
2015年7月版

11/9/15, 20:47Gee Research Corporation 株式会社ジーリサーチ

1/3 ページhttp://geer.jp/

資料請求はこちら資料請求はこちらキーワードで探す

レポートレポート サービスサービス ニュース・お知らせニュース・お知らせ 会社案内会社案内 採用情報採用情報 お問い合わせお問い合わせ

非公開: トップスライド テスト非公開: トップスライド テスト
日本の音楽は世界に通用する！ ‒ 外国人が日本の音日本の音楽は世界に通用する！ ‒ 外国人が日本の音
楽に出会えるサイト（が欲しい）楽に出会えるサイト（が欲しい）
REPORT 2015.10.11

ETHNOGRAPHY

REPORT ビッグデータからエスノグラフィまで、分析者のための情報を発信します。ビッグデータからエスノグラフィまで、分析者のための情報を発信します。

テイスティングって何か知っテイスティングって何か知っ
ていますか？ - 現代人だからていますか？ - 現代人だから
こそ身につけるべき礼儀作こそ身につけるべき礼儀作
法…法…2015.09.17

ETHNOGRAPHY

少子化問題についてどう思う？少子化問題についてどう思う？

2015.09.03

MARKETING

歴史認識や日中韓関係についてどう思歴史認識や日中韓関係についてどう思
う？う？
2015.08.22

MARKETING

RANKING 人気のレポートランキング

 
「かとうちあき」の野宿「かとうちあき」の野宿
でレリゴー！少しも寒…でレリゴー！少しも寒…

 
エスノグラフィーとは何エスノグラフィーとは何
か？か？

 
糖質オフダイエット VS糖質オフダイエット VS
超低脂肪ダイエット超低脂肪ダイエット

 
新潮新書新潮新書

マーケティングの嘘マーケティングの嘘
団塊シニアと子育てママの
真実
著者／辻中俊樹　櫻井光行

 
アートダイジェストアートダイジェスト

おれの細道 ～江戸東おれの細道 ～江戸東
京狭隘路地探索～京狭隘路地探索～
江戸東京歩きの達人による
究極の東京細道ガイド!
著者／黒田涼
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日本の音楽は世界に通用する！ - 外国人が日本の音楽は世界に通用する！ - 外国人が
日本の音楽に出会えるサイト（が欲しい…日本の音楽に出会えるサイト（が欲しい…
2015.10.11

ETHNOGRAPHY

好評発売中!

好評発売中!

  

  

株式会社ジーリサーチ

SMSサービスについて
連絡効果を上げつつ、コストをダウン！
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はじめに

2

SMSなら以下のメリットが有ります
・電話番号さえ分かれば、送信可能！
・電話番号は、メールや住所より変更されにくい！
・⾼い着眼率で、伝わりやすい！
・数千・数万⼈にも⼀⻫配信！

■お客様へ⼀般的な連絡⼿段として使われている   
「DM」や「電話」や「メール」、どうしても
ご案内が埋没してしまう。
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通信費などの⽐較

⼿段 電話 DM Email SMS

費⽤ 通信費
(1⼈) 48円/3分 50円（はがき）

80円〜（封書）
0円〜 18円

その他
コスト ⼈件費 印刷代・⽤紙代 システム費 初期費⽤なし

メリット ü  意思疎通が
しっかりできる

ü  丁寧に多くの情報が
伝えられる

ü  即⽇配信
ü  低コスト
ü  ⻑⽂も対応

ü  即⽇配信
ü  開封率が⾼い

デメリット ü  繋がらない
ü  コストが⾼い
ü  ⼿間がかかる

ü  開封率が低い
ü  コストが⾼い

ü  アドレス変更
されてしまう
場合がある

ü  開封率が低い
ü  アドレス取得が

難しい

ü  ⽂字数制限
がある
（70⽂字）

ü  メールよりは
コストが割⾼

3

u 「⼿段」をスイッチすることで、コスト削減！
  もしくは
u うまく「⼿段」を組み合わせることで「コスト削減」する事ができます！
  DMを送付し、SMSでご案内。反応がない顧客を更に電話にてフォロー。
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SMSの特徴

4

■メール同様の即時性
 ※メール同様⼤量にセットして⼿軽に配信できる！

■電話・メール以上の到達率
 ※電話：コネクト率50~60％程度 → SMS：コネクト率90％程度
  ※メール： メールのCTR 1-2％ →  SMSのCTR 11.1%

■電話やDMよりも安価
 ※電話：１名200〜300円→ SMS：1名18円

■電話やメールよりも情報案内量が少ない
 ※SMS：70⽂字以内

案内情報量が少ないが、到達率が重要な業務に活⽤が有効
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利⽤シーンの紹介

5

①調査業務におけるモニター獲得
 ⾼到達率による⾼回収率の実現、若年層へのアプローチ

②重要情報の案内（⼊⾦勧奨、登録更新、etc）
 うっかり忘れが多いものには、SMS配信
 ⇒反応がない顧客のみTELをすることにより、コストの⼤幅削減が可能

③会員組織・登録者への情報案内
 会員へのイベント案内、業務案内（派遣会社）などの定期情報配信

※資料希望者や会員登録希望者への認証業務
 Ｗｅｂ登録時などの本⼈認証として活⽤
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SMS活⽤事例
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クライアント 内容 対象 効果

某⾃動⾞買い取り
⼤⼿ 様
【キャンペーン告知】

メルマガと併⽤して
査定・カー⽤品
キャンペーンの告知

直近半年後に
⾞検期⽇となる⽅

•  CTR：メール1-2％に対し、
SMS11.1%

•  SMS送信対象顧客から
14台の⾃動⾞販売へつながった

某国際送⾦サービス
⼤⼿ 様
【キャンペーン告知】

新サービスの優待
キャンペーンの告知

1年以内にサービスを
利⽤いただいた⽅

•  CVR：15.8%と⾮常に⾼い結果
•  他の⼿法と⽐べ反応率が最⾼

某ゴルフ場 様
【キャンペーン告知】

集客及び会員登録
キャンペーンの告知

ゴルフ場を複数回
利⽤された⽅

•  DMに対し登録数2倍、
コストは1/5に

•  メルアド取得率が低かったが
SMSでアプローチ可能になった

某アイドルグループ
ファンクラブ 様
【会員更新】

ファンクラブの
会員更新告知

更新期⽇が迫っており、
メールでの更新通知後
でもまだ更新されて
いない⽅

•  メールに対しCTR2倍、
メールでのみ最終アナウンス
をしていた場合より更新率1.3倍

参議院選挙
【選挙運動告知】

ネット選挙解禁に伴い、
選挙運動の内容を
⽀持者に告知

⽴候補者選挙地区の
⽀援企業名簿（政党より）

•  電話で依頼をしていたが、
⼈⼿が⾜りず、SMSに変更し
リスト全員に送信完了！

•  CTR：21.0%
•  結果、当選！
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非公開: トップスライド テスト非公開: トップスライド テスト
日本の音楽は世界に通用する！ ‒ 外国人が日本の音日本の音楽は世界に通用する！ ‒ 外国人が日本の音
楽に出会えるサイト（が欲しい）楽に出会えるサイト（が欲しい）
REPORT 2015.10.11

ETHNOGRAPHY

REPORT ビッグデータからエスノグラフィまで、分析者のための情報を発信します。ビッグデータからエスノグラフィまで、分析者のための情報を発信します。

テイスティングって何か知っテイスティングって何か知っ
ていますか？ - 現代人だからていますか？ - 現代人だから
こそ身につけるべき礼儀作こそ身につけるべき礼儀作
法…法…2015.09.17

ETHNOGRAPHY

少子化問題についてどう思う？少子化問題についてどう思う？

2015.09.03

MARKETING

歴史認識や日中韓関係についてどう思歴史認識や日中韓関係についてどう思
う？う？
2015.08.22

MARKETING

RANKING 人気のレポートランキング

 
「かとうちあき」の野宿「かとうちあき」の野宿
でレリゴー！少しも寒…でレリゴー！少しも寒…

 
エスノグラフィーとは何エスノグラフィーとは何
か？か？

 
糖質オフダイエット VS糖質オフダイエット VS
超低脂肪ダイエット超低脂肪ダイエット

 
新潮新書新潮新書

マーケティングの嘘マーケティングの嘘
団塊シニアと子育てママの
真実
著者／辻中俊樹　櫻井光行

 
アートダイジェストアートダイジェスト

おれの細道 ～江戸東おれの細道 ～江戸東
京狭隘路地探索～京狭隘路地探索～
江戸東京歩きの達人による
究極の東京細道ガイド!
著者／黒田涼

1 ETHNOGRAPHY

2 ETHNOGRAPHY

3 MARKETING

NE
W

日本の音楽は世界に通用する！ - 外国人が日本の音楽は世界に通用する！ - 外国人が
日本の音楽に出会えるサイト（が欲しい…日本の音楽に出会えるサイト（が欲しい…
2015.10.11

ETHNOGRAPHY

好評発売中!

好評発売中!

  

  

お問い合わせ先

お問い合わせ、お申し込みは下記宛てにお願いいたします。

株式会社ジーリサーチ
〒107-0052  

東京都港区⾚坂8-5-40 ペガサス⻘⼭250
TEL：03-6432-9277  FAX：03-6721-1994

info@geer.jp


