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 ダイレクト・ブランディング



著者について
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ダン・ケネディ
⾔わずと知れた多種多様な事業を起業する起業家、恐ろしく報酬が⾼いダイレクトマーケティ
ングのコンサルタント、ダイレクトレスポンスセールスライター。起業家や専⾨家のグループ
のコーチであり、ほとんど引退はしたもののいまだに⼈気のあるプロの講演者、著者である。

ジム・カベル
フォレスト・ワルデン

アイアン・トライブ・フィット ネスを率いる起業家である。アイアン・トライブ・フィット
ネスは、北⽶に展開し、急成⻑を遂げつつある会員数限定のフィットネスジムのフランチャイ
ズネットワークであり、『Entrepreneur』『ウォール・ストリート・ジャー ナル』、雑誌
『CRM』に記事が掲載され、⾼い評価を受けている。彼らのビジネスモデルはユニークであり、
もし、この成⻑著しい業界の強⼒で価値あるブランドの所有者 になること、あるいはブランド
に投資することに興味があるならば、フランチャイズへの加盟を検討してはどうだろうか。



このレッスンで学ぶこと
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●ブランド化の本当に意味を知ること
●ダイレクトレスポンスでブランド化を進めること
●⾃分のビジネスをブランド化で強化すること



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その１

「⼩さな企業が間違っている
ブランドの誤解とは？」



ビジネスで⼀番重要なことは何か？

5

カネを払ってくれる顧客を捕まえて、利益を上げること。

全ての⼈にアプローチするのではなく、お⾦を払ってくれる顧客
にブランドのアプローチをして利益を上げること。

顧客を選別する
こと＝ブランド化



ある歌⼿の個⼈ブランド戦略
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ファンがほとんどいない歌⼿がなぜ⾦持ちなのか？

カントリー歌⼿
トビー・キース

2013年『フォーブ
ズ』の⾦持ちセレブ
１００位内にランク
イン。⽣涯収⼊5億
ドル。過去５年間は
４８００万ドルを

下回らない。

なぜか？
カントリーミュージック
のファン。ラジオ聴衆の
15%で地域が限られる

基盤顧客を把握して彼と彼のバンド
が完全に顧客の期待に応えるように
しているから（ブランド化）。



エクササイズ
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ブランド化はロゴを作るということと勘違いしていませんか？
⾃分の資産の基盤となる顧客を把握していますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その２

「部族主義でブランド化に成功した事例」



アイアン・トライブ・フィットネスとは？
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本書でダイレクトレスポンスによるブランディングの事例として紹介される
著者のジム・カルデンとフォレスト・ワルデンが創業したフィットネスのこと。

フォレスト・ワルデンのガレージで創業。
当初、メンバーは友⼈に限られ、激しい
トレーニングだがグループでトレーニングで
⾏うことでモチベーションを維持しながら
痩せられる実績があった。この特徴を
メンバーはカルト（信者）と呼んでいた。

会員同⼠のコミュニティ
に焦点を当て「カルト」
という⾔葉を使わず、
「トライブ（部族）」
と表現することにした。



“部族主義”でブランド化し⼤成功！
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どんなビジネスも顧客を惹きつけ、魅了して、動機づけるもの
でなくてはならない。そして、成功するためには、少なくとも
⼀部の顧客を熱狂的な⽀持者に変えなくてはならない。それが
“部族”だった。会員同⼠のコミュニケーションを打ち出し成功。

ブランド化が⼤成功して
全⽶でフランチャイズを展開

会費はプレミア価格を設定
会員数は約３００名に限定

「⼈⽣を変えるフィットネス」アイアン・トライブ（鉄の部族）フィットネスの成功



エクササイズ
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⾃社のビジネスで顧客同⼠のコミュニティを作れる余地は
ありますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その３

「売りながらブランド化する」



売りながら、ブランド化
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データを取得しながらブランド化すると強いブランドができる。

⾃分たちのプログラムに
安⼼して申し込んでもらため、
「効果がなければ全額返⾦」

のオファーをつける。

あらゆる属性の⼈たちのプロ
グラムに効果があると思った
⼈のデータを集めてレポート

化して、無料で配る。

熱狂的なファンからプログラ
ムの推薦の⾔葉が集まると

メッセージをプログラムを利
⽤したい⼈に向け変化させる。

売上を向上
させながら
ブランディング
する。



エクササイズ
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ダイレクトレスポンスの⼿法を活⽤して、データを取りながら
⽇々のマーケティングに活かしてみましょう。



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その４

「顧客は嘘つきだ」



鈍感になって、批判はやり過ごす
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成果が出すぎると、⽿を傾ける必要のない批判が噴出する。
しかし、広告は実際に効果が上がっているかが重要である。

・毎⽉のROI（投資収益率）２００％〜４００％

・クライアントが広告とプログラムのブランドの⾼い品質にふ
さわしくないと指摘される。
・ある熱狂的なファンの外科医はレターやレポートで実際にプ
ログラムを受けたのに、広告に誇りを持てないという。
（ダン・ケネディの⾔うとおり、顧客は嘘つきだ）
・広告デザイナーはセールレターに素⼈っぽいと酷評される。



ダイレクトレスポンスによる
ブランドの構築ガイド
その５

「ビジネスで⼿放しては
いけない２つのもの」



カネ（⼩切⼿）とマーケティングは⼿放すな
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外部に任せていいものと悪いものがある。

カネ
（⼩切⼿帳） マーケティング

⾃分⾃⾝のビジネス知識を過⼩評価するべきではない。外部の
⼒を借りるときは、彼らがダイレクト・レスポンスマーケティ
ングを理解・尊重しており、できればダイレクト・レスポンス
マーケティングで成功した実績を証拠として提出させよ。



エクササイズ
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現在のビジネスでお⾦とマーケティングをアウトソーシング
していないかチェックしてみましょう。売上が下がっている
のであれば、そのどちらかが⾃分のコントロール下以外に
あると⾔っても過⾔ではありません。



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その６

「エンドユーザー向けに
ニュースレターを作る」



フロントエンドで提供するものを変える
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エンドユーザーにはニュースレターの刊⾏で顧客を満⾜させる

フロント バックエンド

フロントのマーケティングは
関係性の構築ができていない
ため、特定の約束や要求、
販売促進の 提供、対応の
緊急性などを重視する。

バックエンドのマーケティン
グは、より広い社会的証明、
⼈間としての興味、コミュニ
ティの 活動などに関わるもの
を重視する。

不安を解消したい・安⼼したい ⾃慢したい・成⻑したい



エクササイズ
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フロントとバックエンドでマーケティングを変えていますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その７

「紹介顧客よりも、良い顧客はいない」



お友達を紹介しやすくする仕組み
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お友達招待の⽇に⼩冊⼦があれば、友⼈を紹介しやすい。

⼩冊⼦
顧客（会員） 潜在顧客（友達）

ブランドの知識や想いが詰まった⼩冊⼦やウェルカムキットがあれば、それを知⼈
友⼈に渡すこと⾃体がブランドを強化することにつながる。
また、お友達招待の⽇に友達を招待した会員には⼊会したかどうかに関わらず謝礼
を⾏った。最⾼級レストランの招待券などを⽤意して会員のモチベーションを上げる。

その後、ウェルカムキットへ発展



エクササイズ
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⼩冊⼦を始めとした⾃社紹介、ビジネス紹介資料を作って
いますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その８

「ブランドを強化するために
⾃動化する」



ブランド⾃動化のための顧客管理
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顧客管理でブランドを強化する！

⾒込み会員 ためらい
優柔不断

コンサルト
（相談）

活発に活動中の
会員

紹介プロフィット
センター

契約更新

不活発な会員
ダイレクトメール
ニュースレター

ビデオレターなど
IAメーラー・

シリーズ
TIO



エクササイズ
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顧客が断ったり、不安に思っていたら、それをサポートする
体制や仕組みづくりは存在していますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その８

「競合他社に模倣する暇を与えない」



⼝コミの９割はオフライン
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⼝コミでブランドを強化して他社を割り込ませない。

アイアン・トライブ・トレーニングでは、⼝コミが会員相互のモチベーションを向上させる仕組みがある。



エクササイズ
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顧客同⼠がネットワークを活⽤して、ブランドの強化に
つながる仕組みづくりはできていますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その９

「⼀度、離れた顧客を呼び戻す」



ある呼び戻しのためのレター作戦

33

顧客呼び戻しキャンペーン全体でROI763％を達成！
1514⼈の来店
レスポンス率43.47%
5万6690ドルの売り上げ

ポストカードno.1 ポストカードno.2

215⼈の来店
レスポンス率14.14%
5632ドルの売り上げ

ポストカードno.3

109⼈の来店
レスポンス率13.71%
3421ドルの売り上げ

最初のカードに
反応のなかった
顧客に対して送付

２回のカードに
反応のなかった
顧客に対して送付



エクササイズ
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⼀度離れてしまった顧客に向けての対策は取られていますか？



ダイレクトレスポンスによる
ブランドの構築ガイド
その10

「ブランド強化のためのPRを⾏う」



プレPRとポストPR
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プレPRとポストPRを活⽤して、効果的にアピールしよう。

プレ PR は、昔ながらの広報活動
である。これから起きることを発
表し、 それが報道され、注⽬さ

れることを期待するのだ。たとえ
ば『グッド・モー ニング・アメ
リカ』への出演が決まったとき
は、それを宣伝する。あるい 

は、新しいオフィスを開設した
り、幹部社員を雇い⼊れたり、製
品やサービ スを拡⼤して新しい
領域に参⼊したりすることを知ら

せる。

ポストPRとは何かが起きた後に
実施するものだ。ポスト PR とし
て、インタビューについてのプレ
スリリースを発表し、内 容の⼀
部をシェアするのも⼀案だ。ある
いはオンラインプレスリリース
に、 ネットワークのウェブサイ
ト、ユーチューブなどにアップし
たインタビュー のクリップ(短縮
版)へのリンクを⼊れることもで

きる。

プレPRとは？ ポストPRとは？



エクササイズ
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PR活動は意識していますか？ または、⾃社でもプレPRを
⾏なっていますか？



ダイレクト・ブランディング
ブランドの構築ガイド
その11

「ロスト・イン・スペースみたいに
ビジネスで彷徨わないために」



ビジネスで彷徨わないための３つの⽅法
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売上を上げるためのたった３つの⽅法とは？

⾃分のビジネスをブランド化する＝競合との争いがない

顧客を絞り込む＝カネを使う顧客にアプローチする

紹介によって顧客を増やす＝⼝コミは投資効率がいい



エクササイズ
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３つのことを守って⾃分のビジネスに活かしましょう。



自社ブランド化、自分ビジネスブランド化
をダイレクトレスポンスのノウハウを活用
し、効率的に進めてみましょう！


