お客様事例 : 日本エスリード株式会社

Marketo を中心に据えた
成果に直結する
エンゲージメントマーケティング
2 万 5000 戸以上の分譲マンションを販売、近畿圏のマンション供給では

トップクラスの実績を誇る日本エスリード株式会社。国内でいち早く Marketo を導入し、
リードナーチャリングを実現している。Marketo をマーケティングの中心に据えた
仕組み作りで、少ない人数でも着実に成果を上げている、その秘策とは。

題

課

果

オンライン広告の競争が激しくなったことで、その費
用対効果やリードの獲得率 (CVR) が悪くなっていた。

メール配信にかかる作業時間が膨大で、4 日に 1 度メー
ルを送るのが精一杯だった。
個々のニーズに即したメッセージが届けられず、直帰
率が高くなっていた。

効

メール配信にかかる作業量が 1/4に削減されたこと
で、1 日に 1 度メールを配信できるようになった。
A/Bテストを繰り返すことで、直帰率が 20% ダウ
ン。リードからの成約率が 2% 増加し、売上換算で
約 24 億円（概算）の貢献を実現。

Webの行動履歴を営業活動に生かせるようになっ
た。

関西随一の総合ディベロッパー、日本エスリード株式会社
日本エスリード株式会社
業

種：不動産

業務内容：マンション分譲・管理・賃貸
導入製品：マーケティングオートメーション、
Webパーソナライゼーション
活用用途：デジタルマーケティングの最適化、
リードナーチャリング、
メールマーケティング、
カスタマージャーニーの設計・可視化

1992 年 の創 業 以 来、「住む人の立 場に
立った住まいづくり」を目指し、マンション・

り組みは、以前から積極的に行っていた。
しかし従 来のマーケティング手法では、

ビルの開発・分譲から、アフターサービス・

マーケターの意思があまりにも強く反映さ

管理、仲介まで一貫した事業を展開してい

れてしまうという欠点があった。

る日本エスリード株式会社。

「こちらから訴求したところばかりが売れ

社名の “ESLEAD” は、
「REAL ESTATE（＝

て、手をつけていないところが売れ残って

不動産）」と「LEAD（＝リードする）」から

しまうという、偏りが生じていました」（天

できた造語で、“新しい時代の日本の不動

谷氏）

産業を力強くリードする企業を目指す” と
いう、熱い思いが込められている。
同社でマーケティングを担当しているの
は、事業本部 企画課 主任の天谷 勇一氏。
Marketoで約 2 万 6000人分の顧客データ

どれかが売れればいいのではなく、全て
を売り切らなければならないというマン
ション販売の難しさが、ここにある。
天谷氏は、この難題にどう立ち向かった
のか。次に詳しく紹介しよう。

を分析しながら、購買意欲の高いお客様を
抽出し、営業活動につなげるリードナーチャ
リングを行っている。
大阪市福島区にある日本エスリード本社ビル

同社が Marketo を導入したのは、2014 年
7月だった。Google Analytics のアクセス
解析や各種 広告配信ツールの結果をもと
に、Webサイトやランディングページの改
善をしたり、過去の購買データからペルソ
ナを立てたマーケティングを行ったりする取

関西一円に広がる日本エスリードの
分譲マンション
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メール配信にかかる作業量が 1/4 に
Marketo 導入当時の 2014 年 7 月 、同社
のマーケティングは、天谷氏を含む 2 人の
担当者が行っていた。

事業本部 企画課 主任
天谷 勇一氏

もっとターゲットのクラスタを増やし
て、幅広いお客様に適切な情報を届ける

天 谷 氏 の タ ス ク 管 理 表 は 280〜300%

必要があることは明らかだったが、クラ

のリスクランクを示しており、常にキャ

スタを 1 つ増やせば、メール配信にかか

パオーバー。物件ごとに設定したペルソ

る作業量も倍になる。しかし、これ以上、

ナに合わせて、同時に 6 物件ほどのメール

人力で対処するのは、現実的ではない。

配信を行っていた。

そんなジレンマを抱えた状況に対し、会

「毎回ターゲットの設計をして、メール

社からは人員を増やすように指示されたと

の原稿を作成。配信対象者の条件を抽出し

いうが、天谷氏は「人はいらないから、IT

たリストを作って、メール配信ツールにイ

投資をさせてくれ」と掛け合い、Marketo

ンポートして、送信する。1 回のメール配信

の導入が決まった。

に相当な作業量が発生するので、1 週間に
1 度送るのが関の山でした」（天谷氏）

エスリードシリーズの新築分譲マンション

なっていた。

「Marketo では、スマートリスト機能を
使って、簡単にセグメントを増やすこと

マンションを探す際に重視するポイン

ができるので、いちいちリストを作って

トは、人によって様々だ。ペルソナに沿っ

インポートする手間がかからない。作業

たメール配信に手応えを感じていたが、

量としては以前の 1/4 になり、配信頻度も

逆に手をつけられていないところで売れ

増やすことができたので、非常に助かっ

残りが発生している現状も浮き彫りに

ています」と天谷氏は話す。

メールを送信する相手を
スマートリストを
使用して指定

既存のメール、
もしくは新規のメールを
作成して自動配信

ペルソナでセグメントしたお客様へのメール配信イメージ

Marketoは、少ない人数でも大きな成果を
生み出すための「大切なパートナー」です ”
事業本部 企画課 主任
天谷 勇一氏
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Marketo 導入でリードからの成約率が 2% 向上、
概算 24 億円の貢献に

Marketoを操作する天谷氏

日本エスリードの物件情報サイト
「エスリードアベニュー」

Marketo の導入による効果は、作業量

「Marketo はスモールスタートでテスト

の軽減だけではない。リードからの成約

を繰り返し、成功したものを簡単に複製

率 が 3％ か ら 5％ へ と 向 上 し た。た っ た

し て、一 気に 横 展開す ることが できる。

2% とはいえ、顧客単価が極めて高いマン

この拡張性が非常に高いので、次の施策

ションでは、大きなインパクトとなる。

を考えている間に、収益が上がっていく

「例えば、年間 2 億円の広告予算を投下

イメージです。最初は A/B テストの素材

して、リード単価が 5 万円だったとすると、

を用意するのは大変でしたが、乗り越え

4000 件のリードを獲得できていたことに

た後の “うまみ” はすごいですよ」
（天谷氏）

なる。Marketo 導入以前 、リードからの成

また、Marketo の優れている点は、ま

約率は 3% だったので、数にすると 120 件。

ずいと思ったら、すぐに “止められる” 柔

これが 5% になると 200 件になったことに

軟性だと天谷氏は指摘。シナリオ設計をし

なります。平均購入単価が 3000 万円だと

たら止められない、変更に時間がかかる

すると、たった 2% でも 24 億円の貢献をし

という仕様では、テストを気軽に行うこ

たことになる。この数字はMarketo のおか

とは難しく、スピード感も落ちてしまう。

げで生まれた成果だと思っています」と、

「Marketo はそうした心配がいらず、マー

天谷氏は語る。
これだけの成果を上げられた理由はど

ケティングをやってきた人なら、直感的
にわかるところが良いですね」（天谷氏）

こにあるのか。

Marketoでお客様のリアルタイムの行動を素早くキャッチ
日本エスリードでは、Marketo導入以前

さらに、マーケティングチームが送った

から、マーケティングデータを営業部門に

メールがお客様によって開封されたら、営

伝える取り組みを行っていた。しかし、営

業にジャーナル（報告メール）が飛ぶよう

業担当者の反応は、イマイチだったという。

にもしてあり、ジャーナルを受け取った営業

「アクセス解析のレポートを渡しても、営

担当者は、その度にお客様へ電話をかけて

業さんにはピンと来ないようでしたね。で

いるのだという。

も、Marketoだと行動履歴がスコアで可視

「営業現場に行って、Marketoについて

化されますし、その根拠もアクテビティログ

話を聞いてみると、こちらとしては “現場に

を見ればわかる。『電話した日にWebサイ

迷惑をかけるかな” と思って躊躇していたこ

トを見ているな』とか『マンションギャラリー

とを、逆に『やってほしい』とリクエストさ

から帰った後にもWebサイトを訪問してい

れたりして。一緒に巻き込みながらやって

る』といったことがわかれば、自分の行動

みると、
『じゃあ、こんなのはできないの？』

と照らし合わせながらお客様の行動を把握

という声もあがってきました。

できるので、すごく興味を持って見てくれる
ようになりましたね」と天谷氏は喜ぶ。

MAはマーケティングチームで完結できる
ところが大きいので、こちらで先に結果を

Marketoで営業用にカスタムビューを設定

出して、実績を積み上げてから営業の現場

して、営業担当者が気になった情報を自分

に協力を仰いでいったのが、良かったので

で見られるよう、環境を整えている。

はないでしょうか」（天谷氏）
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さらなる One to One マーケティングの実現に向けて
住む人の立場に立った
RTP
住まいづくり

Webパーソナライゼーションの画面イメージ

本社の受付前にて

こうしてリードナーチャリングにおいて着

（スコア）』ベースでコンテンツをパーソナラ

実に成果を上げてきた日本エスリードだが、

イズしていくという考え方でしたが、今一

2015 年 5 月 か ら は、Marketo の Web パー

番可能性を感じているのは、Web サイトへ

ソナライゼーションを導入し、まだリードに

1 日に何回も訪問して下さるような『購買

なっていないアノニマス（匿名）のユーザー

意 向 の 強 いお 客 様（ホットリード）には、

に対するマーケティングにも着手した。

こちらからのプッシュも強くしていくべきだ

「Webパーソナライゼーションを使うと、デー

ろう』ということです。“Web サイトをよく

タがGoogle Analyticsと自動的につながる

見ている人には、メールの配信頻度を自動

ようになる。そうすると、まだリードになっ

的に上がるようにしてみる” とか、逆に “お

ていないアノニマスの状態でもリターゲティ

客様のモチベーションが高くないときには

ングが可能になります。例えば、『このペー

数週間に 1 回しか送らずに、スコアが高く

ジまで見たお客様の購買意向はこれくらい

なってきたら自動的にメールの配信頻度を

じゃないか』『滞在時間がこれくらいの人は

上げてみる“といった具合にです」
（天谷氏）

ホットじゃないか』と定義しておくことで、

今後はお客様のスコアやモチベーション

お客様のステージを判別できるようにな

に合わせて、メール配信のタイミングや頻

る。これによって、広告からリードナーチャ

度までもパーソナライズしていこうと、模索

リング、成約まで一気通貫で行えるように

を始めた。

するのが、次のチャレンジです」（天谷氏）

「Marketo は知れば知るほど、いろんな

さらに日本エスリードでは Ad Bridge の

ことができるようになる。お客様の『地域

機能を活用し、Web サイトの訪問者の地域、

× 属性 × 行動（スコア）』にアプローチす

属性などに応じてパーソナライズされた最

るタイミングを掛け合わせたり、タッチポイ

適なクリエイティブに自動的に切り替わると

ントのクリエイティブに一貫性を持たせるこ

いう、Marketoと連携した広告配信も始め

とで、より精 度 の 高い One to Oneマーケ

ている。

ティングを実現していきたいと考えていま

「今まではお客様の『地域 × 属性 × 行動

す」と天谷氏は語った。

Marketoでオンライン、オフラインを一貫して行う

広告

Web サイト

メール

電話

モデル
ルーム
訪問

成約

Ad Bridge / Web パーソナライゼーション / マーケティングオートメーション

Google Analyticsとの連携により、広告からリード
ナーチャリング、成約まで一貫して行うことが可能

株式会社マルケト

03-4586-4900（代表）
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