
ATSUMARU事例集 
“集まるマーケティング” で顧客を創造する企業の事例 



『ATSUMARU × マーケティング』とは？ 

 

現代経営学の父と呼ばれるP・F・ドラッカー氏は、「マーケティ

ングの理想は販売を不要にすることである」と述べ、むしろ「販

売」と「マーケティング」は逆であり、補い合う部分さえないとま

で強調しています。 

 

当テーマである『ATSUMARU × マーケティング』ではマーケ

ティング分野において、無理に顧客や社員を集めるのではな

く、自然に顧客・社員が集まる会社や組織の取り組みや成功

事例をご紹介しています。 

ATSUMARU × マーケティング 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SoftBankの新春キャンペーン『ジャンボおみくじ』 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ATSUMARU × マーケティング 

T  信頼される  S  成功体験  U  唯一無二  M  記憶される A  注目される 

ソフトバンクは2016年1月1日より「おみくじキャンペーン」を実
施。各キャンペーンはソフトバンク取扱店で実施される。「2名
以上の家族で来店し、携帯電話（スマホ・ガラケー）・PHSを提
示すると、プレゼントが当たるおみくじを引くことができる」「来
店しアンケートに回答した方全員がおみくじにチャレンジでき
る」など、毎年違った切り口で実施しています。 
 
正月に重ね合わせ毎年全国で実施することで、「年始はソフト
バンクショップで運試し」というイメージの定着を図った取り組
みであるといえます。 

A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する 

【出典】GAPSIS.jp 



58万人予約待ちのヘッドマッサージ店『悟空のきもち』 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ATSUMARU × マーケティング 

A  注目される  T  信頼される  U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する 

日本初の頭のほぐし専門店として2008年京都に開店。運営会
社であるゴールデンフィールド社長の、金田淳美氏が生み出
したヘッドスパメソッドに、アミューズメント性を組み合わせた展
開方法が話題を呼び、創業以来11年連続、増収増益を達成
しています。 
 
スタッフの自主性を第一に考えて運営されている同店舗で
は、面接なしでSPI試験のみで雇用し、退職もスマホでできま
す。スマホの一押しで退職できるのに、逆に定着率はアップし
て、退職する人は業界平均を大きく下回る数%レベル。そんな
『悟空のきもち』東京銀座店全5店舗のキャンセル待ち合計
は、583,993人（2020年8月現在）であるといいます。 

【出典】B-plus、悟空のきもち、悟空のきもち｢51万人予約待ち｣強烈人気の裏側｜東洋経済online 



オーケストラで奏でる、ドラゴンクエストの世界 

ATSUMARU × マーケティング 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T  信頼される  S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する A 

ドラクエコンサートは、すぎやまこういち氏が作曲したゲーム音
楽・ドラゴンクエストの名曲を楽しめるオーケストラコンサートで
す。ドラゴンクエストの名曲を、OSAKA SIHON WIND 
ORCHESTRA（オオサカ・ウインド・オーケストラ）の迫力の生演
奏で楽しむことができます。 
 
2020年現在は、自宅で楽しく過ごせるように過去のアーカイブ
がオンラインコンテンツとして無料で公開されています。「ゲー
マー感激必至のオーケストラコンサート」として話題になってい
るコラボコンサートです。 

注目される  U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す 

【出典】「ドラゴンクエスト」ウインドオーケストラコンサート｜ローチケ 



デアゴスティーニ社は、1901年にイタリアで創立された出版
社。百科事典や全集などを分けて出版するという「分冊（パー
トワーク）」のジャンルを確立し、このジャンルにおいては、全世
界シェアのなんと50％を占めているという企業です。例えば、
同マガジンのシリーズ『安土城をつくる』の通常価格は1490円
ですが、創刊号は590円で、安土城についての雑誌と天守六
階の屋根のパーツ、そして組み立てDVDが付いてきます。 
 
同社のターゲットは、団塊世代の男性。全巻をそろえると10万
円を超えるモノも少なくないので、お金に余裕のある人が多
く、趣味を楽しむ時間的な余裕のある人も多いといいます。 

シニアの心をわしづかみにする『デアゴスティーニ』 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ATSUMARU × マーケティング 

A  注目される  U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する S  成功体験 T  信頼される 

【出典】ウェブジェネ、マミオン有限会社 



すかいらーくグループのアンパンマンマーケティング 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ATSUMARU × マーケティング 

T  信頼される  S  成功体験  U  唯一無二  M  記憶される  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される 

「ガスト」や「バーミヤン」、「ジョナサン」などのファミリーレストラ
ンチェーンすかいらーくグループはキャラクタータイアップ販
促事業として『アンパンマン』を採用。「対象のキッズメニューで
もらえるポイントカードを集めると、お店でオリジナルのアンパ
ンマングッズと交換できるよ」「グッズの詳細は公式商品ページ
でチェックしてみてね」といった促進により、顧客の相互集客と
いう相乗効果を生み出しています。 
 
なお、フレーベル館は、JAのこども共済、宿泊宿泊施設（高
松）のアンパンマンルーム、プラネタリウムのちびおおかみと月
のふしぎなど、様々なジャンルの施設とのコラボレーションを実
現しています。 

A  行動を促す 

【出典】Wikipedia、すかいらーくホールディングス、フレーベル館 



東京・練馬区にある居酒屋『飲み物を原価で売るので店名に
お金かけられず店名 無兵衛（なしべえ）』は、店名どおり500円
（税別）の“原価チケット”購入で、飲みものを原価で提供する
バルスタイルの店舗。 
 
2018年8月26日（日）～9月26日（水）には期間限定で「デュ
ワーズハイボール」を1杯10円（税別）で提供しました。当ハイ
ボールは、120分（2時間）制で原価チケット（500円、税別）購
入でも通常70円（税別）はする代物。店名の「飲み物を原価で
売る」をはるかに通り越し、おきて破りの10円でのたたき売りは
ユーザーにとっては願ってもない企画。「練馬で飲むなら、お
酒が原価で飲める無兵衛」というブランドを築きました。 

全ての飲み物を原価で提供する居酒屋『無兵衛（なしべえ）』 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ATSUMARU × マーケティング 

A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  M  記憶される S  成功体験 T  信頼される  U  唯一無二 

【出典】nomoo、飲み物を原価で売るので店名にお金かけられず店名無兵衛 



『ガチャガチャ』でニッチ市場を創造したインバウンドマーケティング 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ATSUMARU × マーケティング 

T  信頼される  U  唯一無二  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  M  記憶される S  成功体験 

2020年に向けてインバウンド市場が拡大する中、出国前に外
国人観光客が「あまった小銭」で楽しめるカプセル玩具装置
「JAPANESE CAPSULE TOY GACHA」を、全国の主要国際
空港に大量設置。平成29年度には3億円規模の市場を創出。
海外旅行時の小銭の余りや待ち時間という旅行者の課題を見
事に解決、さらに日本のモノづくりへの理解を深め、お土産と
しても好評を得ました。 
 
「あまった小銭をオモチャに！」という外国人観光客向けの
キャッチコピーとガチャを魅せる空間演出を行い、広告費をか
けずにクチコミやSNSで波及したことでメディアにも多数取り上
げられ、国内外問わず大きな反響を獲得した事例です。 

【出典】タカラトミーアーツ／TEAM JCTG、日本マーケティング大賞 - 日本マーケティング協会 



レクサスは、オーナー向けサービスを充実させることで、ロイヤ
ルティを高めることに成功している企業の一つです。 
 
例えば、「無料の洗車サービス」「一部ディーラーにて朝食
サービス」「ゴルフイベントへの招待」といったサービスを展開
することで、リピート率は70％に向上。他の高級車の50％よりも
高いという数字が出ています。また、ディーラーにインセンティ
ブを与えることで、彼らのモチベーションが向上。それを裏付
けるように、他社ではせいぜい30〜40%程度しか売れない保証
期間切れの車が、レクサスでは売り上げの80%という高い数値
を出しています。 

レクサスのロイヤルティマーケティング 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ATSUMARU × マーケティング 

M  記憶される  U  最適化する A  注目される  T  信頼される  S  成功体験  U  唯一無二  A  行動を促す  R  反応を見る 

【出典】ロゴ素材ドットコム、LEXUS公式、EmotionTcch 



テレワークが推奨されるなかにおいて、東京都心にあるホテル
ニューオタニが驚きのプランを販売しています。『スーパー
ワーケーション』というそのプランは、ホテルの部屋を30泊31日
をオフィスのように使えるというもの。Wi-Fiは無料で、新型コロ
ナ以来増えているテレワークに完全対応しています。また、同
ホテルのプールを5回まで利用できるほか、ホテル内のレストラ
ンが割引価格で利用できるなど、ホテルならではの特典もあり
ます。 
 
※ 販売対象期間は2020年8月6日～9月30日（チェックインは8
月31日まで）。料金は30泊31日で39万円（税・サービス料込
み）～。 

ホテルニューオータニ、30連泊プランを39万円～で提供 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ATSUMARU × マーケティング 

M  記憶される  U  最適化する A  注目される  U  唯一無二 

【出典】ニューオータニが驚きのプランを売り出し（2020年8月13日）｜テレ東NEWS、タイムアウト東京 

T  信頼される  S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る 



Amazonの『Amazonプライム』戦略 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ATSUMARU × マーケティング 

2007年6月8日、アマゾンドットコムは日本で会員制サービス
「Amazonプライム」を始めました。開始当初は通常配送費の無
料や翌日配送など配送特典のサービスでしたが、今では、会
費のみで映画や音楽が楽しめたり、写真を保存できたり、会員
限定セールなどの特典が用意されており、世界に1億5,000万
人以上もの会員が存在します。 
 
日本が他の主要市場と比べて年会費が安い（日：4,900円、米
：約12,000円、英：10,500円）のは、「なくてはならない」と感じる
ユーザーを増やせる、土壌をまだ耕せるとアマゾンが睨んで
いるからであると言われています。Amazonのマーケティング施
策を見てみましょう。 

【出典】Amazonプライムが年会費アップする理由とは？　海外との比較も｜CAPA、ニュースイッチ、Amazon 



参考 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】Amazonプライムが年会費アップする理由とは？　海外との比較も｜CAPA、ニュースイッチ、Amazon 



『Amazonプライム』トップページ 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】Amazonプライム 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



『Amazonプライム』トップページ 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ATSUMARU × マーケティング 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 

【出典】Amazonプライム 



一般・プライム会員向け『Amazon music』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】Amazon music 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



プライム会員向け『prime reading』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】prime reading 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



プライム会員向け『Amazon Photos』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】Amazon photos 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



プライム会員向け『Amazon Wardrobe』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】prime wardrobe 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



プライム会員向け『Twitch Prime』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】Twitch Prime 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



学生プライム会員向け『amazon student』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】amazonstudent 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



学生プライム会員向け『amazon student』ウェブ広告 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ATSUMARU × マーケティング 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 

【出典】amazonstudent 



『Amazonプライム』駅構内広告 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ATSUMARU × マーケティング 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



『Amazonプライム』駅構内広告 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ATSUMARU × マーケティング 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



『Amazonプライム』電車内広告・駅ビル構内広告 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ATSUMARU × マーケティング 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



『Amazonプライム』新聞広告 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】primeday 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



『Amazonプライム』イベント 

27

ATSUMARU × マーケティング 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 

【出典】primeday 



『amazon.com』ボイスページ 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】Amazon.com 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される S  成功体験  U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す 



『Amazonプライム』大阪ガスとの提携 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】大阪ガスの電気 スタイルプランPに切り替えるとAmazonプライムの年会費を大阪ガスが負担し続けます。 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す S  成功体験 



『Amazonプライム』ドコモとの提携 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ATSUMARU × マーケティング 

【出典】ドコモの「ギガホ」契約者なら、Amazonプライムが1年ついてくる！ 

U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される U  唯一無二  R  反応を見る A  行動を促す S  成功体験 



 

『ATSUMARU × イノベーション』では、企業が持つ顧客の

データ分析結果をもとに行ったデジタルマーケティングの成功

事例や、「顧客ロイヤルティ」「顧客分析」など、様々なカテゴ

リーの課題を解決し、イノベーションを起こしたといえる事例を

掲載しています。 

 

主にデジタルマーケティングを導入して成功した企業の事例

を紹介していますので、デジタルトランスフォーメーションへの

取り組みを検討されている方に特にご参考いただければ幸い

です。 

『ATSUMARU × イノベーション』とは？ 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ATSUMARU × イノベーション  



Sansanがオンライン名刺サービスを開始 

【出典】Sansan株式会社 

ATSUMARU × イノベーション  

T  信頼される  S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する 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U  唯一無二  M  記憶される A  注目される 

オンラインで昇段や会議をする機会が増える中「コミュニケー
ションのきっかけが見つからない」「役職や所属部門を聞くこと
ができなかった」「オンラインで出会った人の情報を車内で共
有しづらい」などの問題がありました。 
 
そこで、名刺管理サービス『Sansan』は、名刺を交換したい相
手に、自分のオンライン名刺のURLを伝えるだけで名刺交換
が完了するオンライン名刺サービスを開始。受け取った名刺
はSansanに登録されます。オンライン上の対面であったとして
も、はじめに名刺交換を導入することでコミュニケーションの
きっかけが見つかったり、正確な人物情報がわかるといった効
果が得られます。 



レイバン社がサングラスのバーチャル試着で需要予測 

サングラス、メガネを展開するグローバルリーディングブランド
であるレイバン社は、『Virtual Mirror』というオンラインで気軽
にサングラスを試すことができるサービスを通じて、ユーザー
の試着動向を探りました。 
 
サングラスの写真の印刷数を試着の指標としてトラッキングし、
試着数から需要予測し製品ごとの製造数量を最適化すること
に成功したといいます。 
 
Webカメラを持っていないユーザーに対しては、バーチャルモ
デルを選択し、シミュレーションができるよう設計しています。 

【出典】mukairiku.net、Ray-Ban 

ATSUMARU × イノベーション  

33

T  信頼される  U  唯一無二  M  記憶される  U  最適化する A  注目される  S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る 



イギリスの大手スーパーマーケットであるテスコ社が、生活導
線で発生する待ち時間を活用し、オンラインスーパーの利用
客を増やそうと仕掛けたユニークな事例。 
 
同施策は、韓国ソウルの地下鉄の駅構内の壁一面にバー
チャル商品棚を設置し、商品棚のような巨大ポスターが貼られ
ており、商品ごとに付いているQRコードをスキャンすることでそ
の場でオンライン購入できるというものです。「電車の待ち時間
に人々のアテンションを獲得できること」「帰宅時のお腹が空い
ている時間帯を狙えること」などで需要を伸ばし、オンライン
スーパーの売り上げは130%増加。オンラインサイトの登録者は
76％増えたという結果を生みました。 

QRコードだけで購入できるオンラインショップを駅に設置 

【出典】10の海外マーケティング事例から新しいアイデアを探そう｜バズ部 

ATSUMARU × イノベーション  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T  信頼される  U  唯一無二  M  記憶される A  注目される  S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する 



コロナ禍で過去最高益を記録した工具屋『大都』 

【出典】株式会社 大都公式、望月俊孝 

ATSUMARU × イノベーション  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工具店の株式会社大都は、多くの会社が売上減で悩む2020
年3～5月の間に売上を躍進させました。特にゴールデン
ウィークには昨年比の2.5倍の売上を記録したとのことです。も
ちろん、国を挙げたステイホームのなかで家族でのDIYが流
行ったこともありますが、『大都』は多くの試行錯誤を積み重ね
てきました。それまでの工具屋さんの相手は、みな住宅施工
業者の方ばかりでした。しかし、今から18年前から、業界のタ
ブーを破る行為でも一般の家庭にむけて工具のネット通販を
はじめたのです。その後も、ワークショップを開いたり体験型
ショップを開いたりしてDIYの楽しさの普及につとめてきまし
た。あなたが、オンラインで提供できるはずなのにできていな
いものやことはないでしょうか。 

A  注目される  U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する T  信頼される  S  成功体験 



5,000人を動員した自宅配信リモート劇団 

【出典】Yahoo Japan、望月俊孝 

ATSUMARU × イノベーション  

日本初のリモート演劇団「劇団ノーミーツ」が生まれたのは
2020年4月9日。緊急事態宣言がでた日でした。13人の劇団
員全員は自宅からZoomを介して劇を配信していきます。企画
も稽古も本番もすべてZoomというオンライン空間。作品はハイ
ペースでうまれTwitterに公開されていき17作品で合計3,000
万再生がされました。 
 
そして結成1ヶ月後の5月には初の単独デジタル公演が開催。
1人2,500円のチケットで、なんと5,000人もの視聴があったので
す。劇団主催者の1人である広屋佑規氏は「通常の劇場では
到底5000人も入らない。オンラインだとキャパシティーという概
念がないため、ビジネスとしての可能性も感じた」と語ります。 

T  信頼される  S  成功体験 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A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  U  唯一無二  M  記憶される 



【出典】アジアのベストバー50、Forbes Japan、Jigger and Pony、望月俊孝 

アジアNo.1に選ばれた「宅配式」バー 

ATSUMARU × イノベーション  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『Jigger & Pony』は世界の名店が集うシンガポールに店舗を構
えています。シンガポールは、コロナ渦のなか外出自粛が出さ
れていましたが、代表である江口明弘氏は、思い切った作戦
にでました。それは「カクテルのデリバリーサービス」でした。 
 
江口氏は総勢65名のスタッフとともに最後はタクシー運転手の
協力も得て30種類以上の本格的なカクテルを配達。このチャ
レンジは大きな実を結び在シンガポールの欧米企業からの福
利厚生としても利用され、普段バーを利用しない層も虜にしま
した。「夜の街」の象徴として肩身の狭い日々が続くバーです
が、そんな中で『Jigger & Pony』はアジアナンバー1に選ばれ
ました。 

S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される  U  唯一無二  M  記憶される 



【出典】13年の議論で生まれた｢驚異の図書館｣の裏側｜東洋経済、望月俊孝 

先進的な「スマートシティ」として知られるデンマーク第2の都市
オーフス市で、史上最大の建築プロジェクトとして2015年に誕
生したのが公立図書館「DOKK1（ドック1）」です。予約・貸出・
仕分けを自動化したスマート化、機械化の技術を駆使したテク
ノロジーを用いているだけでなく、市内の病院で子供が生まれ
ると鐘が鳴る素敵な演出もあります。 
 
「デンマークの図書館の新しいスタンダードをつくろう」と子ども
から大人まで地域の人々を巻き込み始まったこのプロジェクト
は、およそ13年の時間を経て生まれました。子どもたちが工作
した「未来の理想の図書館」のアイデアもふんだんに盛り込ま
れているといいます。 

人口30万人の街の図書館に、4カ月で50万人が来館 

ATSUMARU × イノベーション  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T  信頼される  S  成功体験  A  行動を促す A  注目される  U  唯一無二  M  記憶される  R  反応を見る  U  最適化する 



【出典】Forbes Japan、望月俊孝 

エリック・ユアン氏が創業したZoom。2020年3月28日にはたっ
た1日で世界中300万人の人々が、彼の会社のサービスを利
用することを決めました。有料化プランを充実させることで、
Zoomの売り上げをあげることもできましたが、一方でセキュリ
ティの面から多くの非難・中傷も寄せられていたことに彼は気
づいていました。 
 
そこでZoom社は、世界19ヶ国の教育機関に無償でそのサー
ビスを提供しコロナウィルスで学校に行けない学生の支援を実
行。さらに、2020年4月8日より90日間、すべての改善をセキュ
リティに注ぎ、無償アップデートすることを宣言しました。その
結果、いまやこのサービスには毎日世界3億人が参加していま
す。 
 

Zoom社が信頼される企業となった理由 

ATSUMARU × イノベーション  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T  信頼される  S  成功体験  A  行動を促す A  注目される  U  唯一無二  M  記憶される  R  反応を見る  U  最適化する 



【出典】Google AI、「Googleアシスタント」は多くのダウン症患者から学んでいる｜japan.cnet.com 

Googleが発達障害をもつ人の発声も認識できるよう研究開発 

ATSUMARU × イノベーション  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A  行動を促す A  注目される  R  反応を見る U S  成功体験  唯一無二  U 

音声アシスタントは、スケジュールを管理したり、友人や家族と
連絡を取り合ったり、緊急時に助けを呼んだりするのを支援し
てくれるツールです。しかし、多くのダウン症患者にとって、自
分の言っていることを理解してもらうのは、容易ではありませ
ん。実際、Googleアシスタントはダウン症のある人が話すことの
約 3 分の 1 が聞き取れませんでした。 
 
そこでGoogle AI は、カナダ ダウン症協会の協力のもとダウン
症のある人から学ぶ AI アシスタントを開発。 
ダウン症のある人の音声サンプルを収集し、機械学習アルゴリ
ズムでパターンを発見して、音声認識を改善することを目指す
「Project Understood」を発表しました。 

最適化する T  信頼される  M  記憶される 



【出典】CO2排出量に応じて利用が制限される、スウェーデン発のクレジットカード｜IDEAS FOR GOOD 

CO2排出量に応じて利用が制限されるクレジットカード 

ATSUMARU × イノベーション  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S  成功体験 A  注目される  R  反応を見る 

スウェーデンのフィンテック企業「Doconomy」は、日々の消費
活動におけるCO2排出量を測定・管理できるクレジットカード
「DO」の提供を発表しました。プレミアムカード「DO Black」に
は、CO2排出量に応じて利用が制限されるという機能がプラス
されます。一人ひとりの CO2 排出量を見える化することによ
り、CO2 削減目標達成を目指しています。 
 
また、「DO」の加盟店から環境に優しい商品を購入すると、
「DO credit」というポイントがもらえ、「ストーブを低燃費なもの
に取り換える」、「風力発電所を建設する」など国連が認定した
CO2削減プロジェクトに投資することもできます。 

U  最適化する A  行動を促す U  唯一無二  M  記憶される T  信頼される 



 

 

『ATSUMARU × ジョイントベンチャー』では、ジョイントベン

チャー（協業）したことで、新たな顧客創造に成功したり、相乗

効果を生み出した企業・組織の事例をまとめています。 

 

目的を共有し複数企業が協力し合う戦略的な提携「ジョイント

ベンチャー」の成功事例をご紹介しているため、ジョイントベン

チャーに関心がある人は必見です。 

『ATSUMARU × ジョイントベンチャー』とは？ 

42

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 



一般ユーザーとのコラボレーションで社会の意識を喚起 

43

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

特定非営利活動法人TABLE FOR TWOは、おにぎりの写真
をSNSまたは特設サイトで投稿すると1枚につき100円が協賛
企業から寄付される、ユーザー参加型の社会貢献施策を実
施。 
 
SNSを通じて気軽に参加し、周囲からの共感を得られるという
ユーザー参加型の寄付活動により、成果の得られる寄付活動
として広がりました。スタートから51日間で約11万件の写真投
稿が集まり、広告費用ゼロであったのに対して、約4億円にの
ぼる広告効果が得られたと言われています。参加人数は約36
万人にのぼり、食のありがたさや世界の食糧問題へ意識を向
けることに成功しました。 

M  記憶される  U  最適化する A  注目される  A  行動を促す  R  反応を見る 

【出典】TABLE FOR TWO、日本マーケティング大賞 - 日本マーケティング協会 

T  信頼される  S  成功体験  U  唯一無二 



農産物×デジタルによるマーケティング・モデルの創造 

44

ATSUMARU × マーケティング 

T  信頼される  U  唯一無二  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  M  記憶される S  成功体験 

【出典】松本りんご協会、日本マーケティング大賞 - 日本マーケティング協会 

松本りんご協会は、長野県松本産「ふじりんご」の甘くて固いと
いう商品特徴を生かし、りんごを丸かじりした時の感覚をス
マートフォンと連携させ、それを元に歯科スタッフからアドバイ
スを受けられるという世界初のアプリケーションと連動させた
サービスを開発。 
 
消費減に悩む農家、ヘルスケアへの意識が高まる消費者、厳
しい競争環境で新たな価値を模索する歯科医院、三者にとっ
てプラスとなる新たなマーケティング・モデルを作りました。ふじ
りんごの出荷量は最終的に前年比155%となり、累計6億円を超
えるメディア露出効果を獲得しました。 



サウスウェスト航空が任天堂と提携 

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

U  唯一無二  R  反応を見る  U  最適化する 

45

T  信頼される  S  成功体験  M  記憶される  A 

アメリカの格安航空会社・Southwest Airlines（サウスウエスト航
空）が、搭乗客全員に『Nintendo Switch』と『スーパーマリオ
メーカー 2』を無料でプレゼントするというキャンペーンを実施
し、話題を呼びました。 
 
これは同社が任天堂とパートナーシップを組んで行ったキャン
ペーンで、2019年7月15日にダラスからサンディエゴへと向か
う2246便の乗客に配布されました。キャンペーン当時、サン
ディエゴでは大規模なコミックイベントが開催されており、当
キャンペーンはその会場へと向かう人たちをターゲットにした
施策でした。フライトが着陸した際にはマリオが搭乗客を出迎
え、一緒に記念撮影するという嬉しいサプライズもあったとい
います。 

行動を促す 

【出典】米LCCが搭乗客全員にNintendo Switchとゲームソフトをプレゼント｜AdGang 

A  注目される 



Netflixがテレビリモコンと提携し、2,500万円で日本市場を攻略 

46

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

T  信頼される  U  最適化する U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す  R  反応を見る S  成功体験 A  注目される 

2015年日本市場の参入を控えたNetflixはリモコンボタンに目
を付けました。メーカーに働きかけ、テレビのリモコンに 
『Netflix』のボタンを付けることを思いついたのです。 
 
ボタンを入れてもらえればリモコンの製作費を10％負担すると
申し入れました。メーカーにしてみればコストダウンに繋がりま
す。各メーカーから出荷されるテレビの台数は250万台。リコモ
ン原価は100円→Netflix負担は10円であり、2015年のテレビ
出荷数は250万であったため、2,500万円でテレビ局と並ぶ
チャンネル権を手に入れることができました。 

【出典】週刊東洋経済2015年4月25日号、ぶいろぐ 



Twitterユーザー × 『テプラ（Tepra）』 

【出典】「手を洗いたくなるシール」がテプラで印刷可能に　コロナ禍で話題のツイートとコラボ 

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する 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U  唯一無二  M  記憶される A  注目される  A  行動を促す 

『手を洗いたくなるシール』は、強く押すメガネの人さん
（＠ne_dsk）が4月17日にTwitterで公開したもの。トゲトゲで悪
い顔をしたウイルスのイラストがたくさん書かれたもので、ドアノ
ブや水栓レバー、電気のスイッチなど感染源となりうる場所に
貼って手洗いを促します。Twitterで15万いいねを集め、メディ
アで多数紹介された注目商品です。 
 
テープに文字を印刷できるラベルライター『テプラ（Tepra）』が
あれば、無料でダウンロードして印刷できます。『テプラ』を販
売する株式会社キングジムによると、外出自粛期間ということも
あり作者の強く押すメガネの人さんとは対面せず企画が進ん
だそうです。 

T  信頼される 



ロングセラーブランド「ハイチュウ」40周年のマーケティング 

【出典】森永製菓、日本マーケティング協会 

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

T  信頼される  S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する 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U  唯一無二  M  記憶される A  注目される  A  行動を促す 

1975年の発売以来、商品ラインアップの拡充とご当地商品、
海外進出などでブランドを確立してきた森永製菓の『ハイチュ
ウ』。 
 
2015 年には発売40 周年を迎え、オリジナルフレーバーである
「ストロベリー」味の大幅リニューアル、「ヨーグルト」をはじめと
する話題性の高いフレーバーの限定販売、「驚愕のハイチュ
ウ」、「謹製ハイチュウ」など記念商品の開発、「ゴールデンハイ
チュウ」の発売、「映画ドラえもん」とのコラボなど、商品開発や
コミュニケーション施策で新しい取り組みを実施し話題となりま
した。米国をはじめとする海外でも売れ行き好調で、ロングセ
ラーブランド活性化の好例です。 



【出典】メルカリ、ナチュラルローソン、FASHIONSNAP.COM 

メルカリ×ナチュラルローソン “読むレジ袋”  

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

T  信頼される  S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する 

49

U  唯一無二  M  記憶される A  注目される  A  行動を促す 

2020年7月1日からのレジ袋有料化を控えた6月24日～6月26
日に、ナチュラルローソン138店舗で各日100枚配布されたこ
の『読むレジ袋』。 
 
メルカリは、日々使い捨てられるレジ袋に小説という新たな付
加価値を与えることで、モノとの向き合い方を考え直すきっか
けを作りたいとの思いで今回の企画を立案。「人と地球にやさ
しい」をテーマにSDGsを積極的に推進するナチュラルローソ
ンの方向性と合致したことから、7月1日からのレジ袋有料化を
前に実施することになったといいます。なお、当レジ袋は環境
に配慮し、バイオマスプラスチックが50％以上配合されていま
す。 



「LINE Creators Market」によるユーザーとの共創ビジネス 

【出典】LINE株式会社、日本マーケティング協会 

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

T  信頼される  R  反応を見る  U  最適化する 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U  唯一無二 A  注目される 

スマートフォンコミュニケーションアプリ「LINE」内でのコミュニ
ケーションアイテムである「スタンプ」の制作を公募してユー
ザーの制作意欲と功名心を刺激し、2020年時点で、300万種
類以上のユニークなスタンプが販売されています。これによっ
て企業とユーザーがともに利益を得るビジネスモデルを実現さ
せ、ユーザーとのCo-Creationによる事業の最も成功した事例
です。 
 
日本マーケティング大賞（2015）では、消費者のプロシュー
マー化を上手く捉えて新しいビジネスを生み出した企画力、
LINEのプラットフォーム上で実現させた独自性、大きな社会的
ムーブメントを引き起こした実績など、高い評価を受けました。 

S  成功体験  A  行動を促す M  記憶される 



資生堂とユニクロがスマートビューティーをテーマにコラボ 

【出典】企業コラボで顧客の相互送客｜Idea Clip、株式会社ユニクロ、株式会社資生堂 

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

T  信頼される  S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する 

51

U  唯一無二  M  記憶される A  注目される 

スマートビューティーをテーマに、快適な暮らしを実現する両
ブランドがコラボレーションしたこの企画では、ユニクロでエアリ
ズム（AIRism）を買った人は、マキアージュ（MAQuillAGE）の
サンプルが貰えます。また、MAQuillAGEはAIRismとの引換え
チケットの入った企画品を同梱することでWin-Winの関係を構
築しています。 
 
本来、景品表示法では1,000円未満の商品には最大200円の
景品を、1000円以上の商品には、取引価額の10分の2までの
景品を提供と決まっていますが、「使用感アンケートへのご回
答が必要」というアンケートの謝礼という位置づけでその景表
法のバーをクリアさせています。 

A  行動を促す 



【出典】日本元気にしようプロジェクト第7弾「企業コラボマスク」｜コックス公式オンラインストア 

ATSUMARU × ジョイントベンチャー 

T  信頼される  S  成功体験  R  反応を見る  U  最適化する 

52

U  唯一無二  M  記憶される A  注目される  A  行動を促す 

アパレル専門店コックスがオリジナリティ溢れる異業種10ブランドとコラボ 

アパレル専門店の株式会社コックスは、2020年8月に公式オン
ラインストアにて「企業コラボマスク」の予約販売を開始。新型
コロナウイルスによる影響を受ける中、日常で必須になってい
るマスクに楽しさやオリジナリティを加え、お客さまに楽しんで
いただける取り組みを行おうと企画し、取り組みに賛同いただ
いた様々な業種の企業とコラボレーションしたファッションマス
クです。マスクには各企業のキャラクターや人気商品などを、
普段使いできるようデザインされています。時代の流れが生ん
だコラボレーション事例です。 



ピーター・F・ドラッカー氏が定義する次の三つのマネジメント

に基づき、ATSUMARU事例をご紹介しています。 

 

・事業成果自体のマネジメント 

・経営管理者（社長や役員）が示すべき経営方針のマネジメン

ト 

・現場に携わるスタッフが行う仕事の詳細マネジメント 

 

採用マーケティングや、社員満足度向上のためのアプローチ

など、組織の成果に責任を持って取り組んだ組織マネジメント

の施策・ノウハウをぜひご参照ください。 

『ATSUMARU × マネジメント』とは？ 

53

ATSUMARU × マネジメント 



絶対に100食しか出さない行列店として知られる『佰食屋』で
は、意欲的な人や行動力のある人は採用しないといいます。 
雨の日でも雪の日でもコンスタントに1日100食を売り切るビジ
ネスモデルを採用している佰食屋のメニューは年中同じでメ
ニューはたった3種類。厨房でも接客でも、マニュアルがなくて
もわかるくらい、すぐに仕事を覚えることができます。だから、
「アイデア」も「経験」も「コミュニケーション力」も必要とされませ
ん。 
 
その唯一無二の佰食屋の採用基準やビジネスモデルが着目
され、全国から働かせてほしいという問い合わせが殺到してい
るそうです。 

意識の高い人を採用しないステーキ丼専門店『佰食屋』 

54
【出典】佰食屋が"意識の高い人"を採用しないワケ｜PRESIDENT Online 

 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  M  記憶される  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される  U  唯一無二 



『LINE＠活用術（セルバ出版）』の著者であり、LINE専門家と
してメディア出演する斎藤 元有輝氏によると、「電話には出な
いことが多く、メールも読まない人が多い、といわれている現在
の学生とスムーズに連絡をとるには『LINE』を使うのがベスト」
であるといいます。 
 
国内の学生の99％が使っているというLINEでの採用術を駆使
し、良い人材にアプローチする企業は増え始めており、LINE
を活用したことにより採用人数が二倍に増えた事例もあるとい
います。 

LINE採用革命 

55
【出典】LINE採用革命! (LINEを使えば御社の採用人数を2倍に増やせます!) (日本語) 単行本 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  U  唯一無二  M  記憶される T  信頼される  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される 



DeNAの社員の希望を叶える人事制度の取り組み 

56
【出典】従業員満足度向上の取り組みを解説！8の方法＆12の企業事例を紹介｜ONE TEAM Lab、DeNA ディー・エヌ・エー 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される 

株式会社ディー・エヌ・エーが、社員全員の能力を最大限に
活かすための方法として、2017年に始めたのが、「シェイクハ
ンズ」という新しい人事制度です。 
 
これは、人事そして現部署の上司の承認なしに異動できる画
期的な制度です。通常、人事異動ともなると、厳しい選考が
あったりポジションの数が限られていたりするため、ハードルが
高くなります。しかし、この制度では、本人が希望する部署に
声をかけることができたり、全ポジションが公開されているWeb
サイトからエントリーしたりすることができます。 



大和ハウス工業株式会社の『親孝行支援制度』 

57
【出典】大和ハウス工業、従業員の心を掴むユニークな福利厚生制度｜ボーグル 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  U  唯一無二  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T 

遠方にいる要介護状態の親の介護に関わる理由で帰省する
際の交通費相当額として、帰省距離に応じて「親孝行支援補
助金」（年4回まで）を支給する制度です。 
 
遠距離介護する従業員にとって、交通費は生活費の大きな足
かせ。最悪の場合は、退職して実家に戻ってしまうケースもあ
ります。従業員の家族形態に応じた柔軟な働き方をサポート
する同制度は、そんな社会課題を解決する先駆的な福利厚
生制度といえます。国内の高齢化の進行と共に対象者は増え
続けるため、多くの企業が同様の制度を始めると予想されま
す。 

信頼される  M  記憶される 



チカラコーポレーションの『失恋休暇』 

「失恋休暇」とは、失恋した翌日から、20代前半なら1日、20代
後半なら2日、30歳以上であれば3日の休暇を取得できる制度
です。 
 
10年以上美容師を続けることができるのは10％に満たないとも
いわれる過酷な労働環境を、根本から改善しようという社長の
信念のもとにつくられた制度となります。「美容院業界は、商品
が美容師という客商売。美容師が失恋してテンションが下がっ
たままお客さんの前に出ても仕方がない」。神戸市内に計６店
舗の美容院を経営するチカラコーポレーションの社員はそう打
ち明けます。同社は、平成23年１0月、失恋したら年代などに
応じて有給休暇を取れる制度「失恋休暇」を導入しました。 

58
【出典】「失恋休暇」を制度化した理由｜SankeiBiz、ユニークな制度から会社を知ろう｜UWORK 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される U  唯一無二 



亀田製菓の『ハッピーリターン制度』 

59
【出典】ハッピーターンの亀田製菓が「ハッピーリターン制度」｜キャリコネニュース、亀田製菓株式会社 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される 

亀田製菓が多様な働き方を支援するため2015年から導入して
いるのが「ハッピーリターン制度」。結婚や出産・育児、家族の
看護や介護などを理由に自己都合退職した従業員に対して、
復職する機会を優先的に設ける「退職者復帰登録制度」で
す。育児や介護などの理由で退職した社員が再就職すること
が厳しい環境となっている現状から、同社は「社員のワークラ
イフバランスを尊重しライフステージに合わせた働き方の選択
肢を拡げる」ために同制度を導入しました。 
 
制度名の由来は勿論、同社人気商品『ハッピーターン』から。
知名度の高い同製品と「ハッピー（幸せに）」「リターン（戻る）」
を掛け合わせたとのことです。 

M  記憶される U  唯一無二 



日本国内にとどまらず、海外メディアでも「猫とはたらく企業」と
して注目されるファーレイ株式会社は社員の半数以上が猫を
飼っています。そして、同社が導入する「猫同伴通勤制度・猫
手当」は、飼い猫と通勤し、一日中職場で一緒に過ごせる制
度のことを指します。会社からは、餌が1日2回支給されます。
また2011年から、保護猫などを引き受けた社員を対象に、餌
代として月5,000円の「猫手当」を支給しています。 
代表の福田英伸氏は『「猫と一緒に仕事ができる会社」として
SNSで認知が広がったおかげで、会社説明会の開催を告知す
ると、たくさんの方が応募してくれます』と述べており、求人広
告費には一切お金がかかっていないといいます。 

求人サイトを使用せず、SNS拡散力を活かして人材を獲得『猫に優しい会社』 

60
【出典】ファーレイ株式会社、ユニークな制度から会社を知ろう｜UWORK 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される U  唯一無二 



フォロワー1,500人で即最終面接。オンデーズの『インフルエンサー採用』 

61
【出典】重村真実 OWNDAYS PRESS｜Twitter、株式会社オンデーズ 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  U  唯一無二  M  記憶される  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T 

アイウェアの製造販売を手掛け、国内外に220店舗を展開する
株式会社オンデーズは、2017年10月「インフルエンサー採用」
採用の際に、年齢学歴不問で「Twitter」「Instagram」「BLOG」
いずれかのフォロワー数が最低1,500人以上（投稿内容も含め
確認される）であれば、優先的に最終面接へ進めるというもの
です。同社のこのような取り組みの目的の一つに「発信力の強
化」があります。インフルエンサーを通して“生の声”を届け、ブ
ランドに対する理解と認知を深める目的があるといいます。ま
た、入社後も、社内インフルエンサーとしてオンデーズに関す
るさまざまな情報の発信をする代わり『インフルエンサー手当』
（基本給与から50,000円がプラスされて支払われる制度）もあ
るそうです。 

信頼される 



6時間労働が許される『ろくじろう』 

62
【出典】ユニークな制度から会社を知ろう｜UWORK、ZOZONEWS 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  U  唯一無二  M  記憶される  R  反応を見る A  注目される  T  信頼される 

『ろくじろう』とは、ZOZOTOWNを運営しているスタートトゥデイ
にて、6時間労働が許される文化であることを制度化したもの
です。8時間労働が当たり前という常識を見直し、働きすぎな
日本人に新しい働き方を提案することを目的に実施していま
す。 
 
ただ、「6時間で帰宅していい」ということではなく、短い時間で
も生産性を落とさず効率よく自事（シゴト）をすることが必要とさ
れます。チーム全員が6時間でシゴトを終えることができれば
みんなで15：00に帰宅し、終わらない人がいた場合は全員で
助け合ってシゴトを終わらせてから帰宅しています。 

U  最適化する A  行動を促す 



終身雇用制度を採用した米IT企業『ネクストジャンプ社』 

63

NY州にあるネクストジャンプ社は1994年創業以来、会社のプ
ラットフォーム作りをおこなってきた企業です。社長のチャー
リー・キムは育児の経験を通して子供の命に責任をもつという
当たり前の役割を実感しました。「両親が誇りに思える会社に
したい」という思いから、チャーリーは異例ともいえる「終身雇
用制度」を導入したのです。 
 
制度の導入後、年間25％だった収益の伸び率が年間60％に
急増。社員の会社に対する愛着度が向上したことから、引き抜
きによる離職率が平均40％から1％まで激減したといいます。 

【出典】『リーダーは最後に食べなさい！チームワークが上手な会社はここが違う』日本経済新聞出版社 

 

ATSUMARU × マネジメント 

S  成功体験  U  唯一無二  A  行動を促す  R  反応を見る  U  最適化する A  注目される  T  信頼される  M  記憶される 


