も市場の中で拡大してきた状況
です。主なターゲットは「20歳代〜30歳代」の世代
の方に多くご利用いただいており、多くのコンテンツ
を利用されるヘビーユーザーさまに支持をいただいて
おります。

Q.訴求点は？　2万冊以上のラインナップを提供
しており、どれだけ利用しても定額で提供してい
る点が最大の魅力です（数値は2016年2月現在）。
加えて、登録から7日間無料でサービスをご利用
いただき、ラインナップを確認した上で、継続の
ご利用を判断できる点もユーザーさまから高い評
価をいただいております。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　7日間無料で
ご利用いただける利点を最大限に生かし、無料期
間終了後に継続してご利用いただける点に着目し
た画期的なプロモーション案を募集いたします。

（電子書籍事業部 シニアプロデューサー 角吉剛氏）

Q.課題の目的・目標は？　くいもの屋「わん」は、古
民家のたたずまいで心安らぐひとときを感じてもらい、
本音で話ができる空間を提供しています。店舗の雰囲
気や、提供する食事とともに、感動体験をシェアした
くなるような企画を待っています。
Q.市場動向やターゲットは？　さまざまな人が集まる
場「宴会」。接客をさせていただいていても、自然と
楽しんでくれている人と、そうではない人がいること
を感じることがあります。「宴会」に参加いただいた
全員が楽しめる、そんな場を提供したいと考えていま
す。
Q.訴求点は？　宴会はさまざまなシチュエーション

で開催されています。目的に合わせて集まる方々
はいろいろですが、皆さまが宴会に参加してよかっ
たと感じてもらいたいと思っています。食事やお
酒、お店造りにはこだわって店舗運営をしており
ます。そのうえで、より満足してもらいたいと考
えています。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　店舗の雰囲気
を大事にしたうえで、みんなで楽しんでもらえる
企画、そして、体験したいと思うようなプロモー
ション施策をお待ちしています。

（営業本部営業管理チーム リーダー 池田典亮氏）

宴会が楽しくなる企画
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Q.課題の目的・目標は？　多くの商品の中から、お客
さまがカルビーポテトチップスを、店頭で思わず手に
取りたくなるアイデアを募集します。カルビーポテト
チップスだからこそできる、お菓子ならではの「楽し
い」アイデアをお待ちしております。
Q.市場動向やターゲットは？　スナック菓子は話題性
の高い新商品が多く発売されるため、身近なロングセ
ラーブランドを買いたくなるきっかけが少なくなって
います。ロングセラーブランドならではの魅力をメイ
ン購買層である30歳代〜40歳代の女性にお届けし、
カルビーポテトチップスを通じた楽しい時間を過ごし
ていただきたいと考えています。

Q.訴求点は？　パリッとした食感がくせになる
カルビーポテトチップスは、年間7億袋以上お客
さまに選ばれているブランドです。ポテトチップ
ス売上ナンバーワンとして、安心感や王道感だけ
でなく、お菓子ならではの楽しさや新商品に負け
ない魅力をお客さまにお届けしたいです。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　対象商品は、
主力の「うすしお味」「コンソメパンチ」「のりし
お」で考えています。また、実施時期は4月〜6
月を計画しておりますが、実施タイミングが限定
されないご提案をいただければと思います。

（マーケティング本部ポテトチップス部 部長 土谷直子氏）

思わず、カルビーポテトチップスを手に取りたくなるような
店頭で実現できるアイデア
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買取りサービス未経験者がKOMEHYOの買取りを利用し、
思わず家族・友人・知人にも薦めたくなる企画

Q.課題の目的・目標は？　お客さまからの買い取りは
当社の生命線です。買取サービス未経験の方が、大切
だけれど「使わなくなったモノはKOMEHYOに売る
のが一番」と思い、その良さを周りに伝えたくなる企
画・アイデアをお待ちしています。
Q.市場動向やターゲットは？　20歳以上であれば、
ターゲットの年齢や性別は自由に設定していただいて
構いません。利用しない理由は「売ることに抵抗があ
る」「どうせ安くなるから」「面倒くさい」などさまざ
まです。心理的ハードルを下げ、利用のきっかけが必
要だと感じています。「買取＝後ろめたい」ではなく、
買取サービスの体験を誰かに伝えていただくことが次

のお客さまにつながります。
Q.訴求点は？　KOMEHYOには、店頭買取、宅
配買取、訪問買取があり、年間23万件以上のご
利用があります。多くの方に気軽に活用いただき、
買い物、旅行、日々の生活が少しでもお得に、豊
かになるお手伝いができればと考えております。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　今回はジュエ
リーや時計、バッグ、衣料の買取促進企画をお待
ちしています。また「高く買います」「売ってく
ださい」という一方的なメッセージではない企画
をお願いします。

（営業企画部 部長 吉田浩之氏）

Q.課題の目的・目標は？　国内旅行市場で、脱コモディ
ティ化に苦慮しています。年間最大の商戦「夏の家族
旅行」で、多くの選択肢から、「エースJTB」をお選
びいただけるようになることが狙いです。
Q.市場動向やターゲットは？　「コト消費へのさらな
るシフト」「観光立国」など需要は拡大傾向です。主に、
末子が小学生以下のお子さまの、ご家族をターゲット
とした企画をお願いします。
Q.訴求点は？　「いつもの旅」を「もっといい旅」に、
を商品基本コンセプトに、新たな旅コンテンツ開発や、
多様な旅行目的の提案が強みです。夏の旅行は一生に
一度の思い出となる重要なものです。「旅のチカラ」

でより多くの人の流れや、家族の笑顔をつくる“仕
掛け”を創出していきたいです。流通上では、店
頭やWeb、コールセンターでお申込み可能な販
売チャネルの多様さがございます。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　自由な発想で、

「旅に行く情緒的価値を訴求」しつつ、「エース
JTBで行く理由」の提案を（施策アイデアやコミュ
ニケーション手法など）期待します。JTB単独の
施策や、異業種との協業（商品タイアップや、プ
ロモーションタイアップなど）といった企画の幅
にも期待しています。

（東日本事業部商品流通開発課 舟久保徹氏）

夏の家族旅行は「エースJTB」で決まり!! 
と思えるような企画
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Q.課題の目的・目標は？　住宅購入検討者に、数ある
住宅の中からセキスイハイムを選んでいただくことが
今回の企画の目的です。
Q.市場動向やターゲットは？　住宅市場は2016年9月
をピークに消費増税前の駆け込み需要が発生し、反動
で10月以降は落ち込む見通しです。ターゲットは住
宅購入検討者です。｢皆さんが家を建てるなら｣ とい
う視点で考えてみてください。
Q.訴求点は？　地球環境にやさしく、60年以上安心
して快適に住み続けられる住まいをご提供するという
理念の下、いまも将来も満足していただける住まいづ
くりを目指しています。住まいの大半を品質管理の行

き届いた工場でつくるので、高精度な作業により
設計通りの性能が実現でき、現場での工期が短く、
作業が少ないため品質が安定します。業界最大級
の耐震性を持つ高気密･高断熱の構造体は、独自
空調システムをと共に快適な住み心地を実現しま
す。エネルギーの自給自足も可能にするスマート
ハウス仕様が標準で、環境にもやさしい住まいで
す。アフターメンテナンスも60年先を見据えた
サポート体制を整えています。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　特にありませ
ん。自由な発想をお待ちしています。

（セキスイハイムクリエイト 部長 今井徹氏）

住宅購入を検討しているご家族に、
セキスイハイムを選んでいただけるアイデア
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セキスイハイム

 「現金が必要！」となったとき、
 「あ、セブン銀行ATM！」と思ってもらえる企画

Q.課題の目的・目標は？　現金が必要になった際、セ
ブン銀行のATMを思い起こしていただける企画を募
集します。既成概念にとらわれない、お客さま目線の
企画をお待ちしています。
Q.市場動向やターゲットは？　コンビニ設置のATM
を気軽に利用される方がいる一方で、「使ったことが
ない」「手数料がわからない」「コンビニでお金を引き
出すことに抵抗がある」などの理由で、自身で口座を
お持ちの銀行ATMしかご利用にならない方も、たく
さんいらっしゃいます。そのような方にも新しい体験

（価値）を提供したいと思っています。
Q.訴求点は？　ATMを選ぶ基準では場所と手数料が

重要です。セブン銀行ATMは、「セブン‐イレブ
ン」や駅など、全国に2万2000台以上、手数料
無料で使える金融機関も多数あります。また、比
較的待ち時間も短く、24時間365日、安心、快適、
便利にご利用いただけます。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　期間限定キャ
ンペーンのような、一過性で収束してしまいがち
な企画や、時間やコストがかかるシステム開発を
伴う企画ではなく、日常的にご利用いただけるよ
うになる企画やアイデアを期待します。

（業務推進部 主任調査役 秋山雄紀氏）

Q.課題の目的・目標は？　正露丸独特のにおいがなく、
服用しやすいセイロガン糖衣Aの特長を理解していた
だき、ドラッグストアなどの店頭で手に取ってもらえ
るアイデアをお願いします。
Q.市場動向やターゲットは？　ターゲットは、現在下
痢止め薬を利用することがない方々です。ふだん、お
腹の調子が悪いときに、下痢止め薬を利用されない方
が4割もいらっしゃいます（2015年、大幸薬品自主
調査）。セイロガン糖衣Aは、認知や服用経験では正
露丸にはおよびませんが、市場規模では、すでに正露
丸を上回っており、ブランド内での新規ユーザー獲得
に貢献しています。

Q.訴求点は？　お腹のトラブルが起こっても、
トイレに行ってしまえば、それ以上の対処をされ
ない方もいらっしゃいます。セイロガン糖衣Aは
100年以上の歴史がある正露丸と同じ効き目であ
り、ニガテとの声が多かった独特なにおいもない
ので、ふだん下痢止め薬をあまり利用されない、
初めての方にもおすすめしたい商品です。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　医薬品である
ため、薬機法（医薬品医療機器等法）の制限があ
りますが、あらゆる手法での新しい企画を期待し
ています。

（マーケティング部 アシスタントマネージャー 毛利友義氏）

普段、下痢止めの薬を使用していない方に
 「セイロガン糖衣A」を服用してみようと思ってもらえる企画
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Q.課題の目的・目標は？　忘年会・新年会・歓送迎
会・同窓会・同僚や友人と、飲み会にはさまざまな形
があります。いろいろな飲み会をみんなに楽しんでも
らいたい。そんな思いで庄やグループは事業を展開し
ています。庄やのお店に飲みに行きたい、そんな気持
ちになれる企画を募集いたします。
Q.市場動向やターゲットは？　飲食店に行く皆さまが
ターゲットです。庄やグループでは、人が集まって、
さまざまなシチュエーションで飲んだり食事をしたり、
楽しいひと時を過ごしていただけるよう、努力してい
ます。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　「庄や」「大庄水産」

「やるき茶屋」「日本海」「庄吉」など、ニーズに
合わせた、多様な業態の店舗展開をしています。
全業態で使える企画、特定の業態で使える企画、
どちらでもかまいません。SNSや口コミで広が
る要素をぜひ盛り込んでください。

実際にいい企画は、積極的に活用したいと思っ
ております。皆さんの渾身の企画をお待ちしてい
ます。

（広報室広報課企画宣伝部営業企画課 課長 亀田昌則氏）

２人以上で居酒屋に行きたくなる企画
12
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 「結婚したいなぁ……そうだ！ ツヴァイに入会しよう！」と
思ってもらえる企画

Q.課題の目的・目標は？　結婚を意識した出会いを求
める方でも、一般的に「結婚相談所は最終の手段」と
思われ、「入会のハードルの高さ」「入会する恥ずかし
さ」を感じていることが課題です。出会いの手段の一
つとして、ポジティブなイメージを持っていただき、
顕在層はもとより、潜在的なニーズも取り込める企画
をお待ちしています。
Q.市場動向やターゲットは？　できれば早く結婚をし
たい方、将来結婚をしたいと漠然と思っている方、現
在結婚願望がありながら何も活動を行っていない方を
ターゲットとします。性別による制限はありません。
Q.訴求点は？　双方の希望条件に沿う方のご紹介

（データマッチング型サービス）と、会員同士の
属性から、当社スタッフが紹介・会う段取りまで
行う仲人型サービスなど、システムと人での出会
いのサポートを兼ね揃えたサービスです。年間
5635名が成婚退会されています。※成婚退会者
とは、交際・婚約・結婚を理由に退会届を提出さ
れたお客さま（会員同士・会員外）
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　入会資格は
20歳以上です。一部の方しか対象にならない企
画（特定の年収以上の方など）はNGとします。
いままでにない、斬新な企画をお願いいたします。

（マーケティング部 部長 松尾陽介氏）

Q.課題の目的・目標は？　言葉自体は知っていても、
行動に至るまでが難しく、針を刺すことへの嫌悪感や、
恐怖心を持つ方が多いのが実情です。献血を取り巻く
さまざまなハードルを乗り越え、より多くの方に献血
していただくことが目的です。
Q.市場動向やターゲットは？　少子高齢化に伴い、献
血可能人口が減少しています。若年層の献血離れが加
わり、将来の輸血医療に支障が生じることが懸念され
ています。輸血用血液製剤の需要がピークを迎える
2027年には、献血者の延べ人数が全国で約85万人不
足するという試算があります。将来の献血を支え、
10歳代〜30歳代の方にどう働きかけていくかが、いま、

問われています。
厚生労働省が平成23年（2011年）度に実施した
献血意識調査では、16歳〜29歳の献血未経験者
の内、半数以上が「献血に関心がない」と答えて
います。その数は、平成17年（2005年）度の調
査開始以降、年々増加傾向にあります。献血に全
く関心がない人を振り向かせることが課題です。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　①有料での採
血は法律で禁止されています。②献血には採血基
準や海外渡航歴等による制限があります。③検査
目的の献血はご遠慮いただいています。

（事務部企画課 西康明氏）

一度も献血したことのない10～30代の方に
献血をしてもらうための企画

14

Q.課題の目的・目標は？　お茶づけのメインユーザー
は50歳代〜60歳代の方々で、逆に最も少ない世代は
20歳代。この方々が50歳代になったとき、お茶づけ
を食べてくれる保証はありません。そのため、いま、
お茶づけにハマっていただき、長いお付き合いをさせ
ていただきたいのです。
Q.市場動向やターゲットは？　ターゲットは20歳代
男女です。この層に「お茶づけが持つイメージ」のア
ンケートを取りました。最も多いイメージが「ひとり
で食べる（ぼっち）」「さみしい」。一方、商品の認知
度は95％超え。このギャップをなんとか埋めたく、
テレビCMや地域イベントなどのプロモーションを打

ち続けており、市場は横ばいを保っています。
Q.訴求点は？　お茶づけは、味の面では、いろ
いろなトッピングを受け止められる度量があり、
情緒的な面では食べると「ああ、この味！」とホッ
とする味です。おいしさか、食シーンの提案か
……ここが考えどころかと思います。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　あくまでも、

「お茶づけ」の状態で食べたくなる企画をお願い
します。パスタにしたり、調味料の代わりに、と
いったアレンジの方向はナシとさせていただきま
す。

（営業本部販売戦略部 課長 大山武志氏）

若い人（20代男女）がお茶づけ海苔を食べたくなる企画
15
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ツヴァイ

東京都赤十字血液センター

永谷園

親のスマホデビューを、子が後押ししたくなるような販促企画

Q.課題の目的・目標は？　フィーチャーフォンから、
スマートフォンに乗り換える際の不安とその理由を浮
き彫りにし、第三者（家族・子供）の手助けで解消し
た上で、スマホの購買（契約）につなげることです。
Q.市場動向やターゲットは？　すでにスマホのシェア
は、携帯電話市場の54％と半数を超えており（2015
年3月末MM総研調べ）、現在はレイトマジョリティ
層への普及期に差しかかっています。「周りが使って
いる」ことからスマホへの関心が芽生えながら、潜在
的な不安を抱えてスマホに乗り換えられていないさま
を、「ご自身の親」に投影して考案ください。
Q.訴求点は？　「NifMo」は、大手通信キャリアと比

較して低価格でサービスを提供する格安スマホで
す。“おトク”をキーワードに「NifMo バリュー
プログラム」など独自の割引サービスを展開して
いるのが特長です。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　「NifMo」に
限定せず、「スマホ全般」を訴求する企画・アイ
デアをお願いします。「NifMo」の顧客接点・販
売チャネルはWeb中心ですが、今回は、単発で
のリアルイベントなどの実施も含めていただいて
かまいません。現存しないオリジナルのスマホ端
末やアプリなどの企画・開発は対象外です。

（ネットワークサービス部 課長 苗村亮一氏）

Q.課題の目的・目標は？　シニア層をターゲットにプ
ロタイムズ（ドクトル外壁さん）が話題になる企画を
募集します。塗装を考えた時にすぐ思い浮かべてもら
える認知度向上が狙いです。
Q.市場動向やターゲットは？　塗装は、ある程度の築
年数を経過した住宅にお住まいの方が検討されるため、
ターゲットの中心はシニア層となります。多くの企業
が塗装事業へ参入していることに加え、塗装自体が完
成して数年経過しないと、良し悪しを判断できないこ
ともあり、他社との差別化に試行錯誤しています。
Q.訴求点は？　全国100社の優良施工会社だけをネッ
トワーク化し、安心・安全な塗装工事をご提供する専

門組織です。お客さまの大切な住まいを塗装で守
るため、専門の資格を持つ診断士による細かな建
物診断とわかりやすい提案、あいまいさを一切排
除した明瞭な料金、万全な保証とアフターサービ
スなどが強みです。2万9245棟の診断実績、1万
9822棟の施工実績があります。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　これまでにな
い、塗装・リフォーム業界の常識をくつがえすよ
うなプロモーション、さらには、商品・サービス
へも切り込んだ企画など、斬新な幅広いアイデア
を期待しています。

（企画開発部 課長 三好貴秀氏）

ドクトル外壁さんが話題になる斬新なアイデア
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Q.課題の目的・目標は？　当社の「シエロ」は、市販
品売上ナンバーワンの商品を持ち、多くのユーザーに
非常に高く評価していただいているブランドです。よ
り多くの女性が使いたくなる販促企画を募集します。
Q.市場動向やターゲットは？　いつまでも若々しく、
美しくありたい35歳〜49歳の女性がターゲットです。
その中でも自分の白髪を認めたくない思いから、まだ
白髪染めを使ったことがない女性の獲得、また、自分
で染めることに不安を感じ、美容院を利用している女
性の不安を解消することが狙いです。
Q.訴求点は？　①白髪染めをすることで若々しくな
れること、②白髪染めは手軽で簡単であることの2点

を訴求し、白髪染めへの抵抗感を払拭することが
ポイントです。「シエロ」はいつまでもおしゃれ
で前向きでいたいと願う女性たちのためのヘアカ
ラーブランドです。お客さまのニーズに合わせた
商品ラインナップで、白髪のお悩み解決に最適な
商品であると考えています。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　ターゲットが
目にするツール（販促物など）での、「白髪」「白
髪染め」というワードは控えてください。「店頭
で実施する施策」または「店頭へ誘引する施策」
の範囲でお願いします。

（営業統括室販売開発課 廣﨑理司氏）

白髪染めのネガティブなイメージを払拭し、
シエロファンを増やす店頭や店頭誘引アイデア
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 「保険のビュッフェ」の好感度を上げる企画

Q.課題の目的・目標は？　知名度も社歴もない、ベン
チャー企業なので、好感を持って認知されるようなプ
ロモーションのアイデアを募集します。
Q.市場動向やターゲットは？　国内生命保険市場は約
40兆円。日本の国家予算が96兆円であることを考え
ると、どれほど巨大な市場かわかると思います。ター
ゲットはデモグラフィック属性で言うと0歳〜3歳の
お子さまを持つ、20歳〜34歳の女性。ライフスタイ
ルはアクティブで、収入は高めの仲が良い夫婦です。
Q.訴求点は？　これだけ保険に入っていても、90％
近くの方が、年金や景気、経済に不安を抱えています。
より安心を求めて、より最適な保険商品を探すために、

現在加入している保険を見直すという行動が当た
り前になってきました。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　保険というイ
メージから、堅苦しいマジメな提案が多いと予想
されますが、おそらくその手の提案は採用いたし
ません。下品でなければ、何でもOKです。さま
ざまな企画をお待ちしています。

（コーポレートコミュニケーション本部 取締役本部長 松本隆潮氏）

Q.課題の目的・目標は？　多くのインターネット地図
サービスの中から、「Mapion（マピオン）」を選び、
使いたいと思われることが企画の一番の目的です。
Q.市場動向やターゲットは？　1997年に「Mapion（マ
ピオン）」が日本初のインターネット地図サービスを
開始して以来、ネットで地図を見ることは、日常に不
可欠なものとなりました。当初より継続してご愛用い
ただいている40歳代以上のお客さまが多い一方で、
若年層の認知は少なく、あまり使われていない状況で
す。生活に寄り添うサービスとして、幅広い世代のお
客さま、特に「20歳代〜30歳代」をターゲットにし
ました。

Q.訴求点は？　毎日更新される、鮮度の高い地
図データと「グッドデザイン賞」を受賞した美し
いデザインで、見やすく、わかりやすい地図が自
慢です。地図検索だけでなく、ドライブルート検
索や乗換案内のほか、距離計測、天気予報など、
さまざまなコンテンツがパソコンやスマートフォ
ン、タブレット型端末など、各デバイスでご利用
いただけます。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　あくまでも
Webサービスであることは忘れず、20歳代〜30
歳代の心をつかむアイデアを期待しています。

（コンシューマソリューション部 部長 谷内栄樹氏）

20～30代が「Mapion」を使いたくなるアイデア
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Q.課題の目的・目標は？　楽天グループのサービスだ
けでなく、街の飲食店やコンビニ、公共料金の支払い
など、日常生活でもっと楽天カードを使っていただけ
るような、企画とアイデアをお待ちしております。
Q.市場動向やターゲットは？　楽天市場を中心とした
楽天グループでの利用促進施策と、クレジットカード
市場の拡大を追い風に、楽天カードは急拡大していま
す。さらなる成長を目指し、楽天グループ以外の決済
の取込みが不可欠と考えています。楽天市場では楽天
カードを利用するものの、街では、現金やほかのカー
ドを使う会員層への利用促進施策を検討しています。
Q.訴求点は？　年会費無料で、楽天市場でポイント

がザクザクたまるというイメージが定着していま
すが、楽天グループだけでなく、街でも利用がで
きて、ポイントがお得に貯まることを訴求したい
です。
Q.トーン＆マナーや注意事項は？　ある程度、実
現可能な企画・アイデアを期待しますが、いまま
での枠組みにとらわれない、斬新なプロモーショ
ンを仕掛けたいと考えています。決済手段だけに
とどまらず、楽天カードを携行しているだけで得
するような仕掛けも大歓迎です。

（戦略部 加藤美智子氏）

1カ月間、楽天カードだけで生活したくなる企画
21
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保険のビュッフェ

マピオン

楽天カード

TOPICS 1

第7回販促コンペ応募企画
サンギが実施へ向け動く
「販促コンペ」の応募企画が、実現に向けて動いている。昨年の第7回実施時
に協賛企業として参画したサンギは8月、応募企画をさらにブラッシュアップし、
母親と子ども向けのイベントを開催する計画だ。提案したのは、ジェイアール東
日本企画（jeki）第五営業局の林小吾朗氏。

コンペでは受賞を逃すも
実現性の高さを評価

 「芸能人は歯が命」のキャッチフレーズ
で一躍脚光を浴びたハミガキ粉「アパ
ガード」を販売するサンギだが、商品に
配合する独自のむし歯予防成分「薬用ハ
イドロキシアパタイト」の名称の認知、
理解が低いことを課題とし、「第７回販
促会議企画コンペティション」へ出題し
た。

課題テーマは、日本記念日協会が「歯
が命の日」として認定した８月１日を軸
に、成分の名前と価値を伝えるというも
のだ。これに対しjekiの林氏は、「薬用
ハイドロキシアパタイト」を入り口に、
歯の健康を夏休みの自由研究テーマにし
てもらうイベント企画を提出する。

ところが同企画は、協賛企業賞候補に
なったものの、受賞を逃してしまう。に
もかかわらず実現に向け選んだ理由を、
サンギ マーケティング本部の毛籠敏之
部長はこう語る。

みの自由研究含め、宿題を子どもにさせ
ることは母親お悩みの種の一つでもあり
ます。当社の課題解決だけでなく、ユー
ザーインサイトをとらえた企画で、実現
性が高いこともポイント」。

一方、jekiの林氏は、「課題に対して
徹底的に向き合い、ターゲット設定やア
プローチ方法について考え尽くしました」
と、企画を立てた当時を振り返る。「そ
れで『小学生の母親を対象としたイベン
ト』はどうか、というアイデアが生まれ
たんです。そこにとどまらず、もっと積
極的に参加したくなり、薬用ハイドロキ
シアパタイトの理解も期待できる企画と
して『子どもの自由研究イベント』を提
案しました」。

現在、サンギとjekiの両社は、今夏の
開催に向け、企画の詳細を詰める段階に
入った。協賛企業による企画採用は、受
賞作だけにとどまらない。企画募集中の
第8回でも、現実の人を動かし、商品や
サービスの普及につながる企画が待たれ
ている。

課題のテーマ、目的に沿う企画か
具体的な成果が見込めるか
創造性、斬新さがあるか
実現可能性を前提にしているか

サンギによる企画の評価

応募者のjeki林小吾朗氏のコメント

実現を目指すには、企業が持つ課題を整理し、その解
決策を正確にアウトプットするための業界分析や、商品・
サービスに触れるといった情報収集は欠かせません。
そこにクリエイティブジャンプを加えた企画を組み立て、
自信と熱意を持ってプレゼンを行えば、実施により近づ
くのではないかと思います。

毛籠敏之氏
サンギ

マーケティング本部
部長

 「母親は子どもの健康を一番に考えるも
の。歯みがき剤の成分にも敏感な層で、
訴求対象として適切です。子どもにも歯
の健康の大切さを伝えられ、社会貢献活
動にもなり得る企画でしたので、当社か
ら実現に向けご連絡いたしました。夏休

サンギは「薬用ハイドロキシアパタイト」の認知
向上のため、第7回販促コンペで企画を募った。

第7回販促コンペの応募企画が実現に動き出した。「薬用ハイドロ
キシアパタイト」の認知を高めるため、自由研究を軸に、母親層とそ
の子どもを引きつけるイベントを開催する。


