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1 今こそニュースレターを発行しよう！ 

1.1 ニュースレターとは 
「ニュースレター」は、１６世紀のヨーロッパで発祥したとする説が有力ですが、いろいろと諸説があるようです。

さまざまな文献にあたって、この辺りのことを根掘り葉掘り調べていると、中には江戸時代の日本発祥（！）と
いう説もいくつか散見されたりもして、これには少し驚かされました。しかし、古くから「お得意様」という概念が根
付いている、わが国の商環境やアキナイ文化に鑑みると、まんざら根も葉もない話ではないように思えてきます。   

僕が想像するに、おそらく商取引と手紙に類する通信網のある場所には、その通信を活用したお客様とのコ
ミュニケーションが、様態や形式の差こそあれ、なんらか発生するものなのだと思われます。いつどこで生まれたの
かを特定しようとすると、常に諸説を生み出してしまう原因はここにあるのかと思われます。 

 実際には、手紙とニュースレターの境界線を明確にし、“News Letter”という一つのビジネスツールとして明
確に位置付けたのは、アメリカの金融業界が発行していたマンスリーレポートであることは確かなようです。今、
日本に流布する「ニュースレター」という言葉も、アメリカから輸入されたものです。 

 では、その米国原産である「ニュースレター」という言葉、どういう意味に、今日定義をされているでしょう？ 

 ここで思い出さなければならないのが、“News Papper”という言葉です。「新聞」ですね。おそらくアメリカ
で、”News Letter”という言葉が作られたとき、先行してあった”News Papper”という言葉が意識されたと思われ
ます。双方に共通する”News”は、「新しいお話」で、あなたにとって未聞の情報が出ていますよ、ということですよ
ね。では、それに続く“Papper”と”Letter”でどこが違うのか。 

 “Papper”は、「紙」です。一方”Letter”は「手紙」。 

紙が単なる素材や物質であるのに対し、手紙はコミュニケーションの様態を示すものであり、必ず送り手と受
け手がいることが前提とされています。また、手紙であるために、そこに書かれる内容は、同じ”News”（＝「新し
いお話」）であっても、送り手が受け手対して伝えたいことに限定されます。 

 このことはつまり、”News Papper”が、不特定多数の人間に向けて発刊される、「新しいお話が書かれた紙」
であるのに対し、”News Letter”は「特定の人間に向けて発刊される、特定の人間にとって価値のある新しいお
話が書かれた手紙」ということを意味します。 

 以上の考察をまとめますと、「ニュースレター」という言葉は、次のように定義できます。 



                                                      

 

Copywrite2017 TMC.Inc. Allrights Reserved 

4 

 

 ニュースレターとは、企業などから、そのステークホルダーに向けて送られる、内容を特定した「新しいお話」
を書いた手紙―― 

この文書の中で僕が使う「ニュースレター」という言葉も、上記の意味で使うことになります。 

また、これは蛇足な話かもしれませんが…、 

「ニュースリリース」、“News Release”という言葉を聞かれたことはおそらくあるかと思います。これとニュースレタ
ーとはまったく性格の違うものですが、言葉が似ていて、混同しやすいようなので、少しだけここで触れておくことに
いたします。 

ニュースリリースは自社に関する新しい情報を、マスメディア等を通して、広く一般に伝わることを目的とした文
書のことです。ニュースレターとは、発行の目的から、その形態や送り先までまったく別のものになりますので、言
葉が似ているからといって混同されないよう、くれぐれもご留意ください。 

あっ、そうだ、蛇足ついでに、もう一つ言っておきたいことがあったことを思い出しました。 

「ニュースレター」という呼び方についてです。 

冒頭から僕はずっと、「ニュースレター」と書いていますが、英語に詳しい方ならそれを読んで、きっとこう思われ
ていたことでしょう。 

「”News Letter”って『ニュースレター』じゃなくて『ニュー
’
ズレター』って発音するんだけど…」 

そうです。おっしゃる通りです。 

今回これを書くにあたって、いろいろ調べている中で気づいたのですが、医療関係や学術系の団体が発行す
るものは、英語の発音に忠実な「ニューズレター」を称していることころが多いようです。しかし、「ニュース」という
和製英語が完全に定着しているわが国において、今さら「ニューズレター」と表記するのは、「こんばんは、７時の
ＮＨＫニューズです」とアナウンサーが言いだすような違和感を覚えますので、ここでは「ニュースレター」という呼
称で統一させたいただくことにいたします。実際に日本ではこっちの方が、一般的みたいですしね。 
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1.2 今、ニュースレターが力を発揮する理由 
 さて、ニュースレターの起源については今述べた通り、商取引のあるところに必ずそれに類したコミュニケーション
が発生するために、非常に長い歴史があると言えますが、そんな中でも、今が一番ツールとして力を発揮する
時代と言われています。何故でしょうか？ 

 その理由は３つあります。 

 

1.2.1 理由① 顧客の流出を防ぐ 
 １つ目は、今マス・マーケティング主流の時代から、ダイレクト・マーケティング主流の時代に変わってきているこ
とに伴い、他を一切介さない直で結ばれた顧客の数をいかに伸ばしていくかが企業の生命線とされていますが、
そのための最適なコミュニケーションツールとしてニュースレターが注目されていることがあげられます。 

 「マス・マーケティングとダイレクト・マーケティングってどう違うと思いますか？」 

と、セミナーなどで、僕が受講していただいている方に質問したところ、多くの方は次のように答えます。 

 「マス・マーケティングは……、テレビとかラジオとか、そういうマス媒体を使ってやるＣＭのことで、ダイレクト・マー
ケティングはネットとか DM のことでしょうか……」 

 この答え、完全に間違っているわけではないのですが、選定媒体の違いがその差というわけではないので、点
数をつけるなら４０点くらいといったところでしょう。実際、テレビも今や、ダイレクト・マーケティング花盛りの時代
ですしね。 

では、違いはどこにあるのでしょう。 

 端的に言うと戦略の立て方が違います。ここでいう戦略とは売上を作るためのロジックです。 

 まず、マス・マーケティングから見ていきましょう。 

 マス・マーケティングにおける売上とは、次のように分解されます。 

 

 売上（円）＝ 市場規模（円）×市場シェア率（％） 
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 マス・マーケティングでは大量生産、大量販売、大量プロモーションを前提とし、消費者は「市場」という存在に
標準化されます。だから戦略を立案する際に問題となるのは、その市場の大きさと、その中でどれだけのシェアを
獲得するのかという点に絞られます。 

 

 これに対して、ダイレクト・マーケティングの売上は次のように分解されます。 

 

 売上（円） ＝ 顧客数（人）× 顧客単価（円） 

  

 マス・マーケティングにおいて消費者は市場という大きな単位に置き換えられましたが、ダイレクト・マーケティン
グは一人ひとりを自社の顧客として見なします。これは言ってみれば、顧客と企業が１対１の関係性を結ぶこ
とを意味しており、顧客との信頼関係が、何よりも重要になることを意味します。 

 それは、上の式の顧客数（人）が、さらに次のように分解できることを見れば理解しやすいかもしれません。 

 

顧客数（人）＝ 既存客数（人）＋新規客数（人）― 流出客数（人） 

 

 新規客を獲得していかないと顧客数が伸びないのは、直感的に分かりやすい話ですよね。僕も営業の仕事
をやっていて、ワクワク感や喜びを最も感じることができるのは、新規客を獲得したときです。しかし、だからと言っ
て、こればかりに注力していてはいけません。ダイレクト・マーケティングの戦略において、新規客獲得に勝るとも
劣らないくらい重要なのは、「― 流出客数（人）」の部分、つまり既存客の流出・離反を減少させることにあ
ります。既存客こそ実は「宝の山」なのです。 

 既存客が「宝の山」である主な理由は、次の３つがあげられます。 

 

① 新規客に比べて高い単価での販売が可能だから  

② 新規客に比べ低いコストでの販売が可能だから 

③ 既存客からの評判が新規客を呼び込むから 
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 ①、②は説明するまでもないと思います。新規客は「お試し品」などの低単価の商品を購入するのが普通
（①）ですし、また、その低単価の「お試し品」を買ってもらうためには、一般的には既存客維持にかかるコスト
の５、６倍もの高額なコストとして発生すると言われています（②）。 

 ③については、あなたが常連である居酒屋や、飲食店を思い出していただければ分かりやすいと思います。そ
ういうお店って、友人などを連れていきたくなりませんか？ それと同じで、商品が気に入り、購入を続けている既
存客は（中にはそれを誰にも教えたくないという方もいるでしょうが…）、基本的には自分がいいと思っているも
のは周りにも教えたくなるものなのです。また、情報網の発達した現代では、企業からの一方的な広告よりも
「クチコミ」やネットの口コミである「バズ」という存在が重視される傾向にあります。テクノロジーの進化は情報の
爆発を生み、それによって逆に人から人へと、人を介してしか情報が流れないものに変化させました。既存客
こそ、それらの発生源であることは言うまでもないでしょう。 

 このように既存客の流出を防ぐことが、ダイレクト・マーケティングを運営していく中では最も重要なことであり、こ
こをおろそかにしていては、コストばかりが嵩み、いずれ立ちいかなくなってしまうことは目に見えていると言わざるを
えません。そうならないためにも、顧客との信頼関係作りは絶対に必要であり、新規客を獲得したその段階から、
それに取り組むことが不可欠とされます。 

 企業と顧客は、「売り手」と「買い手」という関係性にあり、それだけで信頼関係を築くことも、もちろん可能で
す。いい商品、サービスを提供し続けることで、顧客は企業を信頼するようになります。しかし、常連になっている
居酒屋や飲食店との関係性がそうであるように、企業と顧客は「売り手」と「買い手」という立場を超えた関係
性を築くことも可能なのです。 

それはどういう関係でしょう。 

今一度、あなたが常連である居酒屋や飲食店のことを思い出してください。あなたはそこで、お金と提供され
た食事だけを交換しているのではないはずです。そこでは「素晴らしい料理を作る人」、「自分の料理の素晴らし
さをよく理解してくれる人」という、相互のリスペクトも交換しているのです。 

 この相互にリスペクトし合う関係性をもたらすことが、ニュースレターを発行する目的です。 

ニュースレターは商品でもサービスでもなく、また売ることを目的とした広告とも異なります。企業の「想い」を届
ける手紙であり、顧客が属する会員組織に対する、帰属意識を高める「読み物」なのです。商品やサービスで
結ばれた信頼関係をさらに強固なものにし、顧客との相互にリスペクトし合う関係性を築きます。 
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 ただし、以上は「作り方を間違えなければ」ということが前提です。何事もそうですが、作り方を間違えると逆
効果になり、顧客の離反を招く可能性も大いにありますので注意が必要です。 

「ニュースレターの正しい作り方」については、また後ほど記しますので、ここではこれ以上この話には立ち入ら
ず、「今ニュースレターが力を発揮する理由」の 2 つ目に話を進めることといたします。 

 

1.2.2 理由② 顧客単価を上げる 
さて、僕は先ほど、ダイレクト・マーケティングの売上を分解して次のように記しました。 

 

 売上（円） ＝ 顧客数（人）× 顧客単価（円） 

 

 理由①では、顧客数（人）の増加につながることを述べましたが、実はもう一方の顧客単価の上昇にもニュ
ースレターは有効です。それが、ニュースレターが今一番力を発揮する理由の２つ目になるのですが、それにつ
いて述べるにあたっても、また顧客単価（円）を分解することで見ていくことといたします。 

顧客単価（円）は次のように分解できます。 

 

顧客単価（円）＝購買頻度（回）× 購買点数（点）× 商品単価（円） 

 

購買頻度（回）とは、定められた期間に、何回リピートして購買したか、その回数のことです。それに対して
購買点数（点）は、１回の購買で何アイテム買ったかということです。商品単価は、文字通りで、商品１点
当たりの単価の平均です。以上、３つを掛け合わせたのが顧客単価（円）であることはご理解いただけるかと
思います。 

これら 3 つは、その構造上、どれか 1 つが上昇したら、他の 2 つは下降するという関係性にあり、通常はそれ
を見越した上で最大値となるバランスを探っていくのが、ダイレクト・マーケティングにおける戦略となりますが、この
３つを同時に上昇させるということも不可能ではありません。 
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その方法の 1 つはブランド化です。ブランドと呼ばれるものは、基本的にはこの 3 つの要素のうち「商品単価」
が割高なものであるにもかかわらず、購買頻度も購買点数も他の同価格帯のものに比べ高い水準に保たれて
いるものを言います。 

そして、もう一つの方法は、顧客と深い信頼関係を築くことです。これは理由①で述べた顧客数と同じく、企
業と顧客が「売り手―買い手」という関係性を超え、相互にリスペクトする関係性を築くことにより、「より頻繁に
買う」、「１回でたくさん買う」、「高くても買う」という、同時には起こりにくいことを実現している状況です。信頼
関係が、顧客が競合他社のものではなく、自社のものを選ぶ一番の理由になっていると言い換えることもできる
でしょう。 

ブランド化も信頼関係の構築も、もちろん一朝一夕にできるものではありません。しかし、どちらが早いかと言
えば、これはもう断然信頼関係の構築であることは言うまでもないでしょう。いわゆる、「ブランディング」というマー
ケティング活動は、どれだけ時間とお金をかけたかという点に、その成否の大半が委ねられるものですが、一方で
信頼関係の構築は、今すぐにでも始められるものです。 

どうやるか？ 

ニュースレターで企業の「想い」を顧客に伝えるのです。これが最速かつ最小経費で顧客と信頼関係を築く
方法です。この小さな活動を継続することが大きな成果を生み出すのです。 

 

1.2.3 理由③ 「個人情報」時代のリスク・マネジメント 
ニュースレターが今こそ一番力を発揮できる理由の３つ目ですが、これはリスク管理という、会社経営の根幹

とも言える部分への影響をあげることができます。 

ダイレクト・マーケティングの戦略とは、消費者を「市場」として一括りに捉えるのではなく、自社の「顧客」とし
て、一人ひとりを管理・育成していくことに特長があることは、先ほど述べた通りですが、この戦略を可能にし、か
つ更なる進化を推し進めているのが、インターネットであることは誰もが認めるところでしょう。インターネットによっ
て、企業と消費者は容易に結ばれるようになりました。消費者が企業のホームページなどにアクセスすることで企
業の情報を得る一方、企業はそこで得られた消費者の情報を、「個人情報」として管理・運用することで、自
社のダイレクト・マーケティングを推し進めていくことになります。 

ダイレクト・マーケティングが推進したこの戦略によって、企業と消費者は、「売り手―買い手」という関係性に、
もう一つの関係性が付与されました。 
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それは、「個人情報を預かる者―個人情報を託した者」という関係性です。 

この関係性において、企業には、個人情報を預かる立場として、それを厳密に管理・運用する義務が発生
すると同時に、最適なコミュニケーションの実現が図られます。一方、消費者は個人情報を託した者として、そ
れを求める権利を有することとなります。この関係性が、非常にセンシティブで、一つ間違えると一瞬で崩壊して
しまうよな、脆弱さを内に秘めたものであることは、個人情報流出などが企業に与えるダメージなどから見て、明
らかなことだと言えるでしょう。 

ニュースレターは、この「預かる者―託した者」という脆弱性が内包された関係性を、良好なものに維持する
のに最適なコミュニケーションツールなのです。 

その理由は理由①、②と共通します。ニュースレターの直接的な発行目的は売ることではなく、顧客との信
頼関係作りにあるからです。DMやアウトバウンド・コールはその内容はもちろん、タイミングや頻度などを間違え
ただけで顧客の離反を招くものですが、ニュースレターの場合は売り込みを目的としない「手紙」であり「読み
物」であるために、定期的に届くことで顧客の安心と信頼は深まっていきます。あの脆弱性を内包した関係性を、
強固なものへと導くためのもっとも適したコミュニケーションツールと言えるでしょう。 

また、ニュースレターが「手紙」であることの強みは、ネット全盛の時代だからこそ、逆に発揮されるものでもあり
ます。 

僕がコンサルティングをさせていただいている企業様に、ニュースレターの発行をお勧めしたとき、ほぼ毎回され
る質問に次のようなものがあります。 

「メルマガじゃダメなのかな？」 

この質問、「メルマガでもいいですよ」とお答えするケースも、実はけっこうあります。 

メルマガがニュースレターに勝るのは、コスト面と、制作することの簡易性の２点があげられます。この２点がネ
ックとなっている場合は、僕はメルマガの発行をお勧めすることに切り替えます。 

しかし、顧客管理におけるリスク・マネジメントを目標としているのなら、やはり僕は「メルマガじゃダメです！」と
はっきりお答えします。場合によっては、「メルマガを送るくらいなら、何も送らない方がマシですよ」と言うかもしれ
ません。その理由は次の質問を、少しお考えいただければ十分でしょう。 

一日にいったい、いくつのメルマガがあなたのアドレスに届きますか？ そして、そのうち、いくつをちゃんと読みま
すか？ 
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残念ながら、メルマガは今や、あまりにも量が多く、また、その内容も玉石混交とあって、信頼関係構築のた
めのツールとしては、一部のオプト・イン・メールを除きほとんど機能しないものとなっています。 

その点、ニュースレターは、今の段階ではまだメルマガに比べて希少性があり、またネットの時代に「手紙」とい
う、コストも手間もかかるコミュニケーションをあえて実行することは、その顧客のことを「特別な存在」と思っている
証左として受け取られます。 

このように「個人情報」の時代における、リスク・マネジメントのためにもニュースレターは力を発揮するツールで
す。ネットのテクノロジーが進化すればするほど、その存在意義は増していくことでしょう。 

 

さて、ここまで、今何故ニュースレターが力を発揮する時代であるかをお話しさせていただきましたが、それをま
とめて言うと次のようになります。 

インターネットの発展と表裏をなす、ダイレクト・マーケティングの進化に伴い、企業は顧客一人ひとりと深
い信頼関係を築くことが不可欠になった。それを実現するのに、最も効果的かつ効率的なツールがニュース
レター。ニュースレターによって築かれた顧客との信頼関係は、最終的には企業に売上をもたらすばかりか、
リスクまでも回避する。 

 

さあ、どうでしょうか。ニュースレターって素晴らしいでしょ。 

これはもう、発行に向けて取り組まないわけにはいかないと思いませんか？ 

そう思われた方のために、以降では、ニュースレター発行に向けた具体的な取り組み方についてのお話しをさ
せていただきます。 
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2 ニュースレター発行までの道のり 

さて、ここまで今何故ニュースレターを発行すべきなのかということを中心にお話ししてきましたが、ここからは、
それをご理解いただいているという前提で、発行に向けての道のり、プランニングといった部分を具体的に示して
いきたいと思います。 

2.1 誰に送るか 
まず、検討しなければならないのは、ニュースレターを「誰に送るか」ということです。 

  顧客の数が少ないうちはすべての顧客に送ることも可能でしょう。しかし、ある一定数を超えるとそういうわけ
にもいきません。前章でメルマガと比較した際にも少し触れましたが、ニュースレターは制作費、印刷費、発送
費と何かとコストが発生します。この中で、制作費は通常一定のものですが、印刷費、発送費はその数が増え
れば増えるだけ高くなるものです。そのために、限られた予算でやりくりしていくためには、誰に送るかという優先順
位をつけていく必要があります。「ロイヤル顧客」から「休眠顧客」までをまずは区分し、その分布を把握すること
から始めましょう。 

 顧客区分の手法は、企業によって様々なものが取り入れられていますが、その代表的なものとしては、デシル
分析とＲＦＭ分析による区分があげられるでしょう。それ以外にもいろいろありますが、ニュースレターを誰に送
るかを選定する上では、この 2 つの分析で必要十分かつ最適であると、僕は考えています。 

 デシル分析、ＲＦＭ分析、いずれの分析方法も詳しく説明しだすと長くなり、本論の主旨から外れてしまいま
すので、ここでは述べませんが、これらの分析から、今回抽出したい内容は、ニュースレターを送る優先順位と
いうことですので、それ自体は非常にシンプルなものです。それはどういうものでしょうか。 

 ここで突然おさらいです。 

前章で記したダイレクト・マーケティングにおける売上はどういう風に分解できるかご記憶でしょうか？ そうです、 

 

売上（円） ＝ 顧客数（人）× 顧客単価（円） 

 

でしたよね。 
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でさらに顧客数（人）は次のように分解できるのでした。 

 

顧客数（人）＝ 既存客数（人）＋ 新規客数（人）― 流出客数（人） 

 

 この式が意味するところは、顧客数を増やすためには、新規顧客を獲得していくと同時に、既存顧客の流出・
離反を防いでいくことであり、ニュースレターが直接的に影響を及ぼすのは、後者、つまり既存顧客の流出・離
反の防止であることはすでに述べたとおりです。 

 このことを「誰に送るべきか」という問いに立ち返って考えてみると、その答えは自ずと明らかなのではないでしょう
か。 

 流出・離反されたくない顧客から送る。 

 これが「誰に送るか」という問いに対しての答えです。つまり言い換えると、ニュースレターを送る顧客の優先順
位１位は「流出・離反されたくない顧客」ということです。この１位は絶対的で、企業の規模や業種などを問わ
ず、不動のものだと言えるでしょう。 

では、優先順位２位以下はどのような顧客でしょうか。 

今、１位は絶対的で不動なものだと述べましたが、２位以下は、その時々の戦略や、販売する商品の特
性、または抱えている顧客の反応傾向などによって随時判断されていくべきものですので、ここで１つだけを述べ
ることはできません。しかし、それに措定されるのは次のような顧客が多いとは言えるのではないでしょうか。 

 

○ロイヤル顧客に転換しそうなアクティブ顧客 

○アクティブ顧客に転換しそうな新規顧客 

○掘り起こし可能な半休眠顧客 

 ○以前はロイヤル顧客だった休眠顧客 
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「ロイヤル顧客」、「アクティブ顧客」、「半休眠顧客」と、何の定義づけもなく突然述べてしましましたが、ここで
は、顧客を上位から、1 ロイヤル顧客、2 アクティブ顧客、3 新規顧客、4 半休眠顧客、5 休眠顧客という順
番に区分したとしています。1 ロイヤル顧客は、ここ３か月以内で売上上位１０％に入る顧客、2 アクティブ顧
客は、ここ３か月以内で２回以上の購買履歴のある顧客、3新規顧客は、ここ３か月以内で新しく加わった
顧客、4半休眠顧客は、ここ３か月以内で購買履歴はないが、６か月以内でみると１回以上の購買履歴の
ある顧客、5 休眠顧客は、６か月以内で購買履歴のない顧客、という定義だったとしましょう。 

今 4 つの顧客区分を記しましたが、他にもまだまだ切り口はあります。いずれにしても、どういう区分を優先順
位で上位とするかは、企業の戦略等によって決定されますが、僕がマーケティング・コンサルティングをさせていた
だいている通販会社様には、先ほどあげた中で 

○アクティブ顧客に転換しそうな新規顧客 

には、必ず一定期間送付することをお勧めしています。新規顧客をリピーターに転換していくことは、通販ビジ
ネスの成否を握る最大のファクターの一つですが、そのためにニュースレターが果たす役割は大きなものがあります。
既存客の流出・離反防止が一番の発行目的ではありますが、この区分にも非常に重要ですので、ご予算が許
される範囲内で、なるべくたくさん送っておきたいところだと言えます。 

 

2.2 どれくらい送るか 
前章に以下のようなことを書きましたが、ご記憶でしょうか？ 

ＤＭを始めとする売り込みを目的とした広告物をあまり頻繁に顧客に送り続けると、顧客の流出・離反を招
くのにたいし、ニュースレターは「手紙」であり「読み物」だから、定期的に送り続けることで顧客から喜ばれる、と。 

これはウソではありません。きちんと精魂を込めて書かれた読み応えのあるニュースレターは、ほぼ必ず顧客に
喜んでもらえるものです（後述しますが、いい加減に作ったニュースレターは当然×です）。しかし、物事には当
然限度というものがあるもので、それがあまり頻繁に届くようであれば、新鮮味もなくなり飽きられ、最悪の場合
は流出・離反を呼びこみかねません。また、それは顧客側ばかりの問題ではなく、ニュースレターを発行する側に
も言えることです。あまり頻繁に発行すると、作ることの新鮮味がなくなり、飽きてきます。いや、それ以前にネタ
がなくなり、ニュースレターそのものの質の低下を招くことになります。また、あんまり頻繁に発行すると、そのために
疲労困憊してしまい、本業に差し障りが出るなどという危険性も生じます。やはり、このようなことに鑑みると、適
切な発行頻度というものがニュースレターにはあることが分かります。それはどれくらいでしょうか？ 
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これは何か統計的な裏付けがある話ではありませんが、僕のこれまでの経験から言うと、 

２か月に１回 

というのが、受け手にとっても送り手にとってもちょうどいいように思えます。毎月だと飽きられたり、制作するの
が大変になりますし、季刊（３か月に１回）だと、その存在感を顧客に認知させるのが難しいように思えるか
らです。この考えからすると、隔月くらいがちょうどいいように思えます。 

しかし、そう言いながら、僕自身が発行しているニュースレターの発行頻度は、実を言えば、1 ヶ月に 1 回な
んですよね（笑）。まあ、僕の場合、今のところ本業に差し障りが出るほど作るのに苦労しないでできているし、
評判もそこそこいいみたいなので、これくらいでも許されるかな……と思ってやってるんですが、どんなもんでしょう
かね、お読みいただいているみなさん？ もしご興味のあるかたがいらっしゃれば、お送りしますので以下の URL

よりお申し込みください！ 

○ＴＭＣニュースレター申込   info@tmcg.org 

2.3 いつまで送るか 
 何度も述べて恐縮ですが、ニュースレターを送る目的は、直接的には顧客との信頼関係作りにあります。しか
し、この「信頼関係作り」というのも、実は本当の目標を達成するための一つの手段です。本当の目標、それは
「売上ＵＰ」と「経営リスク回避」のこの２点です。この点に異論のある方はいないでしょう。 

 「売上ＵＰ」という目標のためになされるという意味では、ＤＭやアウトバウンド・コールと同じです。また、「経
営リスク回避」という目標では、「Ｐマーク取得」や「アクセス権の制限」などと同等と言えるでしょう。 

 しかし、ニュースレターの場合、いったん「信頼関係作り」という極めて定量化することの難しい、ソフトな領域を
迂回してその目標に達しようとするので、その効果をどう評価するかが問題となります。 

 このようなニュースレターの特性は、よくサプリメントに例えられます。 

 サプリは毎日飲み続けることによって、病気にならない体質を作るとされます。病気を治すという効果もあるの
かもしれませんが、それを謳うことは薬事法で禁じられていることは、これをお読みの方なら、よくご存じの方も多
いことでしょう・・・？ 
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 さて、サプリは、「病気にならない」ために摂取されるものですから、その効果を体感するのはなかなか難しいも
のです。それを摂取しても病気になった場合は「効果がなかった」とマイナスの体感をされるでしょうが、プラスの体
感はなかなか持ちにくいものです。なぜなら、もともと病気ではないのですから。 

 では、サプリのプラス体感を持つにはどうすればいいのでしょう。 

簡単です。一度摂取する習慣をやめて、それで病気になることです。それでやっとそのサプリのプラス体感を得
られるのです。これは当然逆のことも言えます。習慣をやめても病気にならなければ、マイナス体感がもたらされ
ることになります。 

なんだか、ややこしい話ですね。 

僕自身書きながら頭の中がこんがらがってきましたので、一度今書いたことをまとめて整理しておこうかと思い
ます。 

①サプリ摂取継続→病気にならず→体感なし 

②サプリ摂取継続→病気になる→マイナス体感 

③サプリ摂取やめる→病気になる→プラス体感 

④サプリ摂取やめる→病気にならず→マイナス体感 

 

 今、①～④のパターンを整理してみて気づいたことがあります。 

「サプリは一度始めると、何故やめられないのか？」という問題についてです。 

①はそもそも病気にならないことを目標に飲んでいるのだから、やめる理由はどこにもありません。②は一見
するとすぐやめそうですが、そうではありません。そもそも不安があってサプリは飲みだしたのだから、病気になったの
はその不安が現実になったまでである。むしろサプリを飲んでいたおかげで、もっと重病にならずに済んだ…、この
ように考えて、より熱心に摂取しだすのが自然ではないでしょうか。僕ならきっとそうします。③はこの流れを想定
して、飲むのをやめて病気になるのは当然嫌だからやめられないし、④は要するに現状維持で、いつ③の状態
になるかもしれないというリスクを考えると、とりあえず飲み続けようということになります。人間の心理って概ねこん
なもんですよね。 
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ニュースレターもサプリ同様、「売上ＵＰ」と「経営リスクの回避」という目標達成のために、顧客との「信頼
関係」が病気にならないために実行されるものです。そのためその効果の「体感」の仕方は、上に記した①～④
に類比しており、一度始めてしまうとやめるのがなかなか難しくなるものです。 

しかし、サプリなら飲んで害もなく経済的にたいした負担にならないのなら、とりあえず飲み続けることが賢
明かと思いますが、ニュースレターはそうではありません。効果の出ない顧客に送り続けるのは、無駄以外の何も
のでもなく、その分を他の顧客に送るなどに振り替えるべきだからです。 

いや、その効果が分かりにくいのが問題じゃなかったの？ 

おそらく頭の中でこうつぶやかれた方もいらっしゃるでしょう。その通りなのです。が、だからと言って、そのまま
放置しておくのも得策ではありません。前節「誰に送るか」で述べたとおり、送る顧客には「流出・離反を防ぐ」、
「リピーターにする」等、それぞれ達成目標が設定されています。「流出・離反を防ぐ」目標で送っている顧客は、
流出・離反をしていない以上目標は達成されていますので、基本的にはそのまま送り続けるべきですし、「リピー
ターにする」という目標の顧客は、設定した期限内でそれを達成できていない場合は、送付をストップするべきで
す。 

このように送付の目的に合わせて、「いつまで送るか」は設定するものですが、ニュースレターはサプリ同様
定期的に届くことでジワジワ効果を発揮していくものですから、少なくとも６か月（２か月ごとなら３号）は、一
度送った対象顧客には送り続けるべきかと思います。６か月ごとに結果を評価して、リストにメンテナンスをかけ
ていくというのが、僕の勧めるところになります。 

2.4 どう見せるか 
さて、いよいよ誌面制作について話をしていきたいと思います。 

まず体裁について言いますと、Ａ３二つ折り、つまりＡ４、４ページが一番典型的です。もちろんＡ３二つ
折りを重ねて Ａ４、８ページの場合や、それ以上のページ数になる場合もあれば、Ｂ版サイズの紙を使用す
るケースもあります。ここで重要なのは、ニュースレターの「レター」という部分です。大きすぎたり、ページ数が多す
ぎたりすると、それは「レター」というより「新聞」や、自治体などが発行しているタブロイド判の広報誌などをイメー
ジさせるものになります。「レター」の特別感を温存するためには、あまり欲張って大きくしすぎたり、ページ数を増
やしすぎたりしないことをお勧めします。それで言うと、やはり４ページか８ページが適切なのだと思われます。 
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このように、ページ数がそれほど多く取れないということは、掲載するべきコンテンツは厳選していかなければ
ならないことを意味します。コンテンツの種類は以下の５つに大別できます。 

 

・会社・スタッフについて 

・商品について 

・商品周辺のことについて 

・顧客について 

・上記以外 

 

この 5 つそれぞれについて、以下に簡潔に述べていきたいと思います。 

 

2.4.1 会社・スタッフについて 
主に巻頭に配置されるのは、このコンテンツです。 

ニュースレターが顧客との信頼関係を目標に発行されていることは、もう何度もくどく述べてきましたが、それ
はここの部分で決まると言っても過言ではありません。それくらい重要なコンテンツであり、ニュースレターの「レタ
ー」という部分が一番色濃く出る部分だと言えます。 

ここでは企業を代表して、社員の誰か１人が記名入りで、仕事に対する思いや、日々の雑感などをエッセ
イ風に描いたものが主流ですが、その際心がけることは以下の３点です。 

 

・読んでもらって、面白いと思ってもらえるか 

・読んでもらって、好きになってもらえるか 

・読んでもらって、感謝の気持ちが伝わるか 
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この３点を満たしていれば、最低限はクリアしていると見なしてもいいでしょう。しかし、言うのは簡単ですが、
これら３点を同時に満たすのは、実はなかなか難しいものです。ここの部分は社員誰か１人の記名で書かれて
はいますが、本当にその方１人で書く必要はありません。会社を代表するコンテンツなのですから、上に記した
３点を満たすまで全社的に意見を求め完成させていくべきですし、場合によってはプロのライターなどに代筆を
依頼するというのも一つの手でしょう。 

また、この巻頭の部分以外でも、スタッフ紹介といったコーナーは顧客の興味を引くものだと言えます。特に、
顧客との面と向かった接点のない通販などの業態においては、いったいどんな人がその会社にはいるのだろうとい
う好奇心がよく注がれるものです。こういったコーナーで、全社一丸となってお客様の満足のために、目に見えな
いところまで取り組んでいることをアピールすることで、確実に顧客からの信頼感は増していきます。 

 

2.4.2 商品について 
さて、会社と人間の紹介の次は、商品の紹介をします。 

ここで重要なのは、「売り込み過ぎない」というスタンスです。ニュースレターの発行目的は信頼関係作りであ
って、直接的な売り込みではないとは何度となく、これまで述べてきましたが、ここでも再度それを強調させていた
だきます。ただし、まったく売り込まないのが正しいかと言うと、それはそれで不自然さを醸し出してしまうものです
ので、そればかりに意識過剰になってしまう必要はありません。要は、「お客様への想いの結晶」として商品を紹
介することが重要であり、その結果としてその商品の購入をお勧めするのは、まったく問題はないということです。
また商品開発の苦労話などを通し、共感を呼ぶのも有効な手段です。ここでのポイントは商品を通して「人」や
「想い」が見えるかどうか、ということになりますかね。 

 

2.4.3 商品周辺について 
ニュースレターを送る顧客は、その商品を含む周辺情報の情報に必ず興味があります。例えば、化粧品の顧

客は美容に興味があるし、サプリの顧客は健康に興味があるといったことをここでは言っているのですが、それは
そのまま、そのニュースレターのメイン・テーマとなります。それは顧客を読者と見なしたとき、その読者にとって、ニュ
ースレターは美容専門誌であり、健康雑誌であるということです。読者は毎回その内容を楽しみに待っているの
です。 
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ここは号ごとの特集のことと思っていただいてもいいでしょう。専門誌として、読者に有益な情報を届けるつもり
で毎号切り口を変えて掲載することになります。専門性の要する内容になりますので、場合によっては社外から
の協力も必要となるでしょう。いずれにしても、読者はここを一番の目当てとして読みますので、プロの編集者に
なりきって、お粗末な内容にしないことが重要です。「このコーナーから新しいトレンドを生む！」それくらいの高
い志で挑んでください。 

また、ここのコーナーを自社の商品の購買につながる啓蒙的な内容にすることも可能です。例えば、ウコンが
新発売となった際に、肝臓ケアの重要性を特集するような展開ですね。この連動は上手くやれば大きな販売
促進につながります。しかし、ニュースレターの本来の目的は販売促進ではないことを、ここでも忘れてはなりませ
ん。よって、ここでも売り込み過ぎると感じられるような展開は避けるべきでしょう。あくまでも読み手にとってため
になる記事というスタンスを外さないことです。 

 

2.4.4 顧客について 
顧客は自分以外の顧客に興味があります。自分以外のどんな人がその商品を買い、いったい、その人はどん

な感想を持っているのか。ニュースレターでそれを紹介することは、顧客の共感と帰属意識を高める効果をもた
らします。 

現代では、「ライフスタイルをより豊かにしてくれるか」、「作り手の哲学が私に合っているか」といったように、「共
感したものにお金を使う」傾向がよく指摘されます。ここでは顧客のライフスタイルを素材にして、自社の哲学
をあぶりだし、そこにいきいきとした共感を生みだすことを目標とするべきでしょう。 

また、このお客様紹介のコーナーは、ただそこにそれを掲載するだけではなく、将来的には顧客同士のゆるや
かなつながりを作り、一つのコミュニティを形成するという、大きな視野のもとで推進していくべきだと思います。で
すので、ただ紹介するだけではなく、いろんな方向から、闊達に意見が飛び交う、読者の交流の場のようなもの
にしていくというのも、一つの魅力的なアイデアなのではないかと思います。「クチコミ」や「バズ」はこのような仕掛
けから生まれてくるものです。 

 

2.4.5 上記以外 
これはどういうものかと言えば、女性が顧客のニュースレターであれば「占い」や「レシピ」、シニア層が対象なら

「脳トレ」や「ストレッチ」といった、メイン・テーマとは少し外れた箸休め的なコーナーのことです。それって必要な
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の？ と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には必要であるというのが僕の答えです。やはり、
こういうものがないと、全体のバランスが悪く、読んでいて疲れるんですよね。だから、何らか 1 つや 2 つは入れた
いものです。 

 

以上、ここまで、ニュースレターを構成する主なコンテンツについて簡潔に述べてきました。 

 いずれも一般論であり、また具体的な事例もなしに、つらつらと書き述べてきましたので、今一つどうしていい
かイメージが沸いてこないという方もいらっしゃるかと思います。そういう方は、お手元にどこかが発行されているニ
ュースレターを用意し、もう一度ここに書いたことを照らし合わせながら、「ここの部分は、これに当てはまるんだ」と
いうのを確認していっていただければと思います。おそらくほとんどのニュースレターは、ここに記した要素で構成さ
れていることに気づかれることでしょう。 
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3 まとめ 

 さて、ここまで長々とニュースレターについて述べてきましたが、最後に記しておきたいことがありますので、それを
まとめの言葉とさせていただきます。 

 

 ニュースレターは、ダイレクト・マーケティングを健全に推進させるためには、ぜひとも実施していただきたいコミュニ
ケーション手段であることは間違いありません。それはなぜなら、ダイレクト・マーケティングにおいては、企業と個
人が直接に結び付くことを戦略の要としているからであり、そこに信頼関係がなければ、その関係性はすぐに崩
壊してしまうからです。 

その関係性を維持するのに一番有効なツールがニュースレターです。 

それは企業から顧客に対して、その「想い」を伝える手紙だからです。こんなことを実現できる手法は、DM で
もメルマガでもアウトバウンド・コールでもなく、ニュースレターの他にありません。だから、あなたの会社もダイレクト・
マーケティングをこれからも推進していこうとされているのなら、ぜひニュースレターを始めてください。 

 ただし、ただ発行すればいいというものではないのは、言うまでもないことかと思います。 

ここまであまりはっきりとは述べてきませんでしたが、ニュースレターを発行することのデメリットやリスクという
ものも当然あります。それは大きくまとめて言えば、次の 3 つをあげることができます。 

１つ目にあげられるのは、なんと言っても手間がかかることです。発行するからには、精魂を込めた高品質の
ものを目指すべきなのは当然ですが、それには当然時間も手間もかかります。ただでさえ大変な本業の傍らで
やるには、やはり無理が生じるケースも大いにあるでしょう。 

２つ目にあげられるのは、１つ目の話とつながりますが、品質を保つのが難しいという点があげられます。これ
はデメリットというよりリスクととらえるべきです。品質の低いニュースレターは逆に顧客との信頼関係を毀損する恐
れがあります。この点は十分留意をして取り掛かる必要があるでしょう。 

3 つ目ですが、ニュースレターはＤＭやアウトバウンド・コールに比べ直接的な効果が見えにくいという点です。
見えにくいために、制作する優先順位は下げられ、結局はじめは張り切ってはじめたニュースレターでしたが、あ
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えなく短期間で継続するのを断念してしまったっというケースを、僕は何度も目にしてきました。モチベーションをい
かに持続させるか、これもなかなか解決が困難な課題だと言えます。 

これら 3 つのデメリット、リスクを回避する方法として、最近はニュースレターのテンプレートを使用するという手
法があげられることがあります。１回１万円程度で使用できるワード・ファイルなどで作られたテンプレートにテキ
スト素材を流し込めば、それだけでニュースレターが完成するというサービスです。 

確かにこのサービスを使用すると、手間とコストの削減にはつながり、今僕があげた 3 つのデメリット、リスクの
回避につながるようにも感じられますが、残念ながら僕はこれをまったくお勧めはできません。 

思い出してください、ニュースレターって何のために発行するんでしたっけ？ 

そうです、顧客との信頼関係を築き、「売上ＵＰ」と「経営リスク回避」を実現することでしたよね。 

それが目標なのにテンプレートでいいのでしょうか。僕の答えはノーです。テンプレートの枠に収まりながら、上
に記した目標を達成することは、はっきり言って無理です。ニュースレターは手紙であると同時に会社の「顔」とい
った役割も果たします。顔が一人ひとり違うように、ニュースレターもまた会社ごとにオリジナルなものでなければ意
味がなく、そのためにはどうしても手間とコストと時間が絶対に必要となります。よって、違う目的で発行するなら
ともかく、信頼関係を構築することを目標とするなら、テンプレートを使用するのは避けた方が賢明であるという
のが、僕の考えです。 

いずれにしても、このようにニュースレター発行にはデメリットやリスクもあるということについては、事前に十分認
識しておくことが必要ですし、同時にしっかりとした対策を立てておくことも大切です。僕のような専門家に相談し
てみるのも一つの手かもしれません。それからどうするかを決めても遅くはないでしょう。 

 

弊社ティー・エム・シーでは、ニュースレター制作の代行事業をさせていただいています。 

僕らは単に制作を代行するだけではなく、ここまで記してきたような発行計画のプランニングから、評価指標の
設定や事務局の運営まで、あらゆる方面にワンストップで携わり、お客様のニュースレター発行のご支援をさせ
ていただいています。ここは僕らが編集プロダクションではなく、ダイレクト・マーケティングのプロ集団だから実現
できる部分だと自負しているところです。 

また、僕らの強みはそれだけではなく、独自に築いたネットワークを駆使し、お客様の手をほとんど煩わせるこ
となく、低コストでかつ高品質なニュースレターを制作できる体制を作り上げていることがあげられます。今上に
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記したニュースレターを発行する際のデメリットやリスクを記しましたが、僕らにお任せいただければ、かなりの部分
で、それらが解消されるとお約束いたします。 

 もし僕らのニュースレター制作代行サービスにご興味を持っていただけるようであれば、以下のサイトに詳しい
内容が出ていますので、一度ご覧いただくか、以下の番号までご連絡をください。 

 

有限会社ティー・エム・シー http://tmcg.org/ 

TEL.03-5615-3940 

 

 

さて、最後に脅しめいたことを長々と書いてしまいましたが、ここにあげたデメリットやリスクに対してきっちりとした
対策を立て、それ相当のやる気と覚悟をもって挑めば、あなたのニュースレターは必ず成功し、その結果として
「売上ＵＰ」と「経営リスクの回避」を実現することでしょう。これはニュースレターという手法を長年研究し続けて
きた僕が言うことがから間違いありません。だから僕は最後にあなたにこう呼びかけます―― 

 

さあ、あなたもニュースレターを始めましょう！ 

http://tmcg.org/
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