お客様事例：RIZAPグループ株式会社

コンテンツ力でユーザーの
“誤解”を解消しテレビCM以外の
新規獲得チャネルを構築
「結果にコミットする」のミッションのもと、ダイエットやボディメ
イク、その他、英語やゴルフなど、様々な夢の実現に取り組む人々
をサポートするRIZAP。インパクトの強いCMだからこそ、生まれが
ちな誤ったイメージを払しょくし、いかに顧客との長期的関係を

同社は「Marketo Champion 2020」において「Marketing Team of the
Year」を受賞

構築しているのか。その取り組みに迫る。

課題

効果

目先の新規獲得のためのキャンペーン施策に終始し、
店舗との情報共有の齟齬も起こりがちだった。

顧客とのエンゲージメント向上施策により、
短期間で予約率 11％改善、来店率 31％改善を達成。

誤った情報の流布によって入会の検討期間が長期化し、
離脱、広告コスト増につながっていた。

ターゲット、
コミュニケーション設計に基づいたメールコミュニケー
ションでメール開封率43〜58％、クリック率15〜22％を達成。

未予約、未来店、未契約、休会といった
未稼働のユーザーへの施策が求められていた。

資料請求施策のみで 1 年間に約 5300 件の新規リードを
獲得し、問い合わせも約 180 件を獲得。

CM の訴求力が強いゆえの
新規獲得偏重の弊害
著名人などのダイエット前後の体重・体

RIZAP グループ株式会社
業
種：サービス業
業務内容：ヘルスケア・美容事業、
ライフスタイル事業など
導入商品：Marketo Engage
活用用途：メールマーケティング、
リードナーチャリング

いるのか。同社の澤本陽介氏と三浦久愛
氏に聞いた。
澤本氏は IT 関連会社を経て、自身が
RIZAP のゲスト（会員）としてダイエットに

型の変化を見せるインパクトあるテレビ CM

成功した体験も経て、2017 年同社に入社。

を掲げ、急成長を遂げる RIZAP グループ

三浦氏はヘアサロン業界で商品開発に従事

株式会社。中核となるパーソナルトレーニ

した後、RIZAP 事業拡大に合わせ同社に

ングジム「RIZAP」でのダイエット・ボディ

加わる。

メイクに加え、英会話、ゴルフ、ヘルスケ

澤本氏は新規サービス開発プロジェクト

アなど幅広いジャンルで、夢の実現に取り

などを経て、18 年 10 月より既存や休会ゲス

組む人々をサポートしている。

トに向けた CRM を行う責任者として就任。

業績もボディメイク事業の累計会員数 14
※

同氏は当時抱えていた課題感を次のように

万人突破 と好調な同社だが、一体どのよ

振り返る。
「広告によるアテンションマーケ

うな顧客目線のマーケティングを実践して

ティングを中心に、売上に直結する新規契
※ 2019 年 8 月末時点
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約数、顧客のトレーニング回数の消化とい

見も多く、入会を検討している方に向け、

CRM 基盤との連携などを重視し、Marketo

う目先の KPI に追われる状況でした」。

デジタル上でも正しい情報を伝えていく必

Engage を選定。さらに IT に精通していな

要性を感じていました」と言う。

いメンバーでも使いやすいかなどの操作性

キャンペーンを実施しても、メールの開
封率は約 15％、クリック率は 0.2％程度。

そこで、次の 3 つの施策を掲げ、カスタ

や拡張性も考慮したという。

店舗とメール配信で、ゲストへのコミュニ

マージャーニーに合わせたファネルを構築

ケーションのタイミングや内容に齟齬が出

することとなる。

るという課題もあった。

①検討期間短縮と問い合わせ獲得を目指

進め、Marketo Engage でのシナリオやコン

した資料請求施策とナーチャリング。

テンツの実装はコンサルタントの力を借り

②問い合わせ後に離脱したユーザーを「未

てカバー。
「課題であるユーザーの誤解を

予約」
「未来店」
「未契約」
「トレーニングセッ

解消するには何より重要なのはコンテンツ」

RIZAP はブロッコリーと
ささみしか食べられない !?

同社では IT リソースも限られており、シ
ステム関連は澤本氏と社内の IT 担当者で

ション未開始」
「未再契約」というセグメン

という観点から、
「デジタル力より顧客想

の任を受けた澤本氏。まずは顧客像をつ

トに分け育成する。

像力と編集力のスキルを重視し、メンバー

かむために新規ユーザー、既存ゲストへの

③②で契約に至らなかったユーザーを含

をアサインしました」と澤本氏は言う。

調査を実施。そこで大きな課題に気づくこ

めた未入会・休会セグメントへの定期的な

ととなる。

キャンペーン実施。

19 年 2 月初旬より、CX 戦略の立ち上げ

「Web サイトに誘導され、問い合わせに
至るまで、ユーザーの約 60％が 3 日以上
〜 90 日間の検討期間を経ており、40 日以
上に及ぶユーザーはそのうち 50％もいまし
た」
（澤本氏）。さらに多くのユーザーが「ブ

こうして、長期スパンでの顧客との関係
構築を目指した。

システム連携については
即時性、単純化に注力

ロッコリーとささみしか食べられない」と

まず最初に実践したのが顧客データの

いった誤った情報が掲載されたブログや記

整備だ。
「トレーナーやカウンセラーは現

事を参考にしており、
「誤った記事を読んで、

場で多くの業務を抱え、入力不備も起きや

悩んだ末にやめてしまう人が予想以上に多

すい」と澤本氏。情報配信に対するパーミッ

いのではという仮説と、それに伴う広告コ

ション（許諾）の未入力が多いといった課

スト増が課題として浮かび上がってきまし

題を一つひとつクリアし、数十万件の顧客

た」と澤本氏。

データの整備を行った。

当時、店舗での販促支援に従事してい

その一人が三浦氏で「DM 制作やコール
センター業務など異なるキャリアを持つ 4
名のメンバーで、検討中の方やゲストの不
安、悩みといった心理・行動などの洗い出
しから始めました」と言う。
さらにシステムの開発段階では IT チーム

自動化の仕組みとして MA（マーケティ

た三浦氏も「入会前と後では いい意味

ングオートメーション）を検討する上で

で RIZAP のイメージが変わったというご意

は、Salesforce と DWH で構成されている

「緊急事態宣言に伴うお知らせも Marketo Engage で
いち早く配信できました」
（澤本氏）

デジタルスキルより
顧客想像力と編集力を重視し、
チームメンバーをアサインしました。
CX 戦略部 部長

澤本 陽介氏
2020年10月15日現在

と CX チームを同一部署内に組織化し、連
携を強化。その上で注力したのが「即時性
と単純化」だった。

議。半日の間で 218 本ものタイトルを考案

外部リソースも活用し
コンテンツ施策を強化

したという。
こうして 84 営業日で導入準備を完了。19

顧客のデータは Salesforce と DWH 上に

三浦氏は、Marketo Engage の活用につ

蓄積。Marketo Engage との連携により、ゲ

いては、
「MA とは？という状態からスター

ストのステータスを約 5 分に 1 回のペース

トし、当初は専門用語一つとっても戸惑

でデータを飛ばす仕組みを構築。

う日々でした」と言うが、Marketo Engage

「 ステータスの変化に合わせ、 スピー

のコンサルからのレクチャーによりリテラ

ディーに次のコミュニケーションを実施でき

シーを強化。
「コンテンツ制作や開発につ

るようにしました」
（澤本氏）

いても、パートナーであるルシダス社やビ

また Marketo Engage でトリガーとして使
うデータは「予約・来店・契約」などの可

年 6 月後半から実際に施策をスタートさせ、
29 営業日で予約率が 11％アップ、来店率

ジネス アソシエイツ社のサポートも受け
ながらワークショップなどを実践しました」

否が分かるステータスフラグだけにし、CX

（三浦氏）
。顧客の悩み事を定義し、その

のメンバーに余計なストレスを与えない仕

温 度 感（COLD/WARM/HOT） を掛け合わ

組みを構築した。

せたコンテンツのタイトル案をメンバーと協

「数字で“ 結果 ” が見え、次の施策に生かせるのは
いいですね」
（三浦氏）

Salesforce と Marketo Engage を5分間隔で連携
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Salesforce と DWH 上に蓄積された顧客情報から独自の「ステータス」を生成。必要な約 150 種のゲストオブジェクトとステータスを、メールアドレスをキーに約 5 分ご
とに Marketo Engage とデータ連携

店舗スタッフの顧客に向き合う姿勢や
コミュニケーション方法を参考にし、一貫性
のあるメッセージ発信に注力しています
CX 戦略部
CX プランナー

三浦 久愛氏
2020年10月15日現在

は 31％アップを達成。
20 年 4 月 時 点 で も 未 予 約 率 は 15 ％
→ 2％程度に、未来店率も 24％→ 20.8％
と大きく改善される。
また、新規ユーザーの検討期間の短縮
に向けては、ダウンロードによる資料請求
施策を 19 年 8月よりスタート。
「クリエイティ
ブテストなどの改善をくり返し行うことで、
約 1 年で約 5300 件のリードを獲得、問い
合わせも約 180 件を獲得、広告獲得コスト
の約 1/50 程度で運用できています。検討
期間の長いユーザーのサポートにもつなが
る有効な施策を構築できたのは非常に嬉し
く、今後も PDCA を回していきます」と三

に寄り沿う姿勢を共有するようにしていま

禍以前から取り組みを進めていたバーチャ

浦氏。

す」と三浦氏。丁寧なコミュニケーション

ル店舗見学のウェビナーも功を奏し、今も

を実践することで、メール開封率も 43 〜

新規申し込みは絶えない。

他部署を巻き込み、
クロスチャネルの施策も展開

58％、クリック率も 15 〜 22％を恒常的に

「今後は不特定多数の方も受けていただ

実現している。

けるようなオンラインレッスンのリリースも

現在はルシダス社やビジネス アソシエイ

また、Marketo Engage の施策活動ファ

検討しています」と澤本氏は今後の展望を

ツ社などのメンバー含め、12 名で Marketo

ネルを全社で共有することで、
「他部署の

語る。得た知見でグループ内での横展開も

Engage 上に 3 事業、9 カテゴリー、累計

メンバーとのコミュニケーションも円滑にな

進めていく構えだ。

100 個程度の施策を回しているが、
「店舗の

り、クロスチャネルでの施策もしやすくな

良質な顧客体験の提供により RIZAP の価

スタッフならばどんなメッセージをゲストに

りました」と三浦氏は語る。最近は、広告

値を正しく提供し、多くの人の夢を応援する

伝えるのか。使う言葉一つとってもゲスト

部門と連携した資料請求施策や、コロナ

という同社のチャレンジはまだまだ続く。

Marketo Engage の施策活動ファネル
予約、来店層の
情報提供
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休会リストの
掘り起こし

ゲストのステータスごとにナーチャリングを行っていく。休会中のゲストに向けたキャンペーンも定期的に実施。施策活動ファネルは全社で共有し、クロスチャネルの施策にも
発展させている
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