お客様事例：アズワン株式会社

営業企画部と連携し、
Webパーソナライズを実装。
eコマース事業の売上が30％超アップ
研 究 用 機 器 、看 護・介 護 用 品 など を 手 掛 ける 専
門 商 社 大 手 の アズ ワン 株 式 会 社 。同 社 で は 、従

来 の カ タロ グ 販 売 に 加 え 、e コ マース 強 化 を 掲

げ 、We b ショップ「 A X E L（ アクセル ）」を 開 設 。幅
広 い 業 界 、ユー ザ ー へ の アプ ロー チ 最 適 化 に 取

り組 んで い る。We b パーソナライズを 軸としたデ
ジ タルマー ケ ティング の 施 策 内 容 、M a r k e t o の
活 用 法につ いて聞 いた。

※左からマルケト バイスプレジデント 小関、アズワン 中野氏、同 横本氏、
マルケト コンサルタント担当 丸井

課題

効果

●従来の代理店経由のメイン顧客以外の、小口ユー
ザーや事業者へのアプローチが課題となっていた。

●eコマース型集中購買、小口ユーザー向けネット
通販業者向けとも、30〜40％の成長率を達成。

●eコマース強化に向け、デジタルマーケティング
への上層部、営業の理解が求められていた。

●NPS（ネット・プロモーター・スコア）
と売上アップを
共に達成し、
エンゲージプログラムに応用。

●サイトのコンバージョンアップのため、
Webのトップ画面の出し分けが求められていた。

●Webパーソナライズによる、画面カスタマイズに
より、クリック率がアップ。

アズワン株式会社
業

種：商社

業務内容：研究用機器機材、看護・介

護用品、その他科学機器の
販売

導入商品：マーケティングオートメー

幅広い分野で豊富な品揃え
業界をリードする専門商社
理科学機器の商社最大手として、創業

85年の歴史を持つアズワン株式会社。研

究開発を支える科学機器を始め、製造現
場で使われる産業機器、病院・介護用品

といった幅広い品揃えと、全国の販売網

を通じたビジネスモデルで業界をリードす

ション

る存在だ。

メールマーケティング、

る成長戦略の一つとしてeコマースの強化

活用用途：Webパーソナライズ、

エンゲージメントプログラム

2015年度からは「中期経営計画」に掲げ

に注力。新たにWebショップ「AXEL（アク

セル）」を立ち上げ、
Marketoを軸とするデ

ジタルマーケティングを推進している。

従来のカタログ販売にeコマースを組み

合わせたマルチチャネル戦略の狙いと

Marketoの活用法、今後の展望について、

eコマース推進部eコマース企画グループ グ
ループ長の中野 裕也氏、
同グループ スー
パーバイザーの横本 知希氏に話を伺った。

カタログ販売＋eコマース
マルチチャネル戦略を推進
同社の強みの一つとして挙げられるの

が特色ある品揃えだ。有名メーカーの定
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番商品から、独自企画のオリジナル商品、

応するチャネルとして、
「AXELショップ」を

海外商品まで広く取り扱っている。そし

設立。取扱い商品点数を200万点超に拡

今、
「従来の紙カタログでは、取扱い商品

とにWebサイトのトップページの出し分け

でカタログの発行部数も減る中、新たな

入する。

て、取扱い分野や商品が拡大していた昨

にどうしても限界が生じます。時代の潮流

販売チャネルを育てていくことが経営課
題となっていました」
と2人は振り返る。

また、その他の狙いとして挙がっていた

のが、従来のメイン顧客である研究室や
病院以外のユーザーへのアプローチだ。

業務の効率化を図るための“IT化”とい

う点では、既に大手の研究機関や企業の

顧客向けに、代理店を通じた電子カタロ

グでの集中購買という形で展開してい

た。
しかし、研究開発や生産の現場におい
て、技術のさらなる専門化、高度化、細分

とめ、直販会員、代理店経由の会員別に、

をするツールとして、16年にMarketoを導

結果、直販はNPSが上がれば上がるほど、

17年4月には、営業企画部にいた中野

氏がEC担当として現在のポジションに就

取り組むことになる。

実は、2人がMarketo担当になる以前、1

こうした分析結果、Marketoの存在意

年半ほどはリソースも足りない中、会員に

義を経営会議で訴えることで、2人は契約

果が出ていなかったという。

陣の理解をとりつけたところで、営業企画

メール配信をする程度で、目に見えた成

Webパーソナライズの実践も棚上げ状
契約を切るといった話も出ており、
まずは

打ち切りを回避することに成功する。経営

部との協業体制も構築。いよいよ業界・

業種ごとのWebパーソナライズに取り組

むこととなる。

要がありました。そのためには何らかの結

果を出すことが先決と考え、
メール施策か

ら取り組みました」
と横本氏は明かす。

業・代理店を通じた従来のカタログ販売

ル送信からスタート。
「件名や文面を試行

社内でのMarketoの
認知度アップを図る

かりました」
（横本氏）。次に取り組んだの

そこで、代理店経由と直販どちらも対

の後も高いリピート率を維持することが

業界・業種ごとに
WEBページをカスタマイズ

規模事業者も含め、全国80万件超あると

でリーチをしていくのは困難だ。

場合は、一回買い物をしてもらえれば、そ

互いのキャリアを生かし、本格的に施策に

いた横本氏も加わり、営業とITの視点、お

社内でMarketoの認知度を上げていく必

言われる食品 関 連 事 業 者 すべてに、営

売上も上がることが判明。代理店経由の

判明しました」
と横本氏。

の開発や品質・衛生管理をサポートする
ています」と中野氏は指摘。
とはいえ、小

売上とNPSの相関関係を分析する。
「その

任。さらに同年10月にはシステム部門に

態のまま、
「会社からは結果が出なければ

関連機器のニーズは急速に高まりを見せ

実施。その結果とMarketoによるNPSをま

大するとともに、顧客データを元に業界ご

化が進行。
「例えば、食中毒の事件発生や

消費者の食への関心の高まりから、食品

また、会員約500人へのアンケートも

まずはメールマガジンのような形でメー

錯誤しPDCAを回していく中で、クリック
率アップなど一定の効果が出ることがわ

が顧客ロイヤルティを図るNPS（ネット・プ

ロモーター・スコア）の算出だ。

「EC サイトと Marketo 活用により、お客様と
のコミュニケ―ションの可能性が大きく広が
りました」
（中野氏）

代理店とのコミュニケーションの
適正化にもMarketoを
活用していきたいです。
eコマース推進部
eコマース企画グループ グループ長
中野 裕也氏
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例えば、
メディカル業界を担当する営業

企画チームと協力し、制作したのが医療・
介護系ユーザーへのWebパーソナライズ

（P4図参照）だ。
「 IPアドレスから『医療業
界』
『病院』と判定できる企業や、会員登

録時、 業界を『医療・看護関連』に設定し

たユーザーが訪問した際には、介護・医療

用品のブランドをPRする固定バナーを表

示させます。医療関連の特集を最上部に

強調表示し、医療・介護関連の売れ筋を

打ち出すようにカスタマイズしました」
（横
本氏）。

同様に、製造業と判定できるユーザー

には、製造業関連のブランド、特集を目立

いるという反響があがってきました」と中

野氏。Marketoの有効度が浸透してくるこ

とで、営業チームから名刺データととも
に、
「こんなメールを送りたい」といった要
望も増えたという。

クイックウィンで社内の協力体制を構築

したところで、10月からはNPSを踏まえ、
業種別にエンゲージメントプログラムも実

践。サンプル商品の申し込みをしたユー

ザーへアンケートメールを配信するなど、

メールの出し分けによるナーチャリングに

も取り組んでいる。

その成果は売上にも如実に表れる。
17年

下期のAXELショップの売上は前期比212.8%

つように表示するなど、細かくパーソナラ

と倍以上の伸長を達成。
AXELにおける露出

また、BtoBの施策においては、高額の

し、
18年3月期は連結売上609億円と9%近

イズを実装していく。

分析機器などに関心を持つ特定ユーザー

が訪問した際には、Marketoを使って、営

業に情報をスピーディに橋渡し。アラート

メールを飛ばす際には、“Marketoからの
連絡”という文言を入れるよう仕組み化

し、
「Marketo＝営業をサポートしてくれる

ツール」
というPR活動を地道に実践する。

なら、まずはテストをしたほうが 早 い 。
Marketoならば件名などのABテストも迅
速、簡単に実践できます。
とにかく早くア
クションを起こし、成果を出すことに注力

しました」
と横本氏は振り返る。

弊社コンサルタントの丸井 達郎も、
「通

常、BtoBビジネスの場合、クイックウィン

が難しいところを、細かく数字を分析し、
PDCAに反映していったことが早い結果に
つながっていったと思います」
と分析する。

2つ目が、営業企画部との密な連携だ。

弊社バイスプレジデント小関 貴志は、
目に

見える効果を積み重ねる大切さを指摘。

「数字でまず結果を出したことで、営業

チームの前向きな反応を引き出せたこと

増が従来の卸ビジネスにも好効果をもたら

は大きなポイントだと思います」
（小関）

い成長を遂げることができた。
その勢いは

ザーコミュニティを通じた交流を挙げる。

継続し、
18年上期もAXELショップの売上は
前期比174.4%と順調に推移している。

3つ目として中野氏はMarketoのユー
「ユーザー会で他社のマーケターの方か

PDCAを高速で回し
施策改善につなげる
一度は契約打ち切りも打診されたピン

チを乗り切り、
ここまで社内の認知度を上

営業サイドからの
メール施策の依頼も増加

げ、売上アップに結びつけた秘訣は何な

「Marketoのフォームを入れてから、営

業企画サイドから、従来はほぼ皆無だった

サイトからの問い合わせも明確に増えて

のか。
大きく3つのポイントが挙げられる。
1つがPDCAを高速で回し、次なるアク

ションにつなげていったことだ。
「 ベスト
な施策を実践しようと、1週間迷うぐらい

「Marketo への社内の理解・協力体制を深め
るため、スピード重視でクイックウィンを心掛
けました」
（横山氏）

Webでのカタログ送付サービスなど、
アナログ・デジタルの
連携も進めています。
eコマース推進部
eコマース企画グループ スーパーバイザー
横本 知希氏
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3

お客様事例：アズワン株式会社

と語る。

もう一つが代理店営業へのMarketo活

用だ。一般的に、ECと代理店では利害の

不一致が起こりがちだが、同社では直販

と代理店経由販売を両立したサイトのモ
デルを生かしている。
「 代理店ごとに業界

「ユーザーと適切な
コミュニケーション
を図り、新しいサー
ビスにつなげ てい
きたい」と語るアズ
ワンの 2 人

ら、具体的な活用法について生の声を得

られるのは非常に刺激になります。
また、
オンライン上の交流も盛んなのは、東京

外に本社がある企業にとってもメリットで

今後の取り組みの一つとして挙げるのが

リピート率の向上だ。

そのための施策としては、
「UI／UXを改

善し、Webパーソナライズも条件分岐を

はないでしょうか」
（中野氏）

さらに進めていくことが肝要だと考えて

デジタルマーケティングの
考え方を全社に浸透

のがコンテンツマーケティングの強化だ。

現状に安住することなく、次なる課題を

掲げ、新たなチャレンジに挑んでいる2人。

います」と横本氏。
また、中野氏が挙げる

「すぐに売上にはつながらなくても、将来

的なファンづくりとして長期的視点で取り

組んでいくべく試行錯誤を重ねています」

の属性に応じた情報提供をタイムリーに

行うことで、代理店との協業体制をさらに

深めていきたいと考えています」
（中野氏）
最後に、
「今回、
ECを始めることで、
エンド

ユーザーであるお客様の顔、
行動、
情報を元

に、
ユーザーとの適切なコミュニケーション

を実現していく基盤ができたことは、今後

のさまざまな可能性につながると考えてい

ます。
このデジタルマーケティングの考え方

を社内にさらに浸透させ、新しいサービス

につなげていければと考えています」
と全
社あげての目標を語る中野氏。

これからのWebショップ AXELの進化

とともに、2人のマーケティング施策によ
る同社eコマース事業のさらなる成長拡
大に要注目だ。

Webパーソナライズの実装
営業企画部のチームと協力し、Web のトップ画面を差し替える
Web パーソナライズを実装。IP アドレスや会員データから業界を特
定し、固定バナーの変更、特集内容の表示、商品ラインアップのカス
タマイズを行っている

医療・介護系ユーザー
［表示条件］
（以下のいずれかに合致した場合）
■IPアドレスから「医療業界」
「病院」と
判定できる企業
→上場企業や総合病院などが中心
■AXEL会員登録時、業界を「医療・看護」関連に
設定したユーザー
［カスタマイズ内容］

通常ユーザー

①ナビス商品をPRするための固定バナーに変更
②医療・看護ユーザーが買ってくれている商品に
③医療関連の特集を最上部に強調表示
④医療系のメーカー・ブランドで統一

建設業ユーザー
［表示条件］
（以下のいずれかに合致した場合）
■IPアドレスから「建設業」と判定できる企業
■AXEL会員登録時、業界を「建設業・運輸・倉庫業」
または「製造業（自動車・造船・機械）」に設定した
ユーザー
［カスタマイズ内容］
①アズツール商品をPRするための固定バナーに変更
②製造業ユーザーが買ってくれている商品に
③製造業向け関連の特集を最上部に強調表示
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