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2023年全日本ＤＭ大賞受賞作品から見る効果的なＤＭ戦略 

 

明石 智子 

 

第 37回目を迎えた全日本DM大賞の最終審査委員を今回も担当させていただいた。近年、コロナ

禍の影響を受け、顧客との関係性を強める、温かみがあるDM事例が多く見られる傾向が続いていた。

今年度は、これまでも進んでいたデジタルとの連動やデータの活用、パーソナライズが一層強化され、

全体的に訴求力が高いDMが多かったと感じている。 

その中で今年度の傾向を大きく分けると二点。一点目は、コロナ禍で活用が増えたB to B DMであ

るが、今年はB to B DMが全体の多くを占めるようになり、サプライズのあるクリエイティブや戦略

性の高いストーリー構築など、B to B領域での活用に一層磨きがかかった印象である。もう一点は、

リピート、クロスセルなど、CRM領域において、DMの顧客データを十分に読み込んだ上での緻密な

コミュニケーションを展開するDMが目立ったことである。デジタルでは不可能な、DM独自の体験

機能を活かしながら、顧客への丁寧なコミュニケーションで、課題に対して、着実に解決を図る作品

が多い傾向にあったと感じている。 

それらを踏まえて、今回のレポートでは、マーケティングの目的別に、①新規顧客化 ②継続顧客

化 ③アフターフォロー／ロイヤルティ向上 ④B to Bコミュニケーションの4つのフェーズにおい

て、各社の課題を戦略的に解決し、クリエイティブのアイデアに優れ、成果を出したDM大賞受賞作

品に着目して、ポイントを紹介することとする。 

  

1． 新規顧客化 

ターゲットの手元に直接届き、関心喚起を可能とするDMの利点を活かした、動画広告との連動施

策、認知・発注促進、大学からの案内状の成功事例を見ていくこととする。 

 

（１）話題のネットスーパーの初回利用をDMで後押し 

 アマゾンジャパンはAmazonネットスーパーの初回利用を促す

ためにDMを活用。デジタルの動画広告によってAmazonネット

スーパーの認知が拡大したタイミングで、Amazon プライム会員

のうち購買意欲が高いと考えられるセグメントに向けて、クーポ

ンを同封したDMを送付した。クリエイティブは、送付先の顧客

が利用できるストアごとにカスタマイズをした。あえてシンプル

な訴求とすることで、アクションにつなげる成果を得たという。 

 当DMは、デジタルが主となるコミュニケーションを展開している中で、カタチあるクーポンを届

けることで、直接の行動の後押しを促すことに成功している事例である。動画広告のピークのタイミ

ングを捉えて、ターゲットは顧客データから関心が高い層を抽出して絞り込んだ上で、最適なメッセ

ージを届けることにより行動の確度を高めている。外封筒は、Amazon らしさのある、売らんかなを

押し出しすぎず、ナチュラルな印象のクリエイティブ。封入物は、ストアごとで情報を差し替えてお

り、シンプルなデザインに統一を図り、読み手は明快に内容を理解することができる。デジタルが主

体としても、要所となる場面で紙DMを活用し、行動喚起へとバトンをつないでいくシナリオ設計が

参考になる事例である。 

 

（２）地元の水道工事店の認知向上を目指す手書き風DM 

創業 2年半の水道工事会社 ヤマテツRisingは、地元での新会社の認知度やイメージの向上、受注

を目指してDMを送付。消臭効果のあるペーパーブーケのオファーを同封し、好印象と保管を促す設

計とした。DM では、自己紹介の挨拶状、業務内容を伝えるパンフレット、クーポン券を封入して、
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関心・理解促進、行動喚起のフローとなるように設計した。結果

として、32件の受注につながり、目標を大きく超える成果を得ら

れたという。 

水道工事店からのアプローチというとマグネット式ステッカー

が想起される。他店と一線を画し、まちの水道工事店としての認

知や理解、保管を促すためにDMを活用しているのが新しい。初

めて同店を知ることとなるターゲットへ丁寧なレターを添え、

DM を届けた目的をしっかり伝えている。パンフレットは手書き風でイラストを交えて、困った際の

場面に合わせて、わかりやすく読み進めていける構成。オファーとなる彩りのあるペーパーブーケは、

好印象を残し、保管してもらうことに貢献している。事務的な訴求ではなく、親しみがあり、読みや

すく設計されたDMは、記憶に残りやすく、保管、必要な時の問い合わせにつながる。さらに、感謝

クーポンが行動を後押し。心が込められた、ターゲットに寄り添ったストーリーは、工事店など、ま

ちのお店がDMを活用する際のヒントとなるのではないだろうか。 

 

（３）従来の工学部と一線を画す高校生への挑戦状 

 2020年 4月に開設した京都先端科学大学は、従来の工学部

と一線を画す異端的な教育を展開している。そこで、異端さを

高校生に知ってもらうために、大判の DM を送付。DM 本体

には学部についての情報は一切触れず、未完成の二次元コード

を印刷し、DMを受け取った高校生が自身で正解を見つけ出す

手間を加えた。二次元コードを完成させるためには、加工して

壊すことを繰り返す必要がある。手間のかかる工程があるにも関わらず、355 件ものアクセスを獲得

することができたという。 

 DM はデジタルネイティブの世代にとってかえって新鮮なメディアであり、閲読率も高いことが検

証されているが、当DMはまさにその効果を証明した典型ではないだろうか。スマホと連動させなが

ら、体験機能のあるDMだからこそ実現できるギミックを効果的に用いて、ターゲットの心をつかん

でいる。文章で多くを語るより、体験により思考しながら理解してもらうアイデアが秀逸で、当大学

のユニークさが強烈に伝わってくる。若年層向けには、これまでも大学からのオープンキャンパス案

内などでDMが活用されてきた。今後とも、若年層に向けて、デジタル連動の仕掛け、DMならでは

の体験ギミック、斬新なクリエイティブによるDM施策の進化に期待したい。 

 

２．継続顧客化 

 継続顧客化のフェーズには、顧客との関係性を維持するために多岐の課題が存在する。リピート促

進、おまとめ配送への移行促進、会員登録、継続購入のテスト、アップグレード施策での成功事例を

紹介する。 

 

（１）家族の思い出に残るオリジナルの旅の物語 

 スパリゾートハワイアンズを展開する常磐興産は、3 世代のリ

ピーターに向けて、7・8月の宿泊プランを提案するDMを送付。

旅行前、旅行中、旅行後に楽しめ、思い出として長く残してもら

えるDMを目指した。外封筒はエアメール風の体裁で、中には冊

子を同封。冊子は、事前に旅のプランを書き込んだり、現地でス

タンプを押したり、入場券を貼ったり、帰宅後も感想を記入し、

写真を貼ることができる、家族オリジナルの旅の日記帳の仕掛け

となっている。結果として、DMからの予約数はコロナ禍前2018

年の対 70％まで回復し、前年の 60％も上回る結果になったとい

う。 
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 昨年に続き受賞を果たした同社であるが、前年の体験ギミックをさらにパワーアップ。デジタルで

は実現しがたい、書き込み、貼るなどの体験型のコミュニケーションアイデアが満載である。冊子を

きっかけに、子どもだけでなく、家族内の会話がさらに弾むように設計されており、3 世代家族をつ

なぐ役割を果たしている。プランを事前に皆で考え、現地でのアクティビティには当冊子をガイドブ

ックとして持ち歩いて参加。帰ったあとの振り返りも楽しく、家族の旅の思い出日記として完成させ

ることができる。いつまでも、子どもの頃の思い出を残してほしいと願う企業の優しい気持ちが伝わ

ってくる。スパリゾートへの好感度が増し、ロイヤルティの向上にも寄与した事例ではないかと考え

る。 

 

（２）SDGs観点の訴求で共感を創出 

 森永乳業は、低単価、配送費率が高く、継続率が低い構造か

らの脱却を図るため、配送費率を下げつつ継続率アップを狙

う、同社商品の「おまとめDM」を企画した。外封筒は、公的

機関から送付される DM を連想させるデザインとすること

で、確実な開封と、レスポンスの必要性を演出した。お得感の

訴求ではなく、まとめ買いによって資材と排気ガスの削減に貢

献を可能とする SDGs の観点での訴求で、共感を得ることを

狙う構成とした。 

同DMは、まとめての購入は価格訴求となりがちなところを、環境への負荷を減らす視点からSDGs

の切り口で仕組みを提案したのが秀逸。今の時代の環境課題を考慮した仕組みにより、読み手の賛同

や共感を得ることに成功している。クリエイティブは、重要なお知らせを意識させるトーンとし、サ

ステナビリティの意義や説明を図示しながらわかりやすく案内することで、顧客の理解と共感を促す

展開である。時代の要請を仕組み化して、コミュニケーションに組み入れていくことの大事さを実感

できる事例と言える。 

 

（３）DMとWEBの綿密なパーソナライズで顧客行動に変化 

アシックスジャパンでは、店舗とECでアシックスウォーキ

ングを展開しているが、2つの課題があった。一点目の課題は、

店舗と EC の顧客データに分断があり、DM 送付後の顧客行

動を計測すること。二点目は店舗誘引 DM の成果を向上させ

たいことであった。一点目の課題に対しては、データの統合を

行い、会員未登録者の店舗顧客に会員登録を促す DM を送付

した。WEBのアクセス時にポップアップで登録の後押しも行

った。二点目の課題に対しては、DM送付先のセグメントやク

リエイティブを綿密に設計し、DM にはパーソナライズの二次元コードを記載。送付後の効果測定と

行動分析を行った。結果として、新規会員の獲得数は計画の 152％、新商品の売上は発売から 3カ月

で計画比1.5倍、ROIは前年比125％を達成することができたという。 

店舗とECの顧客データの分断という課題に対し、DMを用いた会員登録の促進は、手元に届き、

気づきを喚起できるDMだから解決できるアプローチ方法。会員登録の促進に目的を絞りこみ、圧着

型のDMを採用して、端的にテンポよくストーリーを展開しており、クーポンをつけることで、行動

の後押しに成功している。また、二点目の課題については、手元に届くDMにパーソナライズの二次

元コードを経由して、WEB上のおすすめ新商品情報へアクセス、ECでも店舗でも購入もできる設計

とした。期間限定のパーソナライズされたクーポンが直接の行動を促し、成果に結びつけている。き

っちりと行動の効果検証を行ったことで、次の施策に活かすことを可能とする。今、DM に印刷され

た二次元コードを経由してのデジタルへのアクセスがストレスなくできる時代となっている。DM と

デジタルのそれぞれの特性を活かした、合わせ技としてのパーソナライズの進化に期待が高まる事例

である。 
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（４）顧客分析とクリエイティブの勝ちパターン発見でリピート促進に成果 

北海道産地直送センターは、北海道の食のリピート促進の

ために大判の圧着DMを送付。安定的な高レスポンス獲得と

最大化を目指して、顧客分析によるセグメントに合わせたク

リエイティブテストを実施した。効果検証とブラッシュアッ

プを繰り返すことで、勝ちパターンとなるクリエイティブを

発見。DM 送付後にはアウトバウンドコールを行い、クロス

セルにつなげた。結果として、従来のDMと比べて、レスポンス率は 1.5倍、購入単価は 1.2倍に向

上したという。 

当DMの優れている点は、分析×クリエイティブテストを繰り返し行うことで、勝ちパターンを導

き出し、最適化を追求し続けた点にある。また、テストをしたクリエイティブは、写真を大きくレイ

アウトして、食品のシズル感を伝え、コピーは美味しさが生き生きと伝わってくる表現に徹している。

配色や商品の配置にもこだわっており、クオリティの高さを感じさせ、顧客の目にとまるように工夫

がなされている。印象の強いDMを届けることで、電話フォローによるトークもしやすくなる効果も

ある。ダイレクトの基本であるテストによる効果検証の重要性と、食品はどうしたら美味しく感じら

れ、購入に結びつけられるのかに徹底してこだわることの大切さを学ぶことができるDMである。 

 

（５）体験型DMでワンランク上のゴールドカード入会促進 

 クレディセゾンは、上位会員にワンランク上のゴールドカー

ドを訴求するインビテーション方式のDMを届けた。ゴールド

カードを持つメリットをわかりやすく伝えつつ、年末年始に家

族で楽しんでもらえるように、すごろく型のボードゲームを同

封した。ゲームを通じて、自身の体験を重ね合わせて、カード

の利用シーンをイメージできる工夫をした。結果として、レス

ポンス率は通常の 2倍以上と過去最高の入会率を記録すること

ができたという。 

カード入会の訴求は、無形のサービスがゆえに機能の説明だけでは、ベネフィットが伝わりきらな

い場合があり、読み流されてしまいがちである。当DMでは、ゲームにより実際のカードの利用シー

ンを想起してもらい、身体的に体験してもらうことで、わかりやすい理解を促し、記憶に残すことに

成功している。家族を巻き込んで参加できるのも、気軽な体験を促せている。DM 企画の際には、体

験型のギミックができないかのひと工夫を考えてみることがカギとなる。DM だからできる体験型の

ギミックを取り入れることで、サービスの理解や申し込みの効果を高めることができた好例と言える。 

 

３．アフターフォロー／ロイヤルティ向上 

顧客化した後、長い関係性を構築するためのアフターフォローが重要となってくる。EC 購入者向

けへのお便りや、発送作業の効率化によるきめ細かいフォローにより、リレーションシップの構築に

貢献した2つの事例を紹介する。 

 

（１）顧客との接点をつなぐお便りDM 

婦人向けボトムスの企画・製造・販売を行う戸田被服は、EC

サイトから商品を購入した顧客向けのアフターフォローを目的

にDMを送付している。クリエイティブでは、企業や商品の情

報を手書き風で書き起こし、地方の企業らしさやあたたかみに

こだわった展開とした。結果として、DM を受け取った顧客か

ら「介護に疲れた心がほっとした」などの声が多く寄せられた。 

購入は EC から始まった場合でも、顧客との関係性を維持していくためにお便りを活用している好

例である。企業からのメッセージや商品のお手入れ方法などが、温かみがある手書き風、イラストで
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描かれているお便りで、思わず読み入ってしまい、ほっとひと息つける内容。作り手の企業の顔が垣

間見え、人肌感を感じるもので、商品にも愛着がわいてくる。商品や企業のファンとなることで、継

続購入だけでなく、推奨や周りへの紹介などの効果も期待できる。デジタルに限定せず、手触り、温

かみのある便りを自社で制作して、顧客へ寄り添って思いを伝えた、継続的なコミュニケーション事

例として参考にしたい。 

 

（２）仕組み化した店舗発DMで効率化を実現 

日産サティオ千葉は、DM発送作業の効率化を目的に、WEB

にアップロードされている顧客リストから、宛先とDMのデザ

インを選ぶだけで発送できる仕組みを導入。クリエイティブで

は、サービスや新商品の告知にとどまらず、来店時にDMを使

用して説明できるプレゼン資料を意識してデザインした。これ

まで各販売店の販売員がDM発送のために 30 分を要していた

が、5分程度に短縮することに成功した。また、仕組み化により本部によるDMの効果検証も可能に

なった。 

店舗にて、来店顧客との関係性を維持するためにDMを活用したいものの、販売員の負荷、最適メ

ッセージの開発、送付タイミングのズレなどの課題が発生する場合がある。当DM施策では、DM発

送体制を仕組み化することで各課題を解決。販売員は作業時間の削減に加え、顧客に合わせて事前に

用意されているクリエイティブを選べる仕組みを構築。最適なメッセージを、最適なタイミングで発

送できるパーソナライズDM体制を実現させた。メンテナンス、イベント、車のご案内に加え、担当

者の顔写真を入れての親近感の演出など、単なる情報提供を超えて、顧客の状況に合わせての丁寧な

提案を実施。気軽に読める圧着ハガキの活用は、顧客とのコミュニケーションを持続させやすいのも

利点となる。仕組み化で、本部に知見をためて、分析や今後の営業活動に活かせるのも効果的。同種

の課題を抱える店舗・業態で参考になる事例である。 

 

4．B to Bコミュニケーション 

業界の悩み・課題の把握や顧客心理の洞察により、戦略性が高く、クリエイティブのアイデアに優

れたクオリティが高い作品が多かった。B to Bコミュニケーションのセオリーに沿って綿密に設計し、

デジタルとの連携も強化されてきた印象である。その中から5作品を紹介することとする。 

 

（１）決算疲れをねぎらいながら、商品認知を向上 

freeeは、クラウド型会計ソフト「freee会計」を展開している

が、新規で上場する企業のおよそ3分の１が当ソフトを利用して

いるのにもかかわらず、個人事業主や中小企業に特化していると

認知されている課題があった。そこで、認知向上と導入推進を図

るためDMを送付した。当DMでは、本決算業務が終了したタ

イミングに、ねぎらいの思いを込めてテンキーをデザインしたチ

ョコを経理部全員に行き渡るように届けた。会計ソフトのリプレ

イスは 3～5 年周期であるため、将来のリプレイス期の経理責任

者の認知を意識して経理部全員の印象を高める工夫をした。チョ

コをとった後の箱の底面には、ねぎらいのメッセージがあらわれる、同梱の冊子では freee 導入の上

場企業のロゴを明記するなど、各ツールをきめ細かく設計。送付後にはフォローコールを実施。通常

のコールドコールに比べ、受付突破率は5倍以上に。DMの認知率も50％超と実施前の予想を超える

成果をもたらしたという。 

今年度の金賞 グランプリを受賞した作品である。ターゲットは、商品性からリプレイスは3年以上

先であることから、将来の責任者への認知を見越して経理部全員を設定。タイミングは、上場企業の

経理部員が一年で唯一気が休まる時期である本決算業務の終了時に、各社ごとの期に合わせて送付。
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クリエイティブでは、テンキーをデザインしたチロルチョコレートをサプライズで送付。箱面にはね

ぎらいの言葉が入っており、強く記憶に残る展開。冊子では freee 会計の導入企業が一目でわかるよ

う、明快な内容にしている。フォローコールの実施を組み込んでいるが、インパクトのあるパッケー

ジで印象づけ、チョコの話題でターゲットとの会話を弾ませることに貢献している。すべての課題に

対して、計算し尽くされた戦略とアイデア満載のコミュニケーションで解決を図った見事な事例であ

った。キーパーソンが不明確な場合でも、インパクトのあるDMは営業の代替として、相手にアプロ

ーチすることを可能とする。絞り込んだターゲットに対して、驚きを喚起して成果に結びつけるハイ

エンド型のB to B DMの今後の展開に一層期待したい。 

 

（２）面接時に活用の ICE BREAK CARDで開封促進 

 Indeed Japanは、求人情報に特化した検索エンジン Indeedを展

開している。大企業の採用担当者に向けて、サービスの利用意向を

醸成する施策として、箱型のDMを送付した。当DMでは 3点の

オファーを用意。Indeed主催のセミナーや書籍プレゼントの案内に

加え、採用面接のトークテーマを記載した ICE BREAK CARDを

オリジナルで制作して同封した。担当者の開封促進を最優先に考え、

外箱には「採用の切り札入ってます」のティザーコピーを記載。結

果として、想定の約8倍の反応が得られた。また、ノベルティの反

応も良く、複数の企業から実際に活用しているという声を聞いたと

いう。 

 当DMのポイントは、採用担当者への認知度向上に向けて、担当者をサポートする、あると便利な

ICE BREAK CARDのアイデアにある。カードには1枚につき1テーマで、実際の面接時に聞いて

みたくなる質問が書かれている。本来、オファーは、単なるプレゼントで終わるのではなく、開封や

記憶に残すなど、ターゲットの行動や心理変容を促す役割を果たすべきもの。当オファーはその役割

を果たすだけでなく、繰り返し使用してもらう効果をもたらしていた。カードの質問はウィットに富

んでおり、Indeedの企業姿勢を感じとることができる。さらに、DMパッケージは、届いてから、開

封、関心、理解、行動まで、読み手に順序よく進められるようにストーリー性を持って設計されてい

た。商材はデジタル上の無形のサービスであるが、カタチあるDMを活用し、役に立つオファーを効

果的に取り入れたことで、認知や利用意向の向上に成功した事例と言える。 

 

（３）美容院への継続・休眠活性化を促進するサンプル付きDM 

  美容院向けに商品を展開する三口産業では、ヘアケア商

品「Landcare」をリニューアルさせた。そこで、利用実績が

ある美容院に再導入や継続利用を促すサンプルつきの DM

を送付した。DMにはパーソナライズの二次元コードを記載

し、WEBアクセスログを取得できるようにして、読み取り

のあった美容院を見込み客として可視化。アクセスのあった

美容院を優先的にフォローし、優先順位を付けた営業活動に

より商品の再導入や継続率の増加につなげることができた

という。 

 当DMは、営業活動を前提に、サンプルつきDMを送付。同DMをトリガーとして二次元コード

を経て、WEB へ誘導。アクセスログ解析により営業活動の効率化を図った全体設計フローが秀逸で

ある。DM は大判で目立つサイズとし、開封のしやすい加工やふくらみのあるサンプル同封で開封促

進。開けるとサンプルが現れ、商品のメリットが要点をおさえて紹介されており、端的な理解を促し

ている。さらに、サンプルセットの希望者は、二次元コードにアクセスして申し込めるわかりやすい

導線。サンプルＤＭの手法を美容院向けのB to Bコミュニケーションとしてアレンジしているのも斬

新である。ビューティーサロンなど、サンプル活用が有効な業種・業態でのヒントとなる事例である。 
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（４）DMからパーソナライズ動画への誘導でセミナー集客 

 リコージャパンは新たな1 to 1動画生成サービスの認知

獲得とセミナーへの集客、販売促進を目的にDMを送付し

た。ターゲットは、印刷会社の経営層や新サービス企画担

当者であるため、経営層が使うスケジュール帳をイメージ

したクリエイティブとし、予定を記載して、受け取り手に

取ってほしい行動を示唆する内容とした。合わせてソリュ

ーションを提案するパーソナライズの動画を二次元コード

から誘導。セミナーへの申し込みをフォローする仕組みと

した。結果として、DMを受け取った25％以上がパーソナライズ動画ページを視聴。セミナー開催前

から動画サービスへの問い合わせが寄せられ、セミナー申込率は13.7％に達したという。 

 当DMは、経営層向けであることを意識して、スケジュール帳をモチーフにした目にとまるデザイ

ンを採用。表側は、付箋の伝言メモ風の申込みを確認するティザーコピー、中を開けると、セミナー

の申し込みの予定や、担当者からの写真付きメッセージなどがシンプルに記載。また、二次元コード

から、同社の1 to 1動画生成サービス紹介のパーソナライズ動画へ誘導する仕掛けで、受け取り手に

確実な行動を促す導線設計が施されている。自社サービスを活用したパーソナライズ動画をセミナー

前に視聴してもらうことで、認知促進とセミナー申込の両面に効果を発揮。つかみのあるデザイン、

かつポイントが目に飛び込んでくるコピーで、多忙な B to B のターゲットに行動を起こしやすい構

成。今やオンラインでのセミナーが普通となったが、その分セミナーにも差別化が必要でもある。B to 

B 向けの要点を押さえたセミナー招待状の設計やパーソナライズ動画の活用法が参考になる施策であ

る。 

  

（５）診断バインダーで開封率と保管性をアップ 

日本賃貸住宅管理協会は、全国の賃貸住宅管理業者を対象

に、新規入会者の獲得を目指してDMを送付。届いたときの

インパクトを狙い、2021年6月に完全施行された賃貸住宅管

理の法律への対応を確認するためのチェックリストをはさん

だバインダーを同封した。結果として、11月の投函から1カ

月間で50件の問い合わせ、14件の入会につながり、月別の入

会者数は設立以来最高数に達した。最終的な問い合わせは100件、入会数も35件にのぼったという。 

企業の課題や課題解決の進捗状況などを確認、発見を促すため、診断やチェックシートに答えても

らう仕組みは、B to Bにおいてよく用いられる手段である。当DMは、チェックシートを淡々と送る

のではなく、各ツールをバインダーにはさんだ上で届けるアイデアが決め手。バインダーはすぐの開

封のみならず、関係者にもツールをそのまま回覧しての巻き込み、資料の保管にも有効である。外側

の「知らなかったでは通用しません。同封のチェックシートで今すぐ診断！」のコピーもストレート

でわかりやすく、受け取り手が何をすべきなのかの指針になっている。当ターゲットに対しては、ク

ーポン券も入会に貢献。バインダーをオファーとした点に加え、封入すべきツールの設計やコピー、

デザインワークが緻密に設計されており、B to Bにおけるツール開発のお手本としたい事例となって

いる。 

 

■今後のDMへ期待したいこと 

コロナ禍を経験することで、デジタルでのコミュニケーションが増加しつつも、リアルなメディア

としてのDM活用のメリットが再認識され、活用の場面が着実に広がっている。DMだけでコミュニ

ケーションを完結させるというよりも、全体のコミュニケーションフロー上で、他メディアとどのよ

うに連動させることで効果が得られるかを引き続き、実行し、検証していくことが大切になる。今年

は、DMとWEBや動画を一気通貫させてのパーソナライズへのチャレンジがあり、今後の進化が楽

しみとなった。また、二次元コード経由のコミュニケーションは当然として用いられるようになった。



                           ＤＭ ＲＥＰＯＲＴ 2023－No.1 

-8- 

各メディアの利点を組み合わせ、パーソナライズも含めて、顧客の心理変容や行動を促す効果的なア

プローチに期待したい。時代の変化が激しい中で、顧客の環境や悩みなども刻々と変わっていく状況

にある。デジタルデータ等を統合して顧客の変化を捉えて、最適なターゲットへ、最適なタイミング

で、最適なメッセージを届けるコミュニケーションがより重要になっていくと考える。 

B to B領域では、営業員の役割として、あるいはセミナーへの誘導として、DMを戦略的に活用す

る場面はさらに増えそうである。カタチが届くDMは、わかりやすい理解や体験を促し、意思決定者

へのアプローチができるメリットから、有形のみならず、無形のサービスの活用にもますます有効と

なりそうだ。 

いずれにせよ、ターゲットに寄り添った、心をつかむクリエイティブ発想が重要となる。DM 独自

の体験やストーリーにアイデアがあるコミュニケーションに一層期待したい。 
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