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紹介キャンペーンに
広告媒体はいりません

お客様リストがあれば情報が発信できます。 

当たるかどうかわからない広告リスクがぐっと

抑えられ、無駄な広告費が発生しません。 

お気に入りのサービスがあったらお友だちに

話したくなるもの。そんな消費者心理をいかした

プロモーション活動が「紹介キャンペーン」！ 

お客様にもスタッフに

も負担が少ない紹介

キャンペーンがある！ 

紹介・口コミからの集客は
メリットがいっぱい！！
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リスクがなく、無駄がない！？ 

どうして今、紹介キャンペーンが
注目されているの？ 
先行きが読めない不確実な時代になりました。日本の人口が少なくなり、広告費が増加する

今、人と人との横のつながりでサービスを広める「紹介キャンペーン」が再注目されています。 

早速、日本の広告費の推移と、紹介キャンペーンのメリットを見ていきましょう！ 

日本の広告費は上がる一方… こんなにスゴいぞ、紹介キャンペーン！ 

集客を広告媒体に頼るには限界がある！ 

調査結果もチェック！ 
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出典：（株）電通「日本の広告費」より 
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人口が減少して集客は難しくなるのに、広告費が上がる…。
広告戦略は難しくなり、その効果はますます読めなくなってきました。 
だからこそ今、広告媒体ではなく顧客リストに頼って集客をする
「紹介キャンペーン」を活用しませんか？

費用対効果が高いプロモーション活動をするならば、できるだけ少ない広告費でお客様になる
確率の高い方法を選びたいものです。 
紹介キャンペーンなら、より高い確度でお客様を獲得できます。 

スポーツクラブに焦点を絞り、アンケート調査
を実施しました。知人を紹介したことがある人
は35.6％。声をかけた人の約8割が入会に
至ったという調査結果が得られました。 

●広告ではなく 顧客リストに告知 
●広告媒体は使いません！ 

●プロモーションはお客様の口コミだけ 
●顧客獲得費用は成果報酬制 

費用は成果報酬 広告リスクがない 

スポーツクラブに通った経験のある人の

35.6％は知人を紹介し、そのうちの
78.9％が入会しています。

■ 紹介率と紹介入会率の統計

マーケティングデザイン調べ 

Point

●紹介したことがある
　●入会した
　●入会していない

●紹介していない

64.4%
紹介していない

35.6%
紹介した
ことがある

28.2%
入会した

7.4%

入会
していない 78.9%

「入会した」のは
「紹介したことがある」

うちの

78.9%
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紹介キャンペーンはとっても手軽！ 

KUCHICO PREMIUMで
紹介キャンペーンを自動化しよう
「紹介キャンペーンをしたいけど、手間がかかって…」というお悩みを耳にします。そんな

悩みはクチコプレミアム で解決しましょう。 

紹介キャンペーンを加速させるクチコプレミアム の選ばれているポイントを紹介します！ 

操作がカンタン・手軽！ 

便利な機能がたくさん！ 

お客様の声から
機能アップデート！ 

クチコプレミアム を使えば、お客様
が紙のツールを持ち歩いたり、紹
介キャンペーンの説明をする負担
は一切ありません。
SNSを使ってURLを送信・登録す
るだけで「紹介キャンペーン」が成
立します。 

ECサイトのお客様
からのリクエスト
で、紹介キャンペー
ンのプレゼントの
なかに「QUOカー
ドPay」を採用！

公式LINEアカウ
ントからクチコプ
レミアム に連携！ 
より便利にご利用
いただけます♪ 

詳しくはホームページをご覧ください。 クチコプレミアム

紹介キャンペーンが浸透し、さらに運用しやすくなるアシスト機能が充実しています。 

①口コミ見える化機能

クチコプレミアムは紹介キャ
ンペーンの流れを見える化し
ました。成約に至るまでの流
れを数字で把握できます。

②物流管理機能 ③デジタルギフト機能 ④LINE連携機能

特典の調達から納品の管理
配送計画などの管理が一覧で
行えます。

広告に頼らない 口コミ・紹介キャンペーンの 成功法則



紹介キャンペーンは、企画を考えたり
ギフトの手配・配送をしたり、
かなり負担がかかかるんだよなぁ…

アプリを使ってお客様が紹介してくれるの
で、通知が来たら承認ボタンを押すだけ！
ギフトの手配は事務局が担当してくれる！

クチコプレミアムなら

スタッフ
の負担

面倒 企画が
マンネリ

コスト 時間が
ない

スタッフ
の負担
軽減

手間なし 楽しい
企画

コスト
安 かんたん
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クチコプレミアムなら

スタッフの運用はら～くらく
アプリを使った紹介キャンペーンで、これまで面倒だったデータ分析、商品手配、

商品配送など、スマートな運用が実現できます。

使いやすいから高い生産性を実現
クチコプレミアムはお客様のご要望を元に機能拡張する クラウド型紹介システムです。

⑤AIトラッキング機能 

性別や年齢や住所などの情報
を収集し、今後の紹介発生人数
を予測します。 

NEW NEW

⑥顧客分析機能 

紹介回数の多い顧客や
LTVの高い顧客に絞った
LINE配信が可能です。 

⑦回収管理機能

データベースと照合し、今ま
で１件１件確認していた回
収管理を一括して実施。

⑧SFDC連携機能

Salesforceが持つCRM/SFA/ 
MAの機能をクチコプレミアム
の顧客に対して実装できます。

データ分析 

AI

詳しくはホームページをご覧ください。 クチコプレミアム

広告に頼らない 口コミ・紹介キャンペーンの 成功法則
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クラウドサービスだから実現できるメリット

低コスト 

多くの利用者間でリソースを
共有できるから低コストでご
利用いただけます。開発コス
トも、時間も、大幅に削減！ 

AI

詳しくはホームページをご覧ください。 クチコプレミアム

最新・スピーディー・低コスト！ 

クラウドサービスの
メリットがいっぱい！
クチコプレミアムはCRMやSFAの機能だけではなく、AIやBIの機能も搭載。 

クラウドだから最新の機能をスピーディーに、そして低コストで利用できます。

これからの時代にフィット！

非対面、リモートへの移行が 
スムーズに行えます
今まで「会って話す」ことで実現していたマーケティング活動を、スピーディにオンライン化

できます。こんな時代だからこそ、お客様に寄り添ったご案内をしませんか？ 

高セキュリティ 

オンプレミス環境ではなく、
クラウド環境で、さまざまな
レベルのセキュリティ要求に
対応可能。 

新技術への適応 

バージョンアップのたびに
AI予測などの新しい機能を
追加。積極的に最新技術を
適応していきます。 

柔軟性の向上 

紹介者A
＆

友人Bさん
告知

スタッフ 友人Bさん

リソースの追加、変更がらくらく
かんたん。また、他のクラウド
サービスとの連携ができるため
業務の見直しも手間いらずです。 

紹介データの
位置情報マップ 

Salesforce連携によるAI予測 

これまで

これから

対面で告知、
 データの照
会、 特典の
発送など 

友人のBさん
に紹介の旨を
伝える

紹介リンクを
友人のBさん
に1クリックで
送信

Aさんからの
説明で
認知・検討

リンクを
受け取り
認知・検討非対面でPC 

からどこで
も 可能！ 

Bさんに
直接説明

直接説明の
必要なし

紹介者A

広告に頼らない 口コミ・紹介キャンペーンの 成功法則

※画面はイメージになります。



リナビスではこれまでは新規のお客様に対しては

Web広告での集客戦略をメインに、既存のお客様

へはクーポンをつけたメールを配信してリピートし

ていただけるような工夫を行っています。特に繁忙

期の前の獲得効率の良い時期になるべく集中して

販促をするようにしています。 

通常の広告活動もしているなかで、「お友達紹介キャ

ンペーン」の集客方法に魅力を感じていました。いわ

ゆる新規顧客の獲得より販促しやすいと考えていた

こと。そして既存顧客の紹介からの新規顧客のほう

が、高い確率でカスタマーになりうるんじゃないかと

思っていたんです。そのため、お友達紹介キャンペー

ンを支援してくれるツールを探していました。 

 

 

クチコプレミアムは、想定の3倍、ものすごい反響を

いただき、正直なところ驚いています。潜在的に紹介

キャンペーンというサービスを望んでいられた顧客

が多くいたのだと思います。 

当社の紹介キャンペーンではQuoカードをプレゼン

トにお付けすることをしました。Quoカード自体、人

気のある商品なので、そういったのも大きかったと

思います。

 

ECサイト上で紹介キャンペーンを実施するときは、

「紹介者」と「被紹介者」を紐付けるのがものすごく

大変なんです。お客様の数が多くなればなるほど

「誰が誰の紹介をしたのか？」や「プレゼントを贈り

たいけれど誰の紹介だったか分からなくなってし

まった」と、顧客管理に手間がかかりますし、紐づけ

ることができなければ、そもそも紹介キャンペーン

ができないのです。 しかし、クチコプレミアムの場合

は、その機能がすでに備わっているために利用する

価値が高いと感じました。 

 もしもこのような開発を自社で進めるとなると、もち

ろん開発コストがかかります。クチコプレミアムは

リーズナブルですし、すぐに始められます。効果があ

ればそのまま続ければいいですし、万一効果がな

かったらやめればいい。私たちのようなECサイトを

展開する他の事業者さんたちにも、ハマる部分は大

きいサービスだと感じています。 
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反響は想定の３倍！導入コストが安く、

顧客管理が確実にできる堅実なサービスとして採用 

宅配クリーニングサービスを展開す

る「リナビス」では、顧客からの要望

もあり紹介キャンペーンツールを探

していました。自分たちで開発するよ

りも早く・安く導入できるクチコプレ

ミアムを採用した結果は…？

2014年からECサイトを窓口に事業展開
する兵庫県西脇市に本社を構える創業
60年の宅配クリーニング店

https://rinavis.com/

ホームページも
Check！！

株式会社東田ドライ
（宅配クリーニングのリナビス） 

低コストで手軽に
はじめられるツール  

株式会社東田ドライ
（宅配クリーニングのリナビス）／兵庫県

コミュニケーション戦略本部／本部長

前園  喬氏

マーケティング戦略部

横山  聡氏

クチコプレミアムは想定の3倍
大きな成果があった

顧客管理が肝
顧客数の多いECサイトにも対応

INTERVIEW 

リナビスのホームページ。 
水色のバナーが
クチコプレミアムの
紹介バナーです 

01SPECIAL INTERVIEW

E Cサイト
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学習塾など商圏範囲が限られたビジネスの場合、地

元の人の口コミが大きな力を発揮します。そこで、す

でに通ってくださっている生徒さんやその親御さん

のコミュニティから輪を広げていきたいと考え、「口

コミ・紹介」からの集客に魅力を感じていたんです。 

以前から当校でも独自の紹介キャンペーンを実施して

いましたが生徒さんやその親御さんからも「もっと

スムーズに紹介したい」という声が上がるほど仕組み

がわかりにくく…（笑）。どんなに自分自身がいいと

思っているサービスでも、スムーズにいかないと紹介す

ることにネガティブになってしまいますよね。 

このような背景があって、【学習塾　集客】などの

キーワードで新しい集客方法を探したときにヒット

したのがクチコプレミアムの導入事例でした。「この

ツールは学習塾にも活用できるのではないか？」と

思い、すぐに問い合わせました。 

導入してすぐに大阪に住む大学生が石川県に住む

従姉妹に当塾を紹介し、オンライン学習の集客につ

ながっています。遠方の知人を紹介していただけた

のはクチコプレミアムだからだと思います。 

また、通っている生徒の親御さんとのやり取りは、

「公式LINEアカウント」を使って行っています。この

アカウントの「リッチメニュー」は、クチコプレミアム

で実装してもらいました。「江戸塾WEB」、「授業レ

ポート」、「江戸塾ch（Youtube）」、「インスタグラ

ム」、「スタッフ募集」などの情報があるのですが、そ

のなかの一つに「お友達紹介キャンペーン」もリンク

させてLINEから気軽に紹介ができるように使いや

すさにもこだわっています。

クチコプレミアムは、学習塾に限らず、「地域密着型」

や「人と人とのつながり」を意識したビジネスでした

ら活用できるツールです。 

そして、クチコプレミアムの特典は、金券や値下げで

はなく、「好きなプレゼントを選ぶ」というシステムで

す。私はそういったところが面白く、スマートに感じ

ています。ダイレクトに金銭に結びつくものではな

く、ギフトが贈れるところも、心理的なハードルが下

がって気軽に紹介ができる要因だと考えています。
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遠方のご家族・ご友人への口コミ紹介集客が可能に。

LINEと連携し、スムーズな友だち紹介キャンペーンが実現！ 

オンラインで学習塾を展開する「江

戸塾」。クチコプレミアムを使うことで、

「オンラインビジネス」だからこその集客

ができたといいます。インタビューでは 

その成果をうかがいました。 

大阪・京都・神戸・奈良の関西圏を中心
に全国対応型のオンライン授業を展開
する学習塾

https://edojuku.com/

ホームページも
Check！！

受験・医療専門予備校

江戸塾

コミュニティを使って集客できる
クチコプレミアム 

受験・医療専門予備校

江戸塾
大阪府

代表

江戸  優一氏

LINEと連携してもっとスムーズな
「口コミ・紹介集客」が実現

金券や値下げではない
プレゼントに魅力

INTERVIEW 

02SPECIAL INTERVIEW

オンライン学習塾
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かんたんな操作が導入の決め手に。

スタッフもお客様も、クチコプレミアムの

シンプルな使い勝手に魅力を感じています！

03SPECIAL INTERVIEW

テニススクール

当社は、創業からすでに40年近く経っていることも

あり、既存顧客からの口コミ・紹介は盛んでしたが、

集計やプレゼントの送付などに非常に手間がかかっ

ていました。 

運営方法をもっとシステマティックにできないか

と考え、この先も紹介キャンペーンを内製するか、

それとも外部の専門業者に協力を依頼するかを

検討していました。 

そんななか、クチコプレミアムを当施設と似た業態

のスポーツクラブが導入していることをマーケティ

ングデザインのホームページで知りました。 

クチコプレミアムはお客様にとっても、運用するス

タッフにとってもシンプルな操作性が魅力です。お客

様に対しては、プレゼントを申請してから商品を手

に取るまでのフローがシンプル。クチコプレミアムの

アプリ自体の扱いもすごく簡単に操作ができますの

でストレスがかかりません。 

細かい集計からプレゼント申請・発送まですべて

クチコプレミアムが代行してくれるのでスタッフに

も好評です。

クチコプレミアムが インセンティブのプレゼント配送

まで代行してくださるところは非常にシステマティック

で便利です。また、クチコプレミアムのダッシュボード

機能を使えば再現性の高い口コミを起こすことがで

きます。ログイン数、登録者数、紹介者数、LPアクセス

数、入会数が視覚的に分かるようになったので、マー

ケティングチームで、クチコプレミアムのダッシュ

ボードを見て定期的に現状把握をしています。 

「口コミ・紹介はブラックボックス」という話があり、

まさにそうで、紹介キャンペー ンの場合、「誰が、誰に

紹介した」という紹介の流れが管理しにくいです。う

ちは3店 舗ありますから、施設ごとのクチコプレミア

ムの利用者数や、そこからの紹介の発生がグラフに

なっておりますので、何がボトルネックになっている

のかが一目瞭然となりました。

クチコプレミアムを使った紹介キャンぺーンは、月々

数千円の月額利用料で導入することができます。店

舗数や会員数が少なくてもきめ細やかに対応してい

ただけました。 

そうは言っても、もしかしたら費用面で導入を躊躇

する企業もあるかもしれません。ですが、手厚いサ

ポートもありますし、お客様の立場に立って考えたと

きにやってみる価値はあると思います。内製化した

サービスで時間や手間をかけることを考えると、確

実にアドバンテージがあると私は感じています。 

 

歴史があり地域に密着したテニス

アリーナガーデンでは、これまでも既

存顧客からの口コミ・紹介は盛んで、

ジュニアクラスは、「ほぼ紹介」からの

入会だといいます。クチコプレミアム

の導入のきっかけや率直な感想をお

聞きしました。

徳島県徳島市に2店舗、愛媛県松山
市に1店舗展開するインドアテニス
スクール

http://tagtennis.com/ 

ホームページも
Check！！

テニスアリーナガーデン

クチコプレミアムのシンプルな
操作性が導入の決め手に

テニスアリーナガーデン
徳島県

代表取締役

井澤  義治氏

紹介キャンペーンの
ボトルネックを「見える化」

他の広告媒体と比べ
非常に手ごろな導入費用

INTERVIEW 

広告に頼らない 口コミ・紹介キャンペーンの 成功法則
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紹介キャンペーンの

「これまで」と「これから」 

　紹介キャンペーンは、お客様の大切なご家族やご友人に向けて御社のサービスをご案内する、

心の込もったキャンペーンです。同時に、信頼関係のある方同士のコミュニケーションを活かす

ことにより、広告と比べ無駄なコストを大幅に削減できます。 

　また、広告はキャンペーンの成否に関わらず費用が発生しますが、紹介キャンペーンでは御社の

商品に対する評価の証としてご家族・ご友人がサービスを利用されますので、リスク、及び

キャッシュフローの観点から申しまして、より一層必要な販促施策ではないでしょうか。 

　一方で、難点もございます。それは、企業様自ら紹介・口コミを発生させることが困難という

点です。紹介するために直接「会う」ということは、忙しく、新しい生活様式の必要性が叫ばれ

る昨今、大きなハードルとなりつつあります。また紹介するためには、その商品・サービスに対し

て「説明する」ことが必要不可欠ですが、決して容易なことではございません。 

　弊社の「クチコプレミアム」は、お客様同士が「会う」必要なく、簡単に「説明する」点を実現し

たシステムでございます。累計数万人以上の紹介発生に携わり、既存の広告媒体の300％の

効果を創出した例もあります。皆様のビジネスのお役に立ちたい。そんな思いから、クチコプレミア

ムを心を込めて提案させていただきます。

これまで｡
企画の立案

KUCHICO PREMIUMで一括管理

紹介者と紹介相手の紐付け 商品の発送

これから｡

広告に頼らない 口コミ・紹介キャンペーンの 成功法則

MEMO


