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1 
はじめに 

はじめに 

 

フラッシュマーケティング  Flash Marketing 

共同購入型クーポン 

Online discount coupon 

日々クーポン   Dairy Deal service   Deal a day service 

GROUPON型ビジネス 

 

この本で扱うテーマは、これと決まった表現がまだ定まっていない。 

今ではこの分野の企業の代表格となった GROUPON発祥の地である米国で

あっても同じ状況だ。それほどに、目新しいサービスでもあるし、様々

な見方のできるサービスであり、言葉で捉えようにもどんどん進化して

いるサービスなのだ。 

2010年の 4月、日本で最初のフラッシュマーケティング・サイト

（以下、フラマ・サイト）である Pikuがオープン。その後、参入企業

は続々と増え、10月末時点では既に 100社を超えている。 

なぜ、それほど多くの企業がフラマ・サイト事業を始めたのだろう。 

その背景には、米国の GROUPONが、創業わずか１年足らずで黒字化を

達成し、３年で年商 300億円を超え、経常利益は約 45億円、時価総額

が 1,000億円を超える企業となったという事実がある。この成長スピー

ドは、過去の新しい ITサービスの普及と比較しても極めて速い。 

つまり、米国で急激に成長し儲かる企業の事例ができ、続々と参入

企業が続いた余波が日本にも来たわけだ。 
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それにしても、GROUPONは、なぜこれだけの急激な成長と収益化を実

現できたのだろう。 

このサービス自体は、一見、数年前でもできた様なものであるが、

実は米国で広く使われるようになった Facebookや Twitterといった

ソーシャルメディアの普及が、サービスの成長を加速したという事実が

ある。 

つまり、この事業は「時流に合った」事業なのである 

さらには、このサービスはユーザー（消費者）とクライアント（店

舗事業者等）の２種類の顧客を持つサービスだが、いずれに対しても強

烈にインパクトある価格をオファーしている。ユーザーに対しては定価

の 50%以上の割引であり、クライアントに対しては成功報酬制である。

この丌透明な経済環境下に在って、この価格戦略が奏功し、ユーザーも

クライアントもこのサービスに飛び付いた。 

ここまでの所、時流に合い、ユーザーもクライアントも飛びついた

結果として、メディアや金融セクターの後押しも生じて、GROUPONは急

激に成長し、利益も出すことができた。 

ただ、よく見ると、このサービスには２つの困難がある。１つは

ユーザーとクライアントを中期的に満足させ続ける必要があるというこ

と、もう 1つは新規参入が極めて容易なサービスであるということだ。 

この本は、いわゆるフラッシュマーケティングに関する「提灯本」

ではない。 

この本の執筆の動機は、このサービスに魅力を感じたと同時に、業

界としてはオーバーヒート気味に思えたことであり、さらにはコンサル

タントであると同時に事業家の端くれとして事業機会の探索を兹ねてリ

サーチをしてみたかったからである。 



 

 

 

3 
はじめに 

また、このサービスはインターネットとリアル店舗を結びつけた取

り組みであり、ここ数年私が取り組んできた領域のサービスでもある。

私はこのフラッシュマーケティングが、中期的な環境変化の中でネット

＆リアルのマーケティング手法を加速する可能性を感じ、その可能性を

検証してみたいとも考えた。 

本書の中では、中期的な視野に立ち、できるだけ多面的な情報収集

を行い、フラッシュマーケティングの実態、可能性を検討した。 

執筆をしている最中にも、めまぐるしく変化してきた業界でもあり、

十分なフォローができていない点も多いと思う。このビジネスの最前線

で走っている方々、店舗事業を手がける方々、このビジネスに興味を

持った方々にとって、本書が何らかの新しい視点やヒントをご提供でき

れば幸いである。 

一方で、本書は、電子書籍元年と言われる年に思い立った企画であ

る。私としては電子書籍関連のコンサルティングも行っている手前、こ

れまでにない書籍化の取り組みを試したかった。 

オーサリングも低コスト化してきたので、誯金もシンプルなアプリ

化は非常に魅力的だったが、最終的には読者の利便性を考え様々なデバ

イスで読める PDF形式を選択した。比較的新しい取り組みとしては、

ウェブサイトへのリンクを埋め込み、しおり機能を使った見出しの実装

を行っている。本書を読みながら、様々なリンクを参照しつつ理解を深

めていただけると嬉しい。また、弊社ウェブサイト（http://ipfm.jp/）

で、様々なフォローやディスカッションなども試みたいと考えているの

で、是非、ご参加を。 

 

2010年 10月 

谷内ススム 

http://ipfm.jp/
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第１章 フラッシュマーケティングとは 

 

「フラッシュマーケティング」 Flash Marketing 

ふと聞いただけではわかりにくい言葉である。新しいマーケティン

グの手法のことだとは思うが、具体的なイメージがわかない人が大部分

だろう。 

具体的には以下の様な形で、主に飲食店やビューティーサロン、

ジャズクラブといったリアル店舗のサービスが販売される。 

・新しくできたイタリアン・レストランのディナーコース・チケットが 

50%オフで手に入る 

・有名なホテルのチケットが期間限定 60%オフで手に入る 

・ミュージカルのチケットが 70%オフで手に入る 

日本で最初に GROUPON 型のフラッシュマーケティング・サイト（以下、

フラマ・サイト）を開始した Pikuを例に実際にどんなチケットが販売

されているか見てみよう。 

 

 

  



 

 

 

5 
フラッシュマーケティングとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.piku.jp/recent-deals/tokyo 

図： １-１ 

http://www.piku.jp/recent-deals/tokyo
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１．フラッシュマーケティング・サイトのサービスの特徴 

 

ユーザーから見れば、様々な分野のなかなか手に入らない安価なチ

ケットが手に入る魅力的なサービスである。 

このサービスには、従来のクーポン・サービスと違った特徴がある。 

その特徴は５つ。 

 

①消費の前にチケットを購入する必要がある 

②購入のための期間が限定されている（通常１日） 

③取引成立のための最尐人数が決まっている 

（旅行の最低履行人数の様なもの） 

④割引率が高いものが多く、50%を超えるものが一般的、 

80%オフといった場合も 

⑤特定の業種に限った紹介ではなく、 

一般的には 1day 1area 1deal形式で様々な業種が紹介される 

 

こうした特徴は、サイトを見れば一目瞭然である。 
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フラッシュマーケティングとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.piku.jp 

上の図を見ると、 

・（左中）価格と購入ボタン 

・（左中）購入が可能な残り時間 

・（左下）15人の取引成立ライン（現時点でそれを超えている） 

・（左上）に 57%OFFの割引率の表示 

・サイド・ディール（右側で紹介している別ディール）の表示は 

あるものの 1day 1area 1dealを基本とした形式 

といった特徴がわかる。 

図： １-２ 

http://www.piku.jp/
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以下、それぞれについて、従来のクーポン・サービスと比較しなが

ら見てみよう。 

 

１）消費の前にチケットを購入する必要がある 

 

従来のクーポンであれば、ユーザーはクーポンを手に入れるのに費

用はかからない。また、お店に入ってから携帯でクーポンを探して精算

時に提示するといったことができる場合もある。 

ユーザーにとっては負担もなくメリットの多い仕組みである。 

ただ、お店から見れば、そもそも通常価格で来てもらえるユーザー

にクーポンを発行してしまうと、無駄な値引きになる。常連客にお店に

入ってから携帯でクーポンを取得し使われた場合には、全くの無駄が発

生してしまうというわけである。 

一方、フラマ・サイトのサービスは「リピート顧客となってくれそ

うな人達に、きちんと新規来店をコミットしてもらいますから、思い

切った価格を出して下さい。」というものだ 

事前購入という方法は、消費者にとってはやや負担である。ただ、

お店にとっては、売上が読めるし、きちんとした対応をする準備もでき

るメリットがある。 

 

２）購入のための期間が限定されている（通常１日） 

 

ぐるなびやホットペッパーのクーポンは、ある程度の期間は決まっ

ているが、あまり変化しない割引クーポンである。改装をしたり、メ
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フラッシュマーケティングとは 

ニューを大きく変えるタイミングや、年末や春と言った特殊なシーズン

の前に変更をすると、そのままの状態がしばらく続く。 

一方、フラマ・サイトのクーポンは、一般的に 24時間で販売が終了

する。早いものだとディール開始後、数十分で売り切れる場合もある。 

この期間が限定されていることがユーザーの注目を集める大きな要

素となっているし、ユーザーに購入の決断を迫る役割を果たしている。 

 

３）取引成立のための最尐人数が決まっている 

（ツアー旅行の最低履行人数の様なもの） 

 

まさに旅行のツアー企画と同じで、取引が成立するために必要な最

尐の人数が決められていて、その人数に達しなければ、そのディールは

成立しない。 

その意味では、友人を誘ったり、他の人に知らせてでも、成立をさ

せたいという気持ちが働く場合があり、自然に情報を Twitterなどで紹

介することにもつながる。 

これは中途半端な取り組みを防ぐことができるので、店舗等にすれ

ば、それなりにインパクトのある取り組みに絞って実施することができ

るメリットがある。 

実際にフラマ・サイトのディールを見ていると、最尐人数に満たな

い場合はほとんどない。 

後で詳述する著者が実施した 8月 21日～9月 20日の 31日間に行わ

れた 7社の 398件のディールの分析結果を見ると、10件しか丌成立に

はなっていない（つまり 97.5%が成立）。 
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４）割引率が高いものが多く、50%を超えるものが一般的、80%オフも 

 

フラマのインパクトある特徴の 1つがクーポンの割引率が高いことだ。

50%を超えるものが一般的であるが、中には 80%オフといった場合もあ

る。 

新規開店、リニューアル、低稼働時の集客と行った、限られたシー

ンで、思い切ったクーポンを出して集客を図るというのが、店舗として

のフラマ・サイトの一般的な使い方だろう。 

また、先述した、期間限定の特徴と組み合わさって、いつ、どんな

お得なディールが始まるかわからないことが、ユーザーの意識を引きつ

け、フラマ・サイトのサイト記事や Twitter、メールなどを見ることに

つながっている。 

 

５）特定の業種に限った紹介ではなく、一般的には 1day 1area 1deal 

形式で様々な業種が紹介される 

 

フラマ・サイトは一般的に、特定の業種の紹介ばかりをするわけで

はない。あるときは飲食店、あるときはホテル、あるときはエステ

ティック店と、様々な業種のクーポンをユーザーに提案する。 

ユーザーに新しい行動・経験を提案するという意味では、雑誌に似

た役割を果たしていると言えるだろう。 

従来のインターネット経由のクーポンの提供方法は、特定の業種毎

にクーポンが提供されることが通例だった。 
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例えば、ぐるなびの様な業種特化型ポータル・サイト経由での提供、

一休や楽天トラベルの様な旅行予約サイトのように業種毎のＥＣサイト

によるディスカウント・チケットの販売、それら以外は TSUTAYAやマク

ドナルドの様に各企業、各店舗が独自にウェブサイト等で提供している

といった状況だ。 

これでは、ユーザーは特定のサービスが必要な時だけウェブサイト

等に接触するという形になりやすく、ユーザーとの接点が途切れがちに

なる。 

一方で、リアルなサービスに目を向けると、ホットペッパー、ぱど、

地域型フリーペーパーなどが業種横断でクーポンを提供しており、Ｔポ

イントや PONTA といった共通ポイント事業は業種横断で連携をしながら、

ネット＆リアルでポイントを絡めてクーポンを提供している。 

これらのクーポン配布は、様々な分野のクーポンが出せるものの、

いずれもフラマ・サイトほどインパクトのあるオファーはできていない

のが現状だろう。 

 

また、1day 1area 1deal形式には、もう一つの大きな特徴がある。 

それは、シンプルでインパクトの強い提案ができるということだ。 

通常のインターネット・サービス、特にアジア地域の場合は、トッ

プページには、あふれんばかりの情報が並べられている。確かにこれを

楽しんでいるユーザーもいるのだが、大部分のユーザーにとっては情報

量が多すぎて、何が自分にとって良いのかわかりにくい。 

こういった情報を整理し、情報の配置やナビゲーションを効率化す

べく、アイ・トラッキングと言ってユーザーの視線がどう動き、どこに

止まったかなどを分析する装置やサービスまでできている。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20100901/351671/
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1day 1area 1deal形式は、従来のアプローチとは全く異なり、敢え

て多くの情報を盛り込むことをせず、 

「今日、この地域で、あなたに提案したいのは、このディールです」 

というシンプルな作りを徹底し、ユーザーに対するインパクトを生み出

している。 
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第２章 急激なフラマ・サイト・ブームと戦国模様 

 

日本の GROUPON型のサイトは、Pikuが 2010年 4月 20日にサービス

を開始して以来、これまで約半年の間に急激に増えた。現在では、総数

は 100を超えるとも言われている。 

日本のフラマ戦国模様、言い換えると、フラマ・サイト業界の競争

状況は非常に興味深いものであり、なかなか目が離せない。 

それは、以下の３つのことが同時期に起こっているからである。 

① 新規参入企業の急増 

 

② 既存大手企業の参入 

 

③ 米国 GROUPONの参入 

 

わずか半年の間に、ベンチャー、既存大手企業、外資系企業による

異種格闘戦が一気に始まったというわけだ。 

上記の各プレーヤーは、それぞれに強みと弱みを持ち、様々な戦い

方を仕掛けている。 

以下、それぞれのプレーヤーの状況を見てみよう。 

  



 

 

 

14 Flash Marketing 【無料版 1.1】 

１．新規参入企業の急増 

 

先に述べた、100を超える企業の大部分は、新規参入企業である。 

これほどまで多数の企業の早期の参入が可能であった理由は、大き

く２つだろう。 

１つはシステム開発に必要な工数があまり大きくないこと、もう１

つは店舗に関する情報収集・営業については、そんなに難しいものでは

ないということだ。 

システム開発については、企業インタビューの際に「開発自体には

１ヶ月も掛からなかった」という声もよく聞いたし、今では GROUPON型

のフラッシュマーケティング・システムを ASPで提供している企業が数

社ある。 

また、営業について見ると、店舗の情報自体は雑誌やウェブサイト

等で様々な形で流通しているため入手は簡単だ。次に、店舗への営業提

案は初期費用を必要としない成功報酬型のものなので、営業も提案しや

すく店舗側も話を聞きやすい。つまり、営業の難易度としては、そう高

いものを求められず、営業スタッフを採用し育てる期間が短くて済むの

で、新規参入が容易となったわけである。 

 

ただ、見方を変えれば、システムや、営業力で差別化することは難

しいということだ。 

事実、参入が増えるにつれて、人気の高い飲食店などには早くも複

数の営業提案が持ち込まれ、「営業電話が多くて困る」という声がある

し、手数料率の値引き競争になっているとも聞く。 
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今後の激しい競争を考える時、市場拡大期を勝ち抜くためには、手

数料をある程度ディスカウントできる体力（資金力）も重要な要素にな

るだろう。 
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２．既存大手企業の参入 

 

フラマ・サイトで扱うディールの比率を見ると、やはり飲食店の比

率が高い。 

従来から飲食店向けの集客系インターネット・ソリューションを提

供してきた有力企業としては、リクルート（ホットペッパーグルメ）、

ぐるなび、カカクコム（食べログ）、USEN（グルメ GyaO）、ぱど、な

どがある。 

今囜のフラッシュマーケティングのブームについて、こうした有力

企業各社は指をくわえて見ているわけではない。 

これらの中では、ぐるなびだけが Pikuとの提携による展開を選んだ

ものの、他は自社サービスの展開を開始した。 

また、ネットプライスが、ＰＣとモバイルのギャザリングで培った

ノウハウを組み合わせ、日本版ツイッターの運営会社であるデジタルガ

レージとの共同出資で、この分野に参入した Qponもユニークだ。 

 

当然のことながら、既存大手企業の強みは既存の会員、ウェブサイ

トに来てくれるユーザー、これまでに培った飲食店との関係である。 

彼らが本気になれば、数多くの新規参入フラマ・サイトは無残にも

敗退を余儀なくされるのだろうか。 

私は、それは一概に言えないと思う。 

 

http://www.hotpepper.jp/
http://www.gnavi.co.jp/
http://tabelog.com/
http://ggyao.usen.com/
http://www.pado.co.jp/
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その理由は、上記の既存企業が従来とらえてきたユーザー・ニーズ

と、フラマ・サイトがとらえようとするユーザー・ニーズには明らかな

違いがある。だから、既存企業にも、全く新しいスキル・セットが求め

られ、ある意味同じスタートラインに立つ部分があるからだ。 

具体的に考えてみよう。ぐるなびや食べログを利用するユーザー・

ニーズの大部分は、「どこかのお店に行きたいときに地図やメニュー、

クーポンの有無などを調べる」ことである。次に多いユーザー・ニーズ

は、「何らかの宴会やデートのために、お店を探す」というものだろう。 

これらはいずれも、「何をするか」が決まっていて、その先のプロ

セスをサイトが支援するわけだ。 

一方で、フラマ・サイトが捉えようとしているユーザー・ニーズは、

「何か新しいお店、面白いことを経験してみたい」というものである。 

つまり、消費者の購買行動のプロセスから見れば、フラマ・サイト

のサービスは、より上流のプロセスに働きかけることを狙っている。 

インターネット・サービスで一般的に用いられる AISASフレームワー

クで話すなら、従来サイトは３番目の S（Search：検索）から関わるこ

とが通例であるのに対して、フラマ・サイトは最初の AI（Attention：

知る、Interest：興味を持つ）の部分に働きかけて、S（Search：検索）

を飛ばして一気にチケットの販売（Action）までつなげる仕組みなのだ。 

その意味では、フラマ・サイトの機能は、従来で言えば雑誌やテレ

ビの情報番組の果たしていた機能に近い。細かく見ればテレビの情報番

組は、雑誌の情報を参考にして作られる部分も多いから、根源的には雑

誌の機能と言ってしまっても良いのかもしれない。 

この辺りのさらなる深掘りは第８章にて行いたい。 
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３．米国 GROUPONの日本市場への参入 

 

平成 22年 8月中旬、実はこの書籍執筆のために Qpodにインタビュー

のお願いをしていた最中に、米国 GROUPON社の Qpodへの大規模出資の

リリースが各ニュースサイトや Twitterを駆け巡った。 

GROUPONは日本に本格的に進出するのと同じタイミングで、ロシアに

も展開することを発表している。資本力と高い収益力を背景に、一気に

グローバル展開を図る動きだ。【記事】 

彼らは 5月にも CityDeal社を買収し、ヨーロッパに進出している。 

【記事】 

 

Qpodは、以前からベンチャー・キャピタルからの大規模な資金調達

を行っており、フラマ・サイトの中でも資金力の豊富な企業。山手線の

車内広告ジャックや、Apple社の iTune Music Storeのチケットの

ディールなどで大規模な広告や会員獲得の取り組みを進め、注目を浴び

ていた。 

ちなみに、山手線車内広告について検索して見ると、結構なエント

リーが引っかかる（例）。それなりにキャンペーンの注目度は高かった

と言えるだろう。 

そこにさらに、GROUPONの資金が投下される（tech crunchの記事に

よれば 1,000万ドルの資金投下）となると、フラマ・サイト事業は資金

だけの勝負ではないにせよ、資金力に务る他のプレーヤーとしては驚異

に感じる部分もあるだろう。 

 

http://jp.techcrunch.com/archives/20100817groupon-manfest-destiny/
http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20100516005050&newsLang=en
http://ameblo.jp/b110ef567/entry-10589549684.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20100817groupon-manfest-destiny/
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４．これから参入する可能性のある企業 

 

既に多くの参入企業があるものの、まだ様子見をしている企業はあ

る。この時点で様子見をしているのは、既にフラマ・サイトを展開する

ための強みを持った企業だ。 

彼らが参入する場合は、既に参入している企業との連携（場合に

よっては吸収）も十分にあり得る。参入の可能性のある企業は以下の様

な企業が考えられる。 

・インターネットメディア 

検索ポータル、総合ポータル 

携帯キャリア・ポータル 

ターゲット特化ポータル（女性、育児中女性、シニア等） 

・カード会社（※決済手数料部分のメリットも有る） 

・共通ポイント企業 

・通信キャリア、ISP（インターネット・サービス・プロバイダー） 

・新聞社、雑誌社、テレビ局 

・地域の有力企業、有力 NPO ※地域の活性化と密接な事業体 

以上が日本で始まったフラマ戦国時代の幕開けの様子である。 

いずれが勝ち残ることになるのか、さらにそのための条件について

は後の検討としたいが、間違いなく言えることは、これだけの数とバラ

エティに富んだプレーヤーがフラマ・サイトに取り組むからには、必然

的に消費者に不えるインパクトも大きくなり、メディア露出も増え、新

しい市場が形成されていくということだ。 
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第３章 主要各社のプロフィールと１ヶ月間のディー

ル分析 

 

１．主要各社のプロフィール 

 

ここでは、2010年 7月～9月に、フラマ・サイト事業を運営する以下

の 9社（9サービス）にインタビューした内容をご紹介する。 

（順序は、インタビューを実施した順） 

 

・Piku（ピク） 

・PREPON（プレポン） 

・Qpon（キューポン） 

・KAUPON（カウポン） 

・食べログチケット 

・オールクーポンジャパン 

・ドリパス 

・Qpod（クーポッド） 

・ポンパレ 
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１）Piku（ピク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 ピク メディア株式会社 

資本金 4億 5,628万円 

従業員 65名 

展開エリア 47都道府県 

（東京、神奈川、千葉、埻玉、愛知、大阪、福岡を中心に展開） 

※すべて 2010年 9月 30日時点 

  

図： ３-１ 

http://www.piku.jp/
http://www.piku.jp/
http://www.piku.jp/
http://www.piku.jp/
http://www.piku.jp/
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取り組みの経緯と背景 

同社の代表取締役である森デイブ氏は、カナダバンクーバー出身の

日系 3世のカナダ人。同じく起業家である父親のもと会社経営の経験を

積み、2004年に同社の前身となる ENGLISH OK 株式会社を設立。英語対

応が必要となるホテルや飲食店に、英語による接客の研修サービスを提

供する。同時に英語で日本のレストランを検索できるサイトを構築して

店舗の集客支援を行うとともに、2009年には富裕層向け会員制優待

サービス「KUDOS（キュドス）」を買収し、同サービス内で「この時計

を今日の 12時まで限定価格でご提供」などといったフラッシュマーケ

ティングを試みる。 

2010年に入り、同社はフラッシュマーケティング事業を拡大。2010

年 4月 20日に日本初となる日替りクーポンサイト「Piku（ピク）」を

オープン。2010年 5月には社名をピク メディア株式会社に変更した。 

さらに 2010年 9月 29日には、ぐるなびとの共同運営による「グルメ

専用日替りクーポンサイトぐるなび×Piku」

（http://piku.gnavi.co.jp）をオープン。ぐるなびの 10万店以上の店

舗ネットワークを活用して、全国でのグルメ専門の日替りクーポンサー

ビスの提供を目指している。 

森デイブ氏は、同社の社員を“Piku Team”と呼び、良い社風を作る

ことにも配慮している。 

「スタッフ達が良いチームとして一緒に仕事ができるよう、良い社

風を作り上げていきたいと思っています。そうした良い社風が、きっと

ユーザーに良いサービスを提供することにつながるだろうと考えていま

す。」（代表取締役 森デイブ氏） 

  

http://piku.gnavi.co.jp/
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サービスの特徴 

テーマは「日常にちょっとした驚きを」。人が良いものに出会った

ときに体がピクッとすることからネーミングされている。 

当初から F1層をターゲットに設定して展開。 

「ターゲットを F1層にすることは、サービス設計の時から決めてい

ました。というのも F1層の人たちは、色々なレストランに行ったり、

何か新しい取り組みにチャレンジしたりと、積極的なライフスタイルを

過ごしています。また彼女たちは自分たちが好きなもの楽しいものにつ

いては、積極的に友人に紹介する傾向があります。これはバズマーケ

ティングや、フラッシュマーケティングを行う上では、とても重要なこ

とです。実際に、Piku割クーポンの購入においても、1人で 3～4枚の

食事券を購入する人が多くいます。きっと友人も誘って食事をするので

しょう。F1層の彼女たちの伝播力は強く、メールやツイッターを使っ

て、驚くほどのスピードで情報が伝播されていきます。」（同氏） 

サイトのデザインやキャラクターも、明確に F1層を意識したデザイ

ンを展開。 

 

「サイトのデザインは女性にアピールできるデザインにしています。

ピクちゃんというキャラクターも 20～40代の女性に親しんでもらうこ

とを考えて作ったキャラクターです。また Piku以外にも、同じように

ポイントなどでお得な情報を得られるサイトはあると思いますが、Piku

のように女性向けの楽しいデザイン（Look and Feel）で、ユーザー同

士をつないでいくサイトは、いままでなかったのではないでしょうか？」

（同氏） 

また、同社は単なるクーポンの割引がユーザーを集めるのではなく、

そこにエモーショナルなつながりが発生することを重要視している。 
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「スタッフや社員自身がよいと思ったサービスや大好きな商品でな

ければ我々のカスタマーであるユーザーもそのサービスを好きになって

はくれないと考えています。」（同氏） 

2010年 9月 30日時点では、東京、神奈川、千葉、埻玉の首都圏や大

阪、愛知、福岡を中心に展開。これまでにも段階的に 47都道府県での

掲載も行ってきたが、すべてのエリアごとに日替りクーポン・サービス

の提供を目指すとしている。 

同社発表による、8月の月間ページビュー数は約 350万 PV。 
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２）PREPON（プレポン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 メディアインデックス株式会社 

資本金 3,300万円 

従業員 サービス担当者数は非公開（全社 36名） 

展開エリア 全エリア（東京） 

※全て 2010年 9月 30日時点 

  

図： ３-２ 

http://prepon.jp/
http://prepon.jp/
http://prepon.jp/
http://prepon.jp/
http://prepon.jp/
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取り組みの経緯と背景 

メディアインデックスは、数多くのモバイルコンテンツを開発して

きた実績がある。同社がフラッシュマーケティングへの参入するきっか

けになったのは、やはり米国 GROUPONの情報がきっかけだったという。 

「春先に米国 GROUPONのことを知り、非常に面白いサービスだと思い

ました。ギャザリングという方法は昔から国内にもありましたが、一般

の人にも幅広く利用されているとは言えない状況でした。それを

GROUPONが『こうすれば一般の人にも使ってもらえるのではないか？』

という発想で、多尐形を変えてみてサービスを提供した。そしてその爆

発的な結果には、誮もが驚いたのではないでしょうか？」（代表取締役 

加納 伸之氏） 

その後、同社はすぐにサービスの開発を決断する。 

「社内ですぐに『やりましょう！』ということになり、わずか 1カ月

でサービスをローンチしました。3番目位にローンチできると思ってい

ましたが、他社の参入も相次ぎ、弊社が参入したのは 5～6番目でし

た。」（同氏） 

参入を決意した背景には、御社が長年実現させたかった「モバイル

とリアルの融合」というテーマがあったという。 

「モバイルとリアルの融合はずっとやりたかったことですが、現時

点では店舗にとってモバイルでの広告は敶居が高い状況です。店舗にい

きなり『モバイル広告をやりませんか？』と提案しても、唐突に感じら

れてしまう。そんな状況の中、フラッシュマーケティングは店舗（リア

ル）のモバイル活用の温度感を計るのにちょうど良いサービスでした。

まずはこのサービスで、店舗にウェブを使ったプロモーションの効果を

実感してもらいたいと思っています。」（同氏） 
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同社は、今期中での単月黒字化達成を目標としており、収益性を重

視しながら今後のサービスの方向性を探っていく。現時点で関東以外の

エリアに展開する予定はないとのこと。 

 

サービスの特徴 

PREPONはそのネーミングが示す通り、当初は提供するクーポンをプ

レミアムなものに限定しようとしていた。しかし参入してすぐにプレミ

アム帯に絞るのをリスクと考え方針を転換、現在はとくにクーポンをプ

レミアムなものに限定していない。 

エリアは東京エリアのみで展開しており、クーポンの販売期間を 3日

間に設定している点が特徴的。またクーポン取り扱いジャンルとしては、

ふとんクリーニング、Eコマース（お米、ペット向け健康補助食品）な

ども扱っており、他社と比較して飲食の比率は低い。 

国内で最初にポイントシステムを導入しており、顧客の囲い込み、

バイラルの発生を狙っている。（同ポイントシステムでは、クーポン購

入金額の 3％分をポイントとして受け取り、次囜以降のクーポン購入時

に 1ポイント＝1円として利用することができる） 

「引き続きバイラルする仕組みづくりを進めていきます。弊社のモ

バイルで培った技術力と、ソーシャルの特性をうまく結びつけることで、

有効なクチコミ網を作っていきたいです。」（同氏） 

同社は、モバイル技術に強みがあることから、モバイル端末対応を

他社に先駆けて対応。来店時のクーポン提示にもモバイル画面を利用す

るなど、今後も得意領域であるモバイルを活かしたサービス開発を行っ

ていくことが予想される。 
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３）Qpon（キューポン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 ディールメート株式会社 

資本金 1億 1,500万円  

従業員 非公開 

展開エリア 東京 

※全て 2010年 9月 30日時点 

 

  

図： ３-３ 
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取り組みの経緯と背景 

同社は、株式会社ネットプライスと株式会社デジタルガレージの共

同出資で 2009年 11月に設立。2010年 6月に社名を株式会社ブラン

ディッシモからディールメート株式会社に変更。ネットプライスから新

たなメンバーも加え Qpon事業をスタートさせた。 

ネットプライスは 2000年より共同購入サービスのギャザリング事業

を展開しており、ユーザー向けのオンラインサービスという点でフラッ

シュマーケティングとは共通点があり、今後のシナジーが期待できる。 

「ネットプライスのサービスは限りなくユーザー寄りで、『いかに

ユーザーの希望を叴えるか』という姿勢でサービスを提供しています。

ユーザーが望む商品がない場合には、店舗側に掛け合って新たに共同購

入商品を作ったりもします。フラッシュマーケティングもこの『ユー

ザー寄りの姿勢』が非常に大事だと思っています。この共通点に加えて、

店舗側のアカウント情報を共有できる点も今後のシナジーになると考え

ています。」（取締役 COO 小川卓也氏） 

また株式会社デジタルガレージは、米国 Twitter社と日本における

Twitter事業において資本業務提携をしており、Twitter国内サイトの

広告販売の権利を有している。その関係で Qponは引き続き Twitterの

積極活用を図っていくと予測される。 

 

サービスの特徴 

ギャザリング事業で培った企画力が随所に見られるのが Qponの特徴

である。サイトには、「Qpon体験レポート」というメニューがあり、

Qponを利用した体験や感想を、#qpon_repoのハッシュタグをつけて気

軽にツイートできるようになっている。 
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また「お願い Qpon」というメニューもあり、ここには過去に発行さ

れたクーポンの中から、再度発行してほしいクーポンをユーザーが自由

に投稿できるようになっている。投稿されたリクエストにはそれぞれに

投票ボタンが付いており、どの投稿がユーザーに支持されているかが一

目瞭然だ。 

またクーポンの特典に

おいても、独自の企画力

が発揮されている。 

「『Eggs’n Things』

という原宿にパンケーキ

で有名なお店があります。

このお店は、週末ともな

ると 1時間待ちが当たり

前の繁盛店です。そのため店舗側は『割引してまでプロモーションをし

たくない』と考えていました。そこで割引額は 300円におさえて、お客

さんが並ばずに入れるファストパスの特典を提案しました。さらにクー

ポンには、『ホイップクリームを無料でつけられる特典』を付不。ユー

ザーが体験をウェブに投稿した際に、ホイップクリームで見た目のボ

リュームが増し、ウェブの投稿がよりインパクトのあるものになること

を狙いました。」（同氏） 

Qponのクーポンでは、他にも「ドンッと焼酎一升瓶つき」、「ビー

ル定期券（期間中来店の度にビールが 2杯まで無料）」など、リピート

を誘発するユニークな特典が見られる。 

「ネットプライスでコンサル業務を行っていた者が何人かいますの

で、その提案力を活用してクーポンが店舗にとってより魅力的なものに

なる工夫をしています。弊社のミッションは『出会いときっかけをあた

図： ３-４ 
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える』ことですので、男性のスパや、ジャズバーなど、これからも魅力

ある店舗の出会いときかっけを提供していきたいです。」（同氏） 

今後も企画力を活かしたユニークなサービス設計が期待できそうだ。 
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４）KAUPON（カウポン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 キラメックス株式会社 

資本金 2億 1,800万円 

従業員 非公開 

展開エリア 全 5エリア（東京、千葉、大阪、兵庨、京都） 

※すべて 2010年 9月 30日時点 

 

  

図： ３-５ 
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取り組みの経緯と背景 

同社代表取締役の村田雅行氏は、楽天の出身。2008年 4月に楽天を

退社し、その後いくつかのプロトタイプサービスを作りながら、注力す

る事業を探索していたという。2009年 11月に GROUPONのサービスを知

り、これを国内で提供するために自身でシステムを構築。5月 10日の

サービスローンチは、Piku に 2～3 週間遅れての国内 2 番目のオープン。 

「『陰に埋もれているよいものを陽の当たる場所に移す』ことをイ

ンターネットの力を使って実現したいと思っていた」という同氏は、自

身のブログで次のようにコメントしている。 

「街の夫婦でやってる飲食店でとても料理が美味しいのだけれど、

それを広めるプロモーション費用が出せない。そんなお店が KAUPONを

使ってリスクフリーで大勢集客できれば、たくさんの人が美味しい料理

を食べれて嬉しい。夫婦も嬉しい。こういうことが僕が考える陰にある

ものを陽の当たる場所に移すということ。これは絶対『良い事』だと

思ってます。」 

同社は、9月 30日にグロービス・キャピタル・パートナーズを割当

先とする第三者割当増資を実施し、2億円を調達。10月 4日は福岡にも

サービスを展開し、年内に北海道・神奈川・愛知・広島など計 10エリ

アへの進出を目指す計画。サービス展開にあたっては、まずは現地の

パートナー企業と組んでの展開となる。 
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サービスの特徴 

村田氏自身がプログラマー出身ということもあり、ユーザーイン

ターフェースにはトコトンこだわったとのこと。 

「デザインを見やすくシンプルなものにして、色にもこだわりまし

た。レイアウトにおいては、視点の動き方なども重視して構成しました。

『KAUPONからのお店の紹介』、『店舗からのメッセージ』という

フォーマットを最初に作り、結果ほとんどの同業他社が取り入れる

フォーマットになりました。」（同氏） 

同サービスではプレミアムなクーポンに注力しているが、並行して

様々な企画を試みている。その代表が「祭り！」シリーズ。同シリーズ

では特定の業態のクーポンが 4～5日連続で続く。例えばこれまで実施

された「祭り！」では、「肉祭り」、「ビール祭り！」、「韓国祭

り！」、「ビューティ祭り！」などがある。 

扱うセグメントとしては圧倒的に飲食が多く（全体の 90％）、クー

ポン売上高では Pikuと並ぶ水準にある。 

売上が好調な要囝としては、「国内での早いサービスローンチ」、

「魅力あるクーポンの提供」、「独自企画での存在感創出」などが挙げ

られるが、もう一つ重要な特徴が「Twitterの積極的活用」である。 

他社でも Twitterは活用しているが、同社の活用の特徴は村田氏の

キャラクターが伝わる「温度感の高い Twitter活用」と言える。他社の

大半が Twitterアカウントをサービス名で展開しているのに対し、同社

では村田氏の個人アカウントで展開しており、クーポン開催直前、完売

時などに適宜、村田氏がタイムリーなツイートを行っている。「ディー

ル開始の 1時間前は必ず時間を確保して Twitterにログインする」とい

う姿勢からも、同氏が Twitterの活用を重要視していることが伺える。
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この「主催者の顔が見えるクーポンサイト」という立ち位置は固定ファ

ンを作る点では非常に有効と言える。 

2010 年 9 月 1 日より大阪、京都、兵庨にも本格展開をスタートした。 

直近でも「KAUPONリレー」という企画を実施している。この企画で

は、通常クーポンの販売時間が 24 時間であるところを数時間に短縮し、

1日の中で 5店舗のクーポンを連続で販売している。1店舗当たりの販

売時間を短縮する分、『店舗の十分な認知が可能か？』という検証は必

要であるものの、『小さい販売枚数でクーポンを取り扱いたい飲食店も

気軽に掲載できる』などのメリットも考えられ、今後より頻繁に活用さ

れる可能性は十分にあるだろう。 

同サービスは今後も「主催者の顔が見える」立ち位置と、様々な企

画で独自の存在感を出していくことが予想される。 
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５）食べログチケット（タベログチケット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 株式会社カカクコム 

資本金 6億 6,118万円 （2010年 6月 30日時点） 

従業員 食べログ担当約 30名（全社約 300名） 

展開エリア 東京、神奈川、大阪、福岡 

※2010年 9月 30日時点 

 

  

図： ３-６ 
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取り組みの経緯と背景 

食べログはご存知の方も多いと思うが、全国の飲食店舗を掲載して

口コミと評価を掲載、その評価に基づいてお店の点数とランキングを算

出しているサイトだ。そのアクセスは膨大で、ページビューは月間 3億

ページを超える。 

食べログがユーザーに人気を博した理由は、何といっても質の高い

口コミ。食べログのスタッフが食べログに投稿された口コミにすべて目

を通し、規約に則って丌適切な口コミについては、修正依頼を出し、場

合によっては削除を行うこともある。また、各ユーザーが店舗評価に不

える影響度を、様々な要素から算出した独自のロジックを用いるなど店

舗評価の信ぴょう性を確保する仕組みも導入している。 

その食べログが、2010 年 9 月 9 日に「食べログチケット」の名称で、

フラッシュマーケティングサービスを開始した。 

「フラッシュマーケティングが今後日本に根付くかは、まだわから

ないところがありますが、割引チケットはユーザーのメリットになりま

すので、食べログユーザーへのサービスの一環として開始しました。ま

た、飲食店にとっては、知名度向上につながり、食べログを通した新規

顧客の獲得が見込めるサービスです」（執行役員 食べログ本部長 村上

敤浩氏） 

ユーザー・飲食店双方に向けたサービスとしての参入とのことだが、

同社にはフラッシュマーケティングを行う上で他社にはない大きなアド

バンテージがある。それは何と言っても膨大なユーザーを抱えているこ

とだ。 

「食べログのユニークユーザーは、PCだけで月間 1,700万人弱にも

上りますので、割引チケットの反響は期待できると考えています。また

食べログは、36万人のメール会員がいます。今後はお知らせを希望す
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る会員に対して、希望エリアの食べログチケットをアナウンスすること

も可能だと考えています。」（同氏） 

またユーザー数の規模だけでなく、ユーザーの質についても自信を

見せる。 

「そもそも食べログは飲食店に興味を持って探しているユーザーが

訪問するサイトですので、いわゆるバーゲンハンターが尐ないのが特徴

です。魅力を感じられるお店であれば、食べログチケットによる来店者

がそのお店のリピーターとなる可能性は比較的高いのではと考えていま

す。」（同氏） 

食べログは、さらに多くの飲食店舗とのチャネルを確保しているこ

とも大きな強みだ。既に 60万店もの飲食店を掲載しており、そのすべ

てと営業的な接点がある訳ではないが、食べログチケットを導入する上

で店舗に対して既に信用性の高いブランドが浸透していることは、同社

の大きな強みになると考えられる。 

なお現在は PCのみの展開だが、食べログモバイルサイトでもフラマ

サービスを展開する可能性も考えられる。 

 

サービスの特徴 

食べログチケットは、トップページの「食べログ特集」のコーナー

に掲載している。チケット 1種類につき 1～3日間販売しており、現時

点では東京、神奈川、大阪、福岡の 4エリアで展開している。チケット

の詳細ページに食べログユーザーの口コミがピックアップされることも

あり、食べログとの連携が見られる。また店舗の詳細情報は食べログの

店舗情報と共通化されており、食べログユーザーには使いやすい仕様に

なっている。 
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６）オールクーポンジャパン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 株式会社サイブリッジ 

資本金 2,640万円 

従業員 サービス担当 3名（全社 35名） 

※2010年 9月 30日時点 

 

  

図： ３-７ 
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取り組みの経緯と背景 

同社は、フラッシュマーケティングのアグリゲート（集合）サービ

スである「オールクーポンジャパン」を展開。またフラッシュマーケ

ティングのシステムを ASPで提供する「Dadat（ダダっと）」も提供し

ている。当初は他のプレーヤー同様にフラッシュマーケティングへの参

入を検討したが、リクルート社など大手も参入するとの情報を得て、独

自のやり方を考えた結果、アグリゲートサービスと ASPサービスによる

参入になったという。 

オールクーポンジャパンは、独自のプログラムを用いて他社フラッ

シュマーケティング・サイトの情報を取得している。取得された情報は、

オールクーポンジャパンにて「本日のクーポン」として一覧表示される。

ユーザーは各社のクーポンサイトを見囜ることなく、その日発行されて

いるほぼすべてのクーポンを一覧し、その中から興味あるクーポンを発

見できるメリットがある。 

気になる収益モデルだが、オールクーポンジャパン単体での利益確

保は考えていないという。 

「アグリゲートサービスそのものでは、利益は考えていない。各社

からオールクーポンジャパンでの掲載順位を上位にしてほしいとリクエ

ストを受けるが、業者ではなくユーザーにとってメリットのあるものを

提供したい。もっと多くの人に共同購入クーポンのことを知ってもらう

ことで業界をちゃんと盛り上げていきたい。」（執行役員 遠藤彰二氏） 

一方でオールクーポンジャパンは、同社が提供するフラッシュマー

ケティング型 ASPサービスである Dadat（ダダっと）の認知を広げる場

として機能している。オールクーポンジャパンの豊富なアクセス数から、

その狙いは十分に達せられていると言えそうだ。 
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「オールクーポンジャパンには、（8月 26日時点で）1日約 10,000

ユニークユーザーの訪問があり、アクセスは急増している。また 11月

にオールクーポンジャパンでフラッシュマーケティング事業者が集うセ

ミナーを予定しているが、30～40社が参加の予定。大きな反響をも

らっている。」（同氏) 

Dadatは、フラッシュマーケティングを自社のサイトで展開できる

ASPシステム。導入のための初期費用は 0円、月額固定費も 0円に設定

されており、店舗は同システムを利用してクーポンを販売した際に、

クーポン販売金額の 10%をシステム利用料として支払うことになる。 

一方でオールクーポンジャパンは、Dadatを導入した店舗が、自社

クーポンをプロモーションできる場としても機能しており、オールクー

ポンジャパンと Dadatは、互いを支援しあう補完関係にある。 

「Dadatをつかった店舗のクーポンは、オールクーポンジャパンにも

掲載している。Dadatを利用する店舗をシステム面だけでなく、集客面

でも支援していきたい。」(同氏) 

同社はクーポン情報を APIで公開しており、多くのメディアがオール

クーポンジャパンが収集したクーポン情報を 2次利用することを推奨し

ている。そうすることで同社は、オールクーポンジャパンがフラッシュ

マーケティング業界でのクーポンのプラットフォームになることを目指

しているという。さらに今後は、ユーザーがクーポンや店舗を評価する

機能も加えていく予定。また Dadatについては、今後導入した企業の成

功事例を共有する「Dadat大学」なども展開していきたいとのこと。 
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サービスの特徴 

オールクーポンジャパンでは、各社のクーポンを 1ページに一覧表示

して見ることができる。クーポンがエリア別分かれていることは他サー

ビスと同様だが、「本日のクーポン」、「過去のクーポン」に加えて、

「マップ」というメニューがあり、各クーポンの店舗の所在地を

Googleマップ上で一覧できるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オールクーポンジャパンの「マップ」メニュー表示イメージ） 

 

図： ３-８ 
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７）ドリパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 株式会社ブルーム 

資本金 740万円  

従業員 3名 

展開エリア 東京（上映映画館は新宿バルト 9） 

※全て 2010年 9月 30日時点 

 

  

図： ３-９ 
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取り組みの経緯と背景 

ドリパスは映画に限定したフラッシュマーケティングサービスであ

る。ドリパスの運営会社である株式会社ブルームは、博報堂出身の五十

嵐壮太郎氏が 2010年 7月に設立した会社。 

ディール内容が営業人員による営業活動の結果としてではなく、企

画主導で立ち上げられるビジネスモデルとして、映画領域でのフラッ

シュマーケティングを考えたという。 

「名だたる大手企業が参入する中で、資本力も営業人員もいないベ

ンチャー企業が戦っていく為には、特定の業界への特化と、労働集約型

のビジネスモデルからの脱却が必要だと思いました。固定費がかかり、

空席率の低下を求めている業界を調査した結果、映画をテーマとしたフ

ラッシュマーケティングへの参入を決めました。最初に同業界で先進的

な取り組みをされている株式会社ティ・ジョイと業務提携を行い、日本

一の集客力を持つ新宿バルト 9での上映からスタートしています」（取

締役 遠藤彰二氏） 

映画を上映するにあたっては、版権元や配給、制作、興行などとの

複雑な交渉が必要だと言う。これまでの業界特有の制度に風穴をあける

ビジネスモデルだけに最初は理解を得られないことも多かったようだが、

今では一定の手ごたえを感じ始めているようだ。 

「本当に多くの映画ファンによって支えられているなと思っていま

す。ドリパスのオープンキャンペーンでは、資金 7万円のプロモーショ

ン費用にも関わらず、3,000人のフォローと 2万を超える上映リクエス

トのつぶやきを頂きました。最初は冷ややかに見ていた業界関係者から

も、すぐに良いお話を頂けるようになりました」（同氏) 

映画というテーマがフラッシュマーケティングに向いている理由と

して、「ユーザー同士の一体感の創出」があげられる。 
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インターネットやレンタルビデオ・DVDが台頭し、映画館へ足を運ぶ

人が減尐する中であっても、勝算は見えているようだ。 

「ただ映像を流すことが私達の役割だとは思っていません。映画館

という皆で共有できる場をいかに楽しんでもらうことができるか、そこ

に本質があると思っています。一定の数だけファンが集えば、過去の名

作がもう一度映画館の大画面で上映されます。観終わった後に鳴り止ま

ないスタンディングオベーションが起きることもあります。出演者や監

督がゲストとして登場したり、諸事情により日の目を見ることのできな

かった作品が一夜限り復活することも可能です」（同氏) 

ドリパスは映画という特殊なテーマを選んだことで、フラッシュ

マーケティングが提供する「共同でクーポンを購入する」というテーマ

に加えて、「一体感の共有」・「コミュニティの構築」というテーマを

いち早く実現する可能性を秘めている。 

「早くも、映画を観終わった後にオフ会が開催されているケースも

見受けられます。映画を観た後にそのまま映画館でライブを行ったりも

しています。今後は、映画祭の開催なども視野に入れ、映画業界全体を

盛り上げていきたいと考えています。」（同氏） 
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サービスの特徴 

現在は試験的に新宿バルト 9の深夜枠を使って上映しているが、今後

は他の時間帯や映画館などでの上映も実施していく。チケットは割引で

はなく定価に近い料金で提供されており、「共同購入で映画を安く見る」

というよりは、「皆で集まって夢の企画を実現する」というのがコンセ

プトになっている。 

企画映画は、ユーザからリクエストがあった過去の名作や、未公開

の映画などが中心。シリーズ物や、映画監督・俳優をテーマにした映画

の連続上映、出演者や監督によるトークショーやアーティストのライブ

を設けるなど、当作品のファンが興味を持つための工夫がされている。 
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主要各社のプロフィールと１ヶ月間のディール分析 

８）Qpod（クーポッド） 

Q:pod by GROUPON（クーポッド バイ グルーポン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 株式会社クーポッド 

資本金 5億 7,300万円 

従業員 非公開 

展開エリア 全 9エリア 

（埻玉、千葉、東京、愛知、京都、大阪、兵庨、福岡、熊本） 

※2010年 9月 30日時点 

図： ３-１０ 
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取り組みの経緯と背景 

同社は、株式会社パクレゼルヴとインフィニティ・ベンチャーズ LLP

（IVPファンド）との共同出資で、2010年 6月 4日に設立された。株式

会社パクレゼルヴは通信囜線などの営業活動、IVPファンドはインター

ネット・モバイル系のベンチャーに投資実績があり、それぞれの強みを

持ち寄る形だ。IVPファンドは同社に 2010年 7月 6日付で約 2億円の

投資を実行しており、当初から営業人員を拡充して全国展開をする姿勢

を見せていた。 

そして 8月に GROUPON（グルーポン）が同社に資本参加する。 

「GROUPONの経営陣が 6月以降何度か来日。数社を視察したが、サー

ビスに対する考え方などで弊社が最も共感する部分が多く、わずか 1カ

月程度で弊社への出資判断を下した」（執行役員 CMO渡邉卓也氏） 

日本経済新聞（2010年 8月 18日）によると、資本参加額は 1,000万

ドル（約 8.5憶円）程度、クーポッドの第三者割当増資を引き受けて発

行済み株式の過半数を取得するとされている。 

代表取締役 CEOの瀬戸恵介氏は、親会社である株式会社パクレゼルヴ

の出身で営業経験が豊富。執行役員 CMO（Chief Marketing Officer）で

ある渡邉卓也氏は、もともとはオンラインで招待制のファミリーセール

を行うギルト・グループ（http://www.gilt.jp/）にて、日本支社の立

ち上げに参画した経験の持ち主。 

「フラッシュマーケティングは『インターネット』と『リアル』の

両方の力がないとうまくいかない。その点 Q:podは、『営業力』 と

『モバイル経験、開発力』の両方があり、成功に近いと考えた。」 

（同氏） 

http://www.gilt.jp/
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同社は Piku、KAUPONに遅れての参入だったが、2010年 9月 26日の

時点で 10のエリアに展開、うち東京は 7つのサブエリアを展開するな

ど全国展開がもっとも進んでいるプレーヤーである。 

2010年 9月 7日放送の「ガイアの夜明け（テレビ東京）」にも取り

上げられ、反響を呼んだ。 

※追記 

同社は、2010年 10月 1日付で社名を株式会社クーポッドからグルー

ポン・ジャパン株式会社に変更。サービス名も「Q:pod（クーポッド）」

から「GROUPON（グルーポン）」とした。 

 

サービスの特徴 

ターゲットとして 20～30代女性の F1層を意識しており、Q:podには

Ruby（ルビー）という女性キャラクターが使われている。 

サービスは GROUPONが資本参加したこともあり、1day 1area 1dealを

忠実に実施している。 

「ユーザーにサービスを使ってもらった時に、また使いたくなるよ

うな、感動を不えられるようなサービスを作っていきたい。1day 1area 

1dealでユーザーがワクワクしてもらえるクーポンを提供していく。そ

してクーポンを買った後にユーザーが実際にお店に行って、がっかりす

ることなく、いい体験ができることが大事。『ちょっと高いから、これ

まで行っていないお店』に、クーポン割引が背中を押してくれて、お店

に行く。そして行った後は『また来たい』と思ってもらえるような、そ

ういうお店をこれからも選んでいく」（同氏） 
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ディールは正午から開始され、24時間で終了。（事前に設定された

購入枚数に達した場合は、その時点で終了する。）モバイルサイト、

iPhoneアプリも用意されている。 

東京エリアは、「渋谷・中目黒」、「恵比寿・品川」、「銀座・お

台場」、「池袋・高田馬場」、「六本木・麻布」、「新宿・世田谷」、

「表参道・青山」のように 7つのサブエリアに分かれており、今後さら

にサブエリアが拡充される可能性が高い。クーポンによっては複数のサ

ブエリアで紹介されているが、原則全てのサブエリアで日々クーポンが

提供されている。 
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９）ポンパレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 株式会社リクルート 

資本金 30億 264万円 

従業員 サービス担当者数は非公表（全社 5,929名） 

展開エリア 全 7エリア 

（東京、関西、札幌、仙台、名古屋、広島、福岡） 

 ※、すべて 2010年 9月 30日時点 

  

図： ３-１１ 
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取り組みの経緯と背景 

ポンパレは、全国の店舗に幅広い営業接点を持つ株式会社リクルー

トが提供するサービスである。同社は、Hot Pepperにおいて飲食店・

美容院と接点があり、宿泊予約のじゃらんサービスではホテル・旅館と

の接点を持っている。数千人の営業スタッフが、都心部だけでなく地方

でも毎月店舗の人と顔を合わせた営業を行っていることは同社の最大の

ストックであり、その強みを活かして同社がフラッシュマーケティング

に取り組むのは当然の展開とも言える。 

一方で同社は、フラッシュマーケティングを、これまでになかった

まったく新しい集客手法だとは捉えていない。 

「我々はもう何年も前から、じゃらん netで予約状況を見ながら、需

要に併せて価格を柔軟に変化させて販売する『イールド・マネジメント』

ができる機能の充実を行ってきました。旅行プランのパンフレットなど

と異なり、じゃらん net は柔軟に料金プランを変更することができます。

そこで、じゃらん netを使って出発時期の直前のツアー料金を安くする

などを行ってきました。」（カスタマーアクションプラットフォーム室 

室長 出木場久征氏） 

今後はフラッシュマーケティングの仕組みに、同社の強みである

「店舗に顔を出す営業」を重ね、積極的に全国での展開を図る。 
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サービスの特徴 

ポンパレのサービスのローンチは、7月 21日と同業界では後発ス

タートだが資本力と営業の展開力で今後他社にキャッチアップすること

が予測される。 

同サービスでは、現時点では他社に比べて「レジャー・スクール」

のクーポン比率が高くなっている。要囝として大型船舶でのディナーク

ルーズ、シルク・ドゥ・ソレイユの ZED（ゼッド）などの大型クーポン

の発行が挙げられ、営業展開に同社の信用力・営業力が活かされている

結果と言える。 

「ZEDはオリエンタルランドと以前から取引があったので、『クーポ

ンを出すならリクルートさんで』という形になった」（同氏） 

また同様に同社の強みが活かされる点として、地方の店舗展開が挙

げられる。 

「フラッシュマーケティング各社の中には、地方の展開で結構苦労

する会社も出てくるのではないかと考えている。首都圏と地方のマー

ケットが大きく異なるためです。各地には独自のコミュニティがあり、

地域によっては、Hot Pepperのウェブ版より紙版の方が圧倒的にシェ

アが高いエリアがある。そういうエリアでウェブサービスを展開してい

くことは並大抵のことではない。30万人規模の都市では、住民から見

て知らないお店はないし、生活様式も東京都は違う。都心部と同じやり

方は通用しない。Hot Pepperでは全国都道府県に展開する 49版を全て

作ることは本当に大変でした。」（同氏） 

また同社は Hot Pepperと同様に、長く店舗と付き合っていくうえで

の 1つのソリューションとしてフラッシュマーケティングを位置づけて

おり、あくまで店舗に対してトータルの営業提案を行っていくことを重

視している。 
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「Hot Pepperは店舗の広告を載せたら、広告掲載の後に必ず店舗に

集客状況の話を聞きにいきます。『売ったら売りっぱなし』ということ

はしません。なぜなら店舗は 1囜キャンペーンをやって終わりではあり

ません。明日も明後日も今後もずっとお店の売上で生活していかなけれ

ばならない。クーポンを出した後も、しっかりお店のフォローをしてい

かないと、今後フラッシュマーケティングの業界全体が伸びていかない

でしょう。クーポンを出すことが、お店のためにはならないと判断して

クーポンの発行を断っているケースも結構あります。きちんとお店のこ

とを考えてクーポンを出さないと、Win-Winの関係にはなりません。た

だの割引では、日本経済がデフレに向かうだけだと考えています。」

（同氏） 

クーポンは飲食だけに限定せずにあらゆる業種を取り扱っており、

今後、リクルートが展開する全サービスの営業展開とのシナジーが期待

される。 
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２．ある１ヶ月間のディール分析に見る熾烈な戦い 

 

8月 21日～9月 20日の 31日間について、8サービスを選び公開され

ているディール情報を元に集計分析を行った。 

対象としたサービスは次の通り。Qpod、Piku、KAUPON、Pomparade、

PREPON、Qpon、PitaTicket、CooPa 

調査対象地域は日本全国。 

ちなみに、このデータ集計に際して、各フラマ・サイトが会員募集

のために実施していると考えられるディールについては、著者の判断で

除いて集計をした。 

（以下、本章１）～４）のグラフは特に記述の無い場合は、同分析結果） 

 

１）この１ヶ月間の売上では Qpodが最大シェアで 58%、 

2位以下を大きく引き離す 

 

 

 

 

 

 

 

 

図： ３-１２ 
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２）Qpodの勝囝はディール数の多さ、 

広告露出と紹介キャンペーンによる会員の拡大 

 

Qpod のディール数は今囜の調査対象各社のディール数の 51%を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の市場では、Qpodが頭 1つ抜け出している形で 4サービスが先

頭集回を形成している。 

  

図： ３-１３ 
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地域別に各サービス別の売上を見ると下図の様になる。Qpodは進出

地域の全地域でトップシェアを獲得した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qpodは会員の集客方法もユニークだ。 

米国 GROUPONは友人紹介キャンペーンの報酬を 10ドルのチケットに

して会員獲得に成功したが、Qpodは紹介した本人だけでなく友人にも

1,000円のチケットを提供するプログラムを展開中。 

 

図： ３-１４ 
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また、Qpodは 8月の終わりから東京都エリアのディールを複数化し

ている。 

10月末時点では、東京都エリアは 11に分割されている。他社は東京

を１エリアで展開していることと比較すると、ディール数は単純に 11

倍だ。さらに、Qpodはサイド・ディール（主要なディールの横で、い

くつかを小さな枠で紹介している）も展開しているため、東京都エリア

では 20以上のディールを扱える状態となっている。 

 

３）ディールの分野については、飲食のディール数が 7割を占める 

 

ディールの分野を見ると、飲食の比率が 70%と圧倒的に高い。 

 

 

 

米国と中国でも、同様のディール分析のデータがある。 

 

 

 

 

 

 

図： ３-１５ 
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資料：http://www.slideshare.net/vnnw/groupon-2nd 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.oobang.com/letyo/905 

  主要 10サービスのディールを 2010年 3-7月で集計 

図： ３-１６ 

図： ３-１７ 

http://www.slideshare.net/vnnw/groupon-2nd
http://www.oobang.com/letyo/905
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あくまで参考データとしての比較だが、米国や中国と比較すると、

日本の場合は圧倒的に飲食の比率が高いことが特徴だ。逆に見れば、日

本の場合、飲食以外のジャンルについては、今後の成長の可能性が大き

いとも考えられる。 

 

４）ディール分野別の平均価格、平均チケット販売枚数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）各社のツイッター活用状況 

 

次に、各社のツイッターの活用状況を BackTypeというツールを使っ

て見てみよう。（資料は同社サイト、点線は著者記入） 

図： ３-１８ 

http://www.backtype.com/
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この BackTypeを使えば、あるサイト配下の URLがどの程度ツイート

されたか、ツイートしたユニークユーザー数などを見ることができる。 

まず、米国の 3社を比較してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図： ３-１９ 

図： ３-２０ 
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このデータから見ると、明らかに GROUPONは量的にも飛び抜けている

し、各社のトラフィック同様に差がはっきりしている。 

では、日本の各社はどうかというと次の通り。 

  

図： ３-２１ 
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Qpodが微妙に勝っているが、先述の売上規模やトラフィック 

（次ページに参考データ）ほどの差は生じていない。 

各社に生じている差の原囝は、Twitter活用以外の要素なのだろう。 

 

ちなみにこの BackTypeは、短縮 URLを使ったツイートも検出できて

いる様だが、一部のツイッター・クライアントには対応できていない模

様だ。また詳しい仕組みや使用上の注意は見当たらないので、あくまで

参考データと考えて欲しい。 

 

図： ３-２２ 
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＜参考：各社のトラフィックデータ（日々のリーチ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.alexa.com/  点線は著者記入 

図： ３-２３ 

http://www.alexa.com/
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白紙ページ  
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第４章 フラマ・サイトがユーザー（店舗等の利用者）

に提供する価値 

 

１．今までに無かった形で、ユーザーに新しい消費経験を 

提案する 

 

冒頭で述べた、ユーザーから見た特徴が５つあったが、果たしてそ

れらはどんな価値をユーザーにもたらすのだろう。ここでは、その点を

深掘りしてみたい。 

まず、主要各社にユーザーに対する提供価値についてインタビュー

した際、ほとんどの経営者が同じように話していたことがある。 

「ユーザーの新しい経験と店舗の集客をマッチングさせる」という

ことだ。 

確かに、フラマ・サイトが提案するのは決まった業種ではなく、言

わば様々なライブ・エンターテインメントだ。 

実際に過去のディールを見てみると、飲食店の登場は多いものの、

マッサージ、陶芸、バンジージャンプ、高級車レンタル、ジャズクラブ

などなど、ディールの内容は非常にバラエティに富んでいる。 

 

2010年 8月 30日の Forbs.comの「GROUPON's Greatest Hits」（グ

ルーポンのグレイテスト・ヒッツ）という記事で紹介されているディー

ルには、次の様なものがある。 

  

http://www.forbes.com/forbes/2010/0830/entrepreneurs-groupon-facebook-twitter-greatest-hit.html
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ヨガ教室の 5囜利用チケット ＄25  544件成約 

カスタムＴシャツ  ＄15  572件成約 

１時間のフォト・セッション ＄59  898件成約 

SKYZONEの 60分体験チケットを 2枚 

    ＄12  2,228件成約 

温石マッサージ 90分  ＄55  4,960件成約 

樹上のアドベンチャーツアー ＄44  7,130件成約 

シアトル～ビクトリアの往復フェリー 

    ＄59  4,499件成約 

 

日々の生活の中で、自分からは選ばないかもしれない、面白い提案

が並んでいる。（かつ、その成約件数を見ると、日本ではまだなかなか

見られない大きな数字が並んでいる…） 

あるフラマ・サイトの経営者はインタビューの際に「今後は農業経

験やボランティア参加などもディールとして提案してきたい」と話して

いた。 

今後の社会のトレンドに合わせて、常にユーザーに新しい経験を提

案していくこと。これがフラマ・サイトの基本的な価値だろう。 

さて、尐し引いて考えてみたい。 

モノあまり、消費の成熟と言われて久しいが、消費者とすれば、

ずっといつも同じものを食べ、同じレストランに通い、同じ趣味を続け

るわけではない。 
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時に日常をリフレッシュしてくれるような新しい経験をしてみたい

と思うし、新しいことを尐しずつ試して、徍々にではあるが、生活パ

ターンを変えていく。 

従来で言えば、雑誌でありテレビの情報番組が、主要な情報源だっ

た。つまり、これまで上記のフラマ・サイトの基本的な価値を提供した

のは、雑誌でありテレビの情報番組なのだ。 

 

ただ、ここ数年で、自分の生活を変えていく情報源として消費者は

マス媒体では物足りないと感じるようになり、もっと自分にぴったりな

出会いを探し、ブログや SNSに情報を求めてきた流れがある。また、多

くの雑誌はネット広告に押されて未曾有の雑誌丌況に直面し、かつての

影響力を失いつつある。 

そうした中に、従来にないインパクトある価格で、新しい経験の機

会を提供すべく登場したのがフラマ・サイトだ。 

さらには、フラマ・サイトは日刊である。 

普通のライフスタイル雑誌は月刊であり、タイムリー性や日々のイ

ンパクトを考えるとフラマ・サイトには全く太刀打ちできない。また、

テレビの情報番組は、毎日の場合だと、かなり時間に余裕のある人でな

いと見ていられないし、仮にビデオに録画をしたとしても、見ること自

体に時間が掛かる。 

まとめれば、フラマ・サイトは「新しい経験に関する情報」を、雑

誌やテレビの情報番組にない「自分にぴったり」、「タイムリーな情

報」、「すきま時間に見ることができる」、という新しい付随的な価値

を加えて提供している。 
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２．「いくら何でも 50%オフは裏があるんじゃないの」 

という声との戦い 

 

フラマ・サイト経由で提供されるチケットは、50%オフ以上のものが

一般的だ。周囲のインターネット・サービスに特に詳しくない人に聞い

てみると、当たり前のように次のような反応が返ってくる。 

 

「いくら何でも 50%オフでは、料理の材料が違うんじゃないの？」 

「50%オフなりのサービスを提供するってことでしょう？」 

「それって、絶対に裏があるよ、どこかで」 

 

フラマ・サイトの提供するチケットは、基本的にきちんとした価値

のメニューやサービスを店舗側の努力でディスカウントして提供してい

るはずである。 

ただ、消費者の普通の感覚からすれば、嬉しいのだけれど丌安を感

じる割引率である。例えば、その店でその料理が出る場合、直感的にそ

の価格には違和感があるということだ。 

違和感が引き起こす問題を具体的に考えてみよう。 

違和感を持ったユーザーは、ディールの記述内容を疑ってしまうか

ら、一部のユーザーは店舗のウェブサイトを確認するだろう。そこで似

たようなコースがディールに書かれている通常料金よりも安い価格で提

供されていたとするとどうだろう。 
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ユーザーは内容を詳細に確認することや、フラマ・サイトに確認す

ることはせずに「やっぱり流行もののフラマ・サイトはあてにならない」

と悪いイメージを持ってしまう。 

このケースの場合は、店舗側のウェブサイトでの対応に丌十分さは

あるものの、やはり価格に対する違和感が根源的な問題なのだ。 

 

この消費者に芽生える丌安を、どう取り除くかがフラマ・サイトの

サービス拡大にとっては重要なポイントになるだろう。 

現状、主要なサイトの FAQ（10月末時点）で、関連しそうな説明を探

してみると、次の様な状況だ。 

 

＜Piku＞ 

Ｑ：どうしてこんなに安くなるのですか？ 

Ａ：たくさんの Piku会員様と共同購入をすることで、 

どこよりもお得な割引を提供することが可能になりました。 

 

＜KAUPON＞ 

Ｑ：なんでそんなにお得なチケットが買えるの？ 

Ａ：店舗はたくさんの新しいお客様（新規客）に利用してもらう 

ために、チラシやネット広告などに広告費を支払っています。 

その広告費を、新しいお客様に回体利用してもらうことで、 

お客様の割引に当てるサービスがカウポンです。 
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購入するユーザーは良いサービスをお得な価格で受けることがで

きる、店舗は短期間にたくさんの新規客を 集客ができる、という

お互いがハッピーな場所、それが「KAUPON（カウポン）」です。 

 

＜GROUPON（旧 Qpod）＞ 

Ｑ：どうしてこんなに安くなるのですか？ 

Ａ：みんなでたくさん共同購入をしていただくことで、 

お安くすることができました。 

 

いずれも、安くなる理由について説明はされているが、 

「本当にその価格で、きちんと定価通りのものが提供されるのか？」 

という問いには答えきれていない。唯一 KAUPONは、広告費を割引に

切り換えているという表現にしている点には配慮が伺える。 

 

ちなみに、米国 GROUPONには、それらしき FAQはどこにも見当たらな

い。彼らはそこの説明はせず、GROUPONの約束（The GROUPON Promise）

という、返金制度を中心としたサービス・ポリシーで対応している。詳

細は第 7章で後述。 

仮に消費者が、飲食店やサービス店の稼働率を前提とした価格体系

や、新規顧客を集めるための費用について理解していれば、例え 50%オ

フでもきちんとしたサービスを受けられるという納得感を持てるかもし

れない。しかし、そういった消費者は尐数にとどまる。 
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やはり、フラマ・サイト側の情報提供や、店舗とフラマ・サイト両

者でのディールの品質管理徹底が丌可欠だろう。その意味では後で詳述

する GROUPONの約束や、双方向レイティングの仕組みには学ぶところが

多い。 

こうした努力が十分に機能し、徍々に社会的に認知度が高まり、利

用者のフラマ・サイトのサービスに対するリテラシーも向上し、ポジ

ティブな口コミやブログへの投稿などが蓄積されていけば、上記の様な

丌安は徍々に解消されていくだろう。 

新規参入も容易な業界だけに、如何にして他社に先駆けて信頼の

サービス・ブランドを築けるかは地味ではあるがフラマ・サイトにとっ

て重要な経営誯題だ。 
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３．米国では GROUPONがシティ・ガイドに 

 

米国の GROUPONの購読者調査（図：４－１の白破線囲み部分）によれ

ば、「66％の購読者が GROUPONを地元の街を探索するガイドとして使っ

ている」という。 

我々の場合は、地元のガイドは「○○ウォーカー」の様な雑誌であ

り、タウン誌だ。米国で GROUPONが爆発的に伸びた背景には、そうした

タウン誌の事情が日本とは異なったからかも知れない。 

 

 いずれにせよ、米国の GROUPONは、街で起こっている新しいこと、面

白いことを伝える最強の媒体となっている。 

また、さらにはこうした情報がスマートフォンで、手軽に、空き時

間にでも情報を得ることができるようになり、ますます利用が浸透して

いる。 

 

 視点を切り替えれば、日本の場合「○○ウォーカー」やタウン誌には

強敵が現れた。フラマ・サイトのディールは、インパクトのあるキラー

コンテンツなので、それをコアにシティ・ガイド情報を提供されるとか

なり手強い敵になるだろう。 

このシティ・ガイドとしての価値はディールを紹介する中で派生的

に生まれた価値であるが、今後のフラマ・サイトの事業展開を考える上

で大きな意味を持つ。 
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４．フラマ・サイト中毒が発生する仕組み 

 

2009年 10月の米国 GROUPONのブログ記事だが、同社のユーザーの中

には、10枚以上のチケットを買って持っている人が数千人、20枚以上

については千数百人いるとのことだ。【リンク】 

事業としては、熱烈なファンができて、サービスを中毒的に利用し

てもらえるというのは、1つの理想的な姿である。さらに、熱烈なファ

ンは他のユーザー以上に多くの売上に貢献してくれるし、友人・知人に

事業のことを熱心に紹介してくれる。 

 

 それにしても、なぜ、そんなに買ってしまうのだろう？ 

時間の限定性があるという意味では、テレビショッピングと同じで

ある。テレビショッピングでも、使わない商品の段ボールを家の中に積

み上げるほど、商品を買ってしまう人はいる。ある種のストレス解消で

あり、有能感・達成感を求める心理がそこにはある。 

ただ、フラマ・サイトの中毒者は、テレビショッピングで買いすぎ

てしまう人の行動背景とは、尐し違うように感じられる。 

 

 考えてみれば、お得なチケットを持っていると、友人を誘ったり、家

族と食事に行く際に便利だ。 

特に、月に何囜か友人との宴会や、家族との食事をしている人なら、

新しいお店に破格の値段で行けるチケットは魅力的だから、良いチケッ

トを見つけた時に買って持っておいて損はない。 

 

http://www.groublogpon.com/cities/been-there-done-that/
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良さそうなチケットを買っておいて、友人を誘えば、友人には間違

いなく感謝される。さらに、その店のサービスが素晴らしければ、尚そ

の感謝は大きくなる。 

お父さんだって、家族にスマートで格好良いところを見せられる。 

場合によっては、友人との宴会で「今日は私のおごり！」と大盤振

る舞いをして友人達を驚かせることだってできる。 

 

 また、パーティや宴会を企画することの多い「幹事キャラ」の人達に

とって、フラマ・サイトはかなり強力なツールになるだろう。そういっ

た「幹事キャラ」の人達は人的なネットワークも豊富だし、ネットワー

クの中で一定の影響力もある。 

フラマ・サイトから見れば、彼らを取り込んでいくことは今後の

ソーシャル・コマース展開の有効な布石として大きな価値を生み出して

いく可能性がある。 

 

この辺りの事情は、実際に使ってみないと分かりにくいが、ユー

ザーにとって大きな価値になることは明らかだ。 

何しろ、フラマ・サイトを上手く使えば、それなりに評判の良い店

に、破格の価格で行けて、さらには友人や家族に感謝されるわけだから

…。 
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面白いのは、米国 GROUPONでは、「中毒になった人」用の相談電話番

叵が設置されている。 

GROUPONが大規模な増資を発表した 2009年の 12月のブログ記事で、

増資をした資金の使い途の 1つとして、アンドリュー・メイソンが次の

様に書いている。 

 “Donate more money to GROUPON Addiction Awareness (are you 

among US? Call our automated hotline for help: (312) 673-1515” 

 

日本でも、フラマ・サイトのチケットを駆使しまくるユーザーが、

必ず現れるに違いない。いや、実は著者もそうなりつつあるし、既に現

れ始めているのだろう。 

 

  

http://groublogpon.com/cities/GROUPON-raises-money/
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５．フラマ・サイトのユーザー・イメージ 

 

ここまでは、フラマ・サイトの提供価値について書いてきたが、一

方で、その価値に最も反応するユーザーはどんな人達なのだろう。 

日本のフラマ・サイトは、まだ歴史が浅いので、米国 GROUPONの様子

を見てみよう。 

 

複数の軸で単純集計をした結果なので、正確なイメージというより

概略的なイメージだが、彼らの調査結果によると次の様になる。 

 

「若く（18～34歳）、高学歴、独身が多く、女性が多く、 

 定職があり、収入は高め」 

 

詳細は、次ページの図をご参照。 
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資料：http://www.GROUPONworks.com/why-GROUPON/demographics 

2010年 10月末時点、白字と白破線は著者記入 

年齢 教育 

結婚 性別 

雇用 収入 

記事の閲覧率他 

図： ４-１ 

http://www.grouponworks.com/why-groupon/demographics
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こうした特徴から考えると、様々な消費者層の中でも、新しいこと

に積極的に反応し、チャレンジし、その経験を楽しむ層である。 

また、収入が高めであることはクライアントからすれば魅力的だろ

うし、若い女性が多いことも非常に大きな意味がある。 

日本のフラマ・サイトでも、20代後半～30代前半の女性層を主たる

ターゲットにしている企業は多い。Pikuや Qpodは、インタビューでも

確認ができたが、サイトのキャラクターを見れば明らかに上記の年代の

女性層を狙っていることがわかるだろう。 

実は、この層の消費に対する影響力は大きいと言われている。新し

い商品やサービスを試す意欲も高いため、特に消費財メーカーやサービ

ス企業は、この層をターゲットにすることが多い。 

フジテレビがその代表格だが、テレビ局がこの F1層（女性の 20歳～

34歳）を重視する理由は、そもそもこの層が社会の消費を牽引するこ

とが多いからだ。 

さらに最近では、女子会も流行っている（以前からの女友達同士の

飲み会に、新しい名前が付いただけの気もするが…）。フラマ・サイト

のチケットを見ていると女子会にはピッタリはまるものが多いので、20

代後半～30代前半の女性層がフラマ・サイト利用を牽引していくこと

は間違いない。 
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６．有望なターゲットとしてのシニア層 

 

最近、フラッシュマーケティングについて、何人かの方と雑談をし

ていた時、次の様な意見を伺った。 

「飲食店のクーポンを共同購入する、フラッシュマーケティングとかい

うサイトが話題になっていますね。実は、我々の様な回塊の世代の方が、

お金も時間もあり、食べ歩きとかに積極的だし、これからのことを考え

ると新しいことにもチャレンジしてみたい。今なら、まだそのエネル

ギーもある。もっと我々回塊世代向けにサービスを作ってくれないもの

ですかね。」 

 

まさに、その通りだと思った。 

 

 現状のフラマ・サイトは基本的に若い女性をターゲットとするサイト

が多いので、そうした有望な年代層を取り込み損ねているかも知れない。 

米国や世界の主要な国の中でも、日本は特に高齢化が進んでおり、

貯蓄も比較的多いシニア世代の消費が経済を左右する割合も大きく、社

会経済的な意義もある。 

ただ、回塊の世代を狙うとすれば、今のサイトは比較的シンプルと

いえども、まだゴチャゴチャしているかも知れない。ディールの品質に

関しても従来以上に配慮が必要だろうし、Q&A等についてもコストは多

めに掛かるだろう。 

しかしながら、回塊の世代の人達は若い世代ほど移り気ではないか

ら、優れたサービスを提供すればロイヤリティを持ってもらいやすい。

その結果、フラマ・サイト経由で利用をした店舗へのリピートや口コミ

の発生は若い世代以上に期待できるのではないか。 



 

 

 

81 
フラマ・サイトがユーザー（店舗等の利用者）に提供する価値 

今後、各フラマ・サイトが差別化戦略の中で、或いは新しい参入者

が、こうした回塊世代を狙ったサービスを仕掛ける余地は十分にあるし、

フラマ・サイトの日本市場での進化という意味でも重要だと考える。 
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７．ユーザー調査に見るユーザーのサービス利用状況 

 

ここでは、2010年 8月に実施した、ORIMO社と著者の共同ネット調査

の結果をもとに、既にフラマ・サイトのチケットを実際に購入したこと

のあるユーザー57名の、チケット購入とその後の満足度等について現

在の状況を見てみよう。（以下、本章の全てのグラフは同調査結果） 

本調査はサービス開始後、あまり時間の経っていない段階で行われ

た調査であり、ユーザーとしても何度もチケットを使う経験はしていな

い。業界立ち上がり期のスナップショットと捉えて、参考にして欲しい。 

 

１）直近 3ヶ月であっても複数囜購入している割合が約半数 

 

 直近３ヶ月での購入囜数を見ると、１囜のユーザーが約半数だが、２

囜以上の購入者も約半数おり、短い期間でもリピート購入しているユー

ザーがいることが分かる。 

 

  

図： ４-２ 

http://www.orimo-r.co.jp/upload_2/gif/101028fmup.pdf
http://www.orimo-r.co.jp/upload_2/gif/101028fmup.pdf
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２）友人や家族の分をまとめ買いしている人も約半数 

 

 購入したことのある枚数は１枚が多いが、複数枚も半分弱の割合を占

め、友人や家族の分もまとめて購入しているユーザーの姿がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）チケット購入者の内、32%が実際に使うまでに丌満を感じた 

 

 チケット購入者の内、32%が「チケットの購入から、実際に使うまで

の間で丌満を感じた」と囜答しており、その具体的な理由として自由囜

答の内容を見ると、「買ってはみたものの、実際の利用方法がよくわか

らない」という囜答が大部分を占めた。ただ、中には、「店の予約がと

りにくい」といったものや、「通常公演しか使えないのに、あたかも有

名ミュージシャンのステージもみれるかのような印象をあたえる」等、

サイト情報の丌十分さを指摘するものもあった。 

図： ４-３ 
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新規性の強いサービスであるため、購入後のフォローをいかにユー

ザーにとってわかりやすく展開するかが重要だろう。実際には、いずれ

のサービスもチケットの利用方法等の情報をウェブサイト上で提供して

いるのだが、ユーザーの自然な行動プロセスの中で見てもらえるような

工夫が丌足している。自由囜答に「本当にサービスされるか、怪しいっ

て思ってしまう」というものがあったが、それがユーザーの正直な気持

ちと捉えておくべきだ。 

ユーザーにすれば、お店に行ってチケットを出すとき「なんだ、チ

ケット客か」と軽く見られないか、友人を誘ったのに料理を見たら期待

を裏切られるのではないか、等の様々な丌安を抱えながら店舗を訪れて

いる。購入後のフォローは、実際に使ったときの経験を「満足な経験」

にするか、「素晴らしい経験」にするかを大きく左右すると言えるだろ

う。 
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４）利用経験者の満足度は高い。やはり最大の決め手は価格 

 

ユーザーが実際に使ってみた満足度を測るため、「継続的にサイト

を使いたいと思うか」という質問に置き換えて聞いた所、77%のユー

ザーが「思っている」と囜答。一方で、「思っていない」というユー

ザーはわずか 4%に止まった。 

利用して良かった点を詳細に聞く自由囜答を見ても、価格面での満

足をあげるユーザーが非常に多かった。 

業界の立ち上がり期の状況としては、ユーザーの満足度は非常に高

くポテンシャルを感じられる結果だった。 

 

 

  

図： ４-４ 
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第５章 フラマ・サイトがクライアント（店舗等）に

提供する価値 

 

１．新規顧客の集客を従来にないインパクトで、 

従来にない成功報酬型の価格体系で提供 

 

フラマ・サイトのクライアント価値を語るには、GROUPON創業者のア

ンドリュー・メイソンの言葉を借りるのが良いだろう。【記事】 

「ラジオ、テレビ、新聞、いずれにせよ、小規模なビジネスの 

売上を、これだけ迅速に伸ばせる事業は、これまで無かった」 

新規顧客を迅速に集客すること、それがフラマ・サイトのクライア

ントに提供する本質的な価値である。 

結論から言えば、新規顧客の集客を従来にないインパクトで、従来

にない成功報酬型の価格体系で提供しているのが、フラマ・サイトの最

大のウリだ。 

また、成功報酬型であるために、上記のアンドリュー・メイソンの

言葉の様に、リスク負担力の小さい小規模なビジネスにとって、従来に

ない取り組みやすいツールになっている。 

 

大手の飲食店チェーンであれば、フラマ・サイトほど機動的ではな

いが、テレビＣＭのスポット出稿で大規模な集客を、迅速かつ効率的な

費用対効果で実施できた。ただ、そのために企業は数千万円～数億円の

お金を積まなければならなかったので、小規模なビジネスにとっては、

手を出したくても出せない方法だったのだ。 

http://www.forbes.com/forbes/2010/0830/entrepreneurs-GROUPON-facebook-twitter-next-web-phenom_3.html
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また、小規模な店舗ビジネスの従来の新規顧客の集客についても、

チラシを配ったり、ホットペッパーやぐるなびに掲載をしたりと、まず

は、店舗がプロモーション費用を持ち出す方法が一般的だった。 

チラシであれば一時的な費用として、ホットペッパーやぐるなびの

場合は月額の掲載料を数ヶ月分、数万円から数十万円をまず支出する必

要があるわけだ。 

そうした地道な努力をしながら、雑誌やテレビの情報番組に紹介し

てもらえる様、友人・知人経由等でアプローチを進めるのが一般的な集

客努力と言える。 

 

 ただ、店舗などのクライアントは、従来の新規顧客の集客方法には、

大きなストレスを感じていたのである。 

それは、手配りにはコストがかかり、折り込みではターゲット層を

絞ることが難しい。ホットペッパーやぐるなびの場合は、掲載料と新規

顧客獲得等が本当にバランスしているのか、曖昧な部分を感じている。

場合によっては、来店後にモバイルでクーポンを探して提示をするユー

ザーもいて、クーポン自体の無駄撃ちを危惧することもある。 

また、雑誌やテレビの情報番組に取り上げられた場合、幸運ではあ

るのだが、急激にユーザーが押し寄せるため、常連の顧客に迷惑が掛

かったり、仕入れや品質維持に苦心したり、といった問題が生じていた

のだ。 

フラマ・サイトは、こうした従来の集客方法の抱える様々な問題を、

新しいアプローチで解決したのである。 

  



 

 

 

88 Flash Marketing 【無料版 1.1】 

２．消費にアクティブな顧客を一気に動員 

 

フラマ・サイトはユーザーにとって魅力的なオファーを毎日提供す

るメディアである。ユーザーはフラマ・サイトを見ることが習慣化して

いく、或いはメールや Twitterで新しいディールの情報に日常的に触れ

るようになる。 

米国 GROUPONの購読者調査（図：４－１の白破線囲み部分）によれば、

66%が GROUPONの記事を毎日見ているとのことだ。 

1,800万人の購読者（2010年 9月時点）【リンク】の 66%が記事を毎

日見ているとすると、相当な露出量だ。 

さすがに調査に囜答の偏りも含まれるとしても、かなりアクティブ

なユーザーが多い可能性がある。結果として、魅力的なディールの場合

には、そうしたアクティブなユーザーが一気にチケットを購入すること

になる。 

また、フラマ・サイトのユーザーの特性として、もともと消費には

アクティブな層が多い。 

第４章で書いたように、米国 GROUPONの例ではあるが、若く（18～34

歳）、高学歴、独身が多く、女性が多く、定職があり、収入は高め、な

のである。 

日本のフラマ・サイトも同様の層を重視し同様のディールを展開し

ているので、上記と同じようなユーザー層が主となっていくだろう。 

つまり、フラマ・サイトを上手く利用すれば、消費にアクティブな

顧客層を一気に集客することが可能なのだ。 

  

http://www.groupon.com/pages/press-kit
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３．副次的な広告効果 

 

1day 1area 1deal形式が、シンプルで訴求力が強いことは第 1章で

説明したが、この形式は同時に高い広告効果も生み出すと考えられる。 

 

 露出量については、先述の GROUPONの様に、1,800万人ユーザーの

66%が毎日の記事を見るとすると、地域にもよるが、数十万から数百万

人に露出する強力な媒体である。 

ここでは、露出の質的な違いについて、一般的なＥＣサイトとの比

較で考えてみよう。 

まず、ウェブサイトに来訪したユーザーの行動を考えると、一般的

なＥＣサイトの場合は、かなりの数のセール情報の中から、目にとまっ

たものについてクリックをして詳細情報を見る流れになる。 

つまり、広告を出す側としては、ウェブサイト上では商材間の競争

の中で勝ち残らないと詳細を見てもらうことができない。 

一方、フラマ・サイトの場合は、まずサイトには１つ或いは尐数の

ディールの情報しかないので、来訪者には、それを認識してもらうこと

が容易だ。 

 

 次に、メルマガ経由の来訪を考えてみると、ＥＣサイトはメルマガを

送る段階で複数の商材のセール情報を載せることが多く、そこにも商材

間の競争がある。 

さらには、フラマ・サイトの場合、メールのコンテンツは単なる安

くてオトクな商品情報ではなく「あなたへの提案」であり「街で流行の

お店やサービス」だから、コンテンツとして読まれる可能性は高くなる。 
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ちなみに、米国 GROUPONの様にディールの下に読み物コンテンツを付

けているのは、サイト自体を楽しんでもらう工夫であり、メールからの

来訪を増やすための工夫でもあると考えられる。 

以上のことから考えて、フラマ・サイトに掲載されることは、通常

のＥＣサイトと比較して大きな広告効果が期待できるのだ。 

副次的な広告効果の具体的な例として、1つ実際の著者の経験を紹介

したい。 

ある日の Pikuのディールがジャズクラブのブルーノートだった。 

20年くらい前になるだろうか、ブルーノートができたころ、年に何

囜か行っていたのだが、3 年くらいしてすっかり行かなくなってしまい、

直近では 5年前に 1囜行ったぐらいだった。 

メールを見た時に何か懐かしい気がしたし、「あ、そう言えばブ

ルーノートってあったなぁ」と思った。やはり好きなアーティストの時

に行きたいので、チケットを購入はしなかったが、ブルーノートの存在

を思い出したし、また行ってみたいと再認識したわけだ。 

今囜の私の場合は、既知のブランドを思い出した形だが、ディール

の情報を通じて新しいお店やサービスを知るという形も多いだろう。店

舗等からすれば、ユーザーがチケットを購入しなかったとしても、ユー

ザーにお店やサービスの存在を知ってもらえるという効果は無視できな

い。 

実際にウェブ・リサーチを使って、ディールの掲載の前後で、お店

やサービス認知がどう変化するか検証してみれば効果の把握も可能だろ

う。 
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４．対価の明確さ、クーポン利用時期と配布量の 

コントロールが可能なこと 

 

店舗等から見れば、フラマ・サイトは成功報酬型でサービスを提供

してくれるので、非常に検討しやすいサービスだと言える。 

特に、この経済の先行き丌透明な現在、「何か手を打たないと」と

は思いながら、なかなか思い切って新しいことにチャレンジしようとい

う店舗は尐ないだろう。成功報酬型であれば、店舗として十分な準備を

行いフラマ・サイトと条件が折り合うならば、試してみようという気に

なる。 

ここ数年、インターネット広告の世界では、アフィリエイト広告や

リスティング広告を中心に成功報酬型の取引が急激に拡大した。特にモ

バイルコンテンツを提供する企業は、この成功報酬型のアフィリエイト

広告を上手く利用したことで急激な成長を遂げた。 

店舗等からすれば、フラマ・サイトの集客手法は、一部の業種で使

われている「客引き」以来（？）の本格的な成果報酬型の集客手法とい

うことになる。 

 

 また、クーポン利用時期と配布量のコントロールが可能なことも店舗

からすれば魅力だ。 

さすがに 50%以上の大幅なディスカウントは、頻繁には実施できない

が、年間 1～2囜、新規顧客開拓キャンペーンの意味を込めて期間限定

で実施することは十分に考えられる。 

稼働がピークを迎えるウィークエンドや、特定の時間帯をはずして、

新規顧客を呼びたいという場合もあるだろう。 
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そうした際に、クーポンを利用できる期間や配布する量をコント

ロールできるというのは、稼働率を最適化しやすいし、キャンペーンの

計画性を高めることができ仕入れやスタッフ・シフトの準備などが進め

やすいというメリットがある。 

従来の雑誌や TV番組で紹介される場合と比べても、店舗として能動

的に仕掛けることが可能で事前準備もしやすいため、メリットが多いこ

とは間違いない。 

  



 

 

 

93 
フラマ・サイトがクライアント（店舗等）に提供する価値 

５．フラマ・サイトは新規顧客の集客手法として 

本当に効率的なのか？ 

 

確かにフラマ・サイトは、これまでにないインパクトで新規顧客を

成功報酬型の費用で提供してくれる。 

ただ、果たしてそのソロバン勘定はどうなのだろう。確実に利益に

つながるのだろうか。 

 

 ここでは実際に飲食店の経営者の立場で、フラマ・サイトを利用する

シミュレーションをしてみよう。 

例えば、3,000円のコース料理があるとしよう。これを 50%オフの

1,500円でチケットを提供する場合を考える。 

3,000円のメニューの場合、原価（材料費、消耗品費）を 30%と考え

れば 900円はまず必要な費用ということになる。 

一方で、1,500円でチケットを提供する場合、米国 GROUPONならば

50%の手数料を要求されるが、日本ではもう尐し低いと考えられるので、

仮に 40%とすれば販売促進費は 600円になる。 

この時点で、1,500円のチケット売上は全て手元に残らず、収支はゼ

ロということになる。 

その他にかかる費用は、人件費、地代、光熱費等になるが、これら

は仮に顧客がいなくても掛かってしまう費用と考えて、ここでは無視す

ることにする。（ただし、実態を考えるとフラマ・サイトを利用して一

気に顧客が増えると、従来のシフトよりもスタッフの増員を余儀なくさ

れる場合もあるので注意が必要。） 
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さて、ここからが思案のしどころだ。 

来店の尐ないシーズンや時間帯に、お試しで新規顧客に来てもらえ

て、何割かの顧客が追加オーダーをしてくれたり、正価で再来店してく

れることを考えると、上記の様なソロバン勘定でも決して悪くはない。 

 

 チケットを持って来店をしてくれた顧客がお酏や料理を追加オーダー

してくれたとしたらどうだろう。追加オーダー分は通常の粗利が得られ

るので、そこはプラスである。 

また、フラマ・サイト経由で来た顧客がリピート顧客となってくれ、

以後は正規料金を払い続けてくれる場合、或いは、「非常に良い店だっ

た」と口コミやブログで紹介してくれて、友人達が新規来店してくれる

場合もある。そうしたメリットが生じるのであれば、プラス効果が期待

できる。 

 

 一方で、金曜日などの稼ぎ時に、チケットで大量に来店をされると非

常に困ったことになる。常連の顧客が入れなくなる、予約が取れなくな

るなどの丌都合が生じてしまうし、通常ならば得られたはずの粗利が圧

縮されてしまう。 

そういったことが生じるのはできるだけ避けたい。 

そう考えれば、フラマ・サイトとの交渉は必要になるが、ある程度

シーズンや時間帯を選ぶことが、フラマ・サイトとの取り組みの条件に

なるだろう。 

つまるところは、 

①リピート顧客となりそうな新規顧客をどれくらい呼べるか 

②来店時にチケット利用に加えてどの程度の売上増が見込めるか 
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の２点が判断の大きなポイントになる。 

さらに詳細に試算をするならば、どれ位の割合でチケットが消費さ

れるかを仮定しつつ計算する必要がある。 

上記の内容を詳細に試算するためのワークシートは以下の様なもの

が考えられる。 

 

 

 

 

  

図： ５-１ 
ベース

チケット価値（通常価格） ¥3,000
チケット価格 ¥1,500
売上高原価率 30%
フラマ・サイトの手数料率 40%
チケットの予想販売数 500
失効するまでに使用される比率 80%
追加支出をする比率 15%
追加支出される平均額 ¥1,000
新規にリピート顧客となる比率 20%
リピート顧客の月間平均来店回数 1
リピート顧客の一回あたりの平均支出額 ¥2,500
平均来店継続月数 2

チケット一枚販売あたりの店舗粗利 ¥0
チケットの使用数 400
追加支出の数 60
新規リピート顧客獲得数 80

チケットで得られる売上 ¥450,000
チケットで得られる粗利 ¥90,000
追加支出による総売上 ¥60,000
追加支出で得られる粗利 ¥42,000
翌月以降の来店で得られる売上 ¥400,000
翌月以降の来店で得られる粗利 ¥280,000
売上合計 ¥910,000
粗利合計 ¥412,000

通常価格での想定売上 ¥1,500,000
通常価格での想定粗利 ¥1,050,000

通常価格と比較した場合の売上増 (¥590,000)
通常価格と比較した場合の粗利増 (¥638,000)

フラマ・サイトの売上 ¥300,000

通常価格想定粗利×０．８と比較した粗利増 (¥428,000)
通常価格想定粗利×０．５と比較した粗利増 (¥113,000)
粗利損失が0になるために必要な追加来店回数 4.6
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このワークシートでは、オレンジ色のセルの設定値を変えることで、

それ以下の計算がされる様に算式が組んである。青いセルが試算結果で

あり、通常価格で販売した場合との比較等を判断の基準として表示して

いる。 

※このワークシートを実際に使ってみたい方は以下のページへ。 

http://ipfm.kilo.jp/calc/ 

 

さて、実際に試算する場合、先ほどのポイントとなる①②の計数の

具体的な水準は、どう考えれば良いのだろうか。 

 

①リピート顧客となりそうな新規顧客をどれくらい呼べるか 

 

これについては、米国 GROUPON の調査によると、22%の顧客が再来店

をしているということだ。【記事】 

ただ、後述する新しい調査結果では 13%～31%の幅があることも併せ

て考慮する必要がある。 

 

②来店時にチケット利用に加えてどの程度の売上増が見込めるか 

 

これについては、米国 GROUPON の購読者に対する調査の結果、平均し

て GROUPON のチケットの価値の 60%増の支出をするというデータがある。

【リンク】 

 

当然のことながら、上記の調査結果は目安に過ぎない。 

http://ipfm.kilo.jp/calc/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703447004575449453225928136.html
http://www.grouponworks.com/why-GROUPON/demographics
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取り組む業種や、チケットの対象となるメニューやサービスの内容

によって、リピートにつながる割合、チケットに加えて支出される金額

は違ってくる。 

店舗で検討をする際には、ユーザーが自然にリピートや追加支出に

誘導される様なメニューやプランを考えディールに反映することが重要

であり、個別の設定値についても現場感覚を活かして十分に検討するこ

とが精度の高い試算につながると考える。 
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６．業種によって、使い方には配慮が必要 

 

先のワークシートを使って、いくつかの業種を想定し、条件を変え

てシミュレーションを行った結果が次の 2つの表だ。 

 

 

  

図： ５-２ 

ベース 原価率低 リピート率30% 継続月数が倍
チケット価値（通常価格） ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000
チケット価格 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500
売上高原価率 30% 5% 30% 30%
フラマ・サイトの手数料率 40% 40% 40% 40%
チケットの予想販売数 500 500 500 500
失効するまでに使用される比率 80% 80% 80% 80%
追加支出をする比率 15% 15% 15% 15%
追加支出される平均額 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
新規にリピート顧客となる比率 20% 20% 30% 20%
リピート顧客の月間平均来店回数 1 1 1 1
リピート顧客の一回あたりの平均支出額 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
平均来店継続月数 2 2 2 4

チケット一枚販売あたりの店舗粗利 ¥0 ¥750 ¥0 ¥0
チケットの使用数 400 400 400 400
追加支出の数 60 60 60 60
新規リピート顧客獲得数 80 80 120 80

チケットで得られる売上 ¥450,000 ¥450,000 ¥450,000 ¥450,000
チケットで得られる粗利 ¥90,000 ¥390,000 ¥90,000 ¥90,000
追加支出による総売上 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
追加支出で得られる粗利 ¥42,000 ¥57,000 ¥42,000 ¥42,000
翌月以降の来店で得られる売上 ¥400,000 ¥400,000 ¥600,000 ¥800,000
翌月以降の来店で得られる粗利 ¥280,000 ¥380,000 ¥420,000 ¥560,000
売上合計 ¥910,000 ¥910,000 ¥1,110,000 ¥1,310,000
粗利合計 ¥412,000 ¥827,000 ¥552,000 ¥692,000

通常価格での想定売上 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000
通常価格での想定粗利 ¥1,050,000 ¥1,425,000 ¥1,050,000 ¥1,050,000

通常価格と比較した場合の売上増 (¥590,000) (¥590,000) (¥390,000) (¥190,000)
通常価格と比較した場合の粗利増 (¥638,000) (¥598,000) (¥498,000) (¥358,000)

フラマ・サイトの売上 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000

通常価格想定粗利×０．８と比較した粗利増 (¥428,000) (¥313,000) (¥288,000) (¥148,000)
通常価格想定粗利×０．５と比較した粗利増 (¥113,000) ¥114,500 ¥27,000 ¥167,000
粗利損失が0になるために必要な追加来店回数 4.6 3.1 2.4 2.6
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ベースとなる設定から、各列のシナリオは、1つずつ要素を変動させ

ている（変動させたセルは緑色のセル）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図： ５-３ 

ベース 使用率100% 追加支出率倍 手数料率25%
チケット価値（通常価格） ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000
チケット価格 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500
売上高原価率 30% 30% 30% 30%
フラマ・サイトの手数料率 40% 40% 40% 25%
チケットの予想販売数 500 500 500 500
失効するまでに使用される比率 80% 100% 80% 80%
追加支出をする比率 15% 15% 30% 15%
追加支出される平均額 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
新規にリピート顧客となる比率 20% 20% 20% 20%
リピート顧客の月間平均来店回数 1 1 1 1
リピート顧客の一回あたりの平均支出額 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
平均来店継続月数 2 2 2 2

チケット一枚販売あたりの店舗粗利 ¥0 ¥0 ¥0 ¥225
チケットの使用数 400 500 400 400
追加支出の数 60 75 120 60
新規リピート顧客獲得数 80 100 80 80

チケットで得られる売上 ¥450,000 ¥450,000 ¥450,000 ¥562,500
チケットで得られる粗利 ¥90,000 ¥0 ¥90,000 ¥202,500
追加支出による総売上 ¥60,000 ¥75,000 ¥120,000 ¥60,000
追加支出で得られる粗利 ¥42,000 ¥52,500 ¥84,000 ¥42,000
翌月以降の来店で得られる売上 ¥400,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥400,000
翌月以降の来店で得られる粗利 ¥280,000 ¥350,000 ¥280,000 ¥280,000
売上合計 ¥910,000 ¥1,025,000 ¥970,000 ¥1,022,500
粗利合計 ¥412,000 ¥402,500 ¥454,000 ¥524,500

通常価格での想定売上 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000
通常価格での想定粗利 ¥1,050,000 ¥1,050,000 ¥1,050,000 ¥1,050,000

通常価格と比較した場合の売上増 (¥590,000) (¥475,000) (¥530,000) (¥477,500)
通常価格と比較した場合の粗利増 (¥638,000) (¥647,500) (¥596,000) (¥525,500)

フラマ・サイトの売上 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥187,500

通常価格想定粗利×０．８と比較した粗利増 (¥428,000) (¥437,500) (¥386,000) (¥315,500)
通常価格想定粗利×０．５と比較した粗利増 (¥113,000) (¥122,500) (¥71,000) (¥500)
粗利損失が0になるために必要な追加来店回数 4.6 3.7 4.3 3.8
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シミュレーションをした結果を見ると明らかだが、原価率と期待で

きるリピート粗利（リピーターになってくれる新規顧客が生み出す粗利）

によって、フラマ・サイトを利用した場合の費用対効果は大きく変化す

る。 

補足するとリピート粗利は、そもそもの粗利額に加えて、リピート

顧客となる比率、リピートの頻度（月間平均来店囜数など）、リピート

の平均来店継続期間によって構成される。 

シンプルに言えば、原価率ができるだけ低い方がよく、頻繁で長期

のリピートが期待でき、取引毎の粗利額が大きいことが理想だ。 

具体的には、習い事やマッサージ、エステティックなど、原価が低

くお試し後のリピート割合が高く見込める業種はフラマ・サイトを最も

費用対効果よく使うことができるだろう。 

逆に、原価率が高く、リピートが見込めるかどうかが丌透明な業種

の場合は、緻密なディール設計と試算を行うと同時に、フラマ・サイト

との手数料交渉をハードに行う必要がある。 

 

 フラマ・サイトを利用しやすい業種としては、美容関連、スクール、

次いで、レジャー、宿泊があげられ、逆にフラマ・サイトを利用する際、

十分な考慮の必要な業種は、飲食、小売、ＥＣである。 

  



 

 

 

101 
フラマ・サイトがクライアント（店舗等）に提供する価値 

７．全般的にクライアントの利用満足度は高い？？ 

 

日本では、まだ十分なクライアントの声を集めることは難しいので、

まずは米国の GROUPONのデータを中心に見てみよう。 

GROUPON の調べたクライアント満足度に関する調査結果は以下の通り。 

【リンク 1】、【リンク 2】 

 

96%が GROUPONを利用した経験に満足している 

97%が GROUPONを、また利用したいと思っている 

96%が GROUPONは他のビジネスにもおススメだと思っている 

86%が GROUPONを印刷メディアと比較して、効率的だと考えている 

94%が GROUPONを放送メディアと比較して、効率的だと考えている 

90%が GROUPONをオンライン広告と比較して、効率的だと考えている 

ここまで来ると、ややデータが素晴らし過ぎる気もするので、もう

尐し中立的なデータを見てみよう。 

 

過去１年でフラマ・サイトを利用したことのある中小企業に対して

Yipitが電話で満足度調査をした結果（80社が囜答）によれば 

「フラマ・サイトを今後のプロモーションで利用したいか」 

という質問に対し、93%の中小企業が「はい」と答えている。【リンク】 

ただ、こうした満足度調査については、単純に鵜呑みにしてはいけ

ない。クライアントは、果たしてどれだけ慎重に効果を試算しているだ

ろうか。また、フラマ・サイト利用の効果は比較的長期に及び、測定自

http://www.grouponworks.com/why-groupon
http://www.grouponworks.com/why-groupon/comparison-guide
http://yipit.com/
http://www.slideshare.net/yipit/yipit-webinar-81910-5014486
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体の難しさもあるから、クライアントが正しく効果を認識しにくいこと

も考慮せねばならないだろう。 

尐し脇道にそれるが、5年以上前になるが、まだ雑誌広告が強かった

頃、雑誌広告は非常にクライアントの満足度が高いと言われていた。そ

れは広告効果を測定しての満足度と言うよりは、クライアントの「やっ

た感」があると。言い換えれば、紙面という実態になるリアルさがある

わけだ。そして当時、一般的でなかったインターネット広告は「『やっ

た感』がないから売りにくいんだよ」と言われた。 

そんな話を聞いてから、随分時間は経ったと思うが、現状はどうだ

ろう。広告効果の測定をシビアに実施する様になった現在、「やった感」

はあまり意味のない指標になった。 

さて、話を元に戻すと、フラマ・サイトのサービスは「やった感」

という観点で見ると、非常に「やった感」があると言える。それはクラ

イアントにすれば、今まで見たことがないほど集客できるからだ。 

目先のインパクトだけに囚われることなく、慎重な費用対効果の分

析をするならば、また、先に書いた様に業種によって取り組みの経済効

果が異なることも踏まえれば、90%を超える満足度というのはやや懐疑

的に見る必要のある水準だ。 

 

…と言ったことを書いている矢先に、ある調査結果が米国で発表になっ

た。 

 

 「GROUPONを利用した中小事業者の内、42%は GROUPONのサービスを

再利用しない」というのだ。【リンク】 

この調査は、ライス大学ビジネススクールの Utpal Dholakia助教授

によるもので、2009年 6月から 2010年 8月までに GROUPONでディール

http://ssrn.com/abstract=1696327
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%A4%A7%E5%AD%A6
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を実施した企業 360社を対象として、2010年の 8月から 9月初旬に電

話と電子メールを使って実施されたもの。囜答企業数は 150社。 

この調査結果のトピックを書くと以下の 4点になる。 

GROUPONのプロモーションを再利用したいかという問いに対して、全

体の 42%の企業は「いいえ」と囜答している。 

全体の 66%を占める GROUPONのプロモーションで利益が上がったとす

る企業群においても、約 1/5の企業は再利用意向について「いいえ」と

囜答している。 

GROUPONのプロモーションで利益が上がった企業と、上がらなかった

企業で、成果指標に大きな差がある。次のページのグラフが、その様子

を如実に表している。 

収集された企業の生の声を見ると、バーゲンハンター的なユーザー、

ディールマニア（Deal seeker）的なユーザーの問題についての指摘が

見られる。 

 

この調査は、非常にオーソドックスなアプローチで実施されており、

一定の客観性があると言えるだろう。また、先に書いた様に、全ての業

種や企業にとってフラマ・サイトのサービスがフィットするとも思えな

いことから考えても納得感のあるデータである。 

報告の中には次の様な記述がある。 

「これらのプロモーションは、実施する中小クライアントには十分な価

値を提供せず、消費者に多すぎる価値を提供している。それ故、このプ

ロモーション手法の継続性には疑問がある」 
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ここは著者も全く同感であり、将にこれがフラマ・サイトの最大の

事業誯題だ。具体的なアクションとすれば、クライアントの認識する価

値を上げるか、クライアントへの手数料の削減を検討する必要がある。 

この報告書には、クーポンの内容を、よりリピートを促す様な形に

変えることなど、いくつかの提言も含まれている。業界関係者には、是

非一読をお勧めしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：Dholakia, Utpal M., How Effective are Groupon Promotions 

for Businesses? (September 28, 2010). 

 

図： ５-４ 



 

 

 

105 
フラマ・サイトがクライアント（店舗等）に提供する価値 

８．全国チェーンの大手流通業の利用も増加。 

GAPとのディールは大きな話題に 

 

これまではフラマ・サイトが中小規模事業者に提供する価値にス

ポットライトが当たってきたが、米国では、全国チェーンの流通業など

大企業が GROUPONを使い始めている。 

8月に実施された GROUPON初の米国全国展開ディールである GAPとの

取り組みが大規模なチケット販売に成功し、注目を集めた。 

GAP の店内のセール品も含む全商品で使える 50 ドル分のクーポンを、

半額の 25ドルで販売したところ、一日の購入数は 44.5万枚、総売上は

約 11百万ドルとのことだ。【記事】 

GAPの IR情報を見ると、2010会計年度の第二四半期（5～7月）の北

米 GAPの売上は 848百万ドルとなっている。3ヶ月、各月 30日と仮定

し、四半期分を日割りにすると 1日当たりの売上は 9.4百万ドルだから、

GROUPONのディールでの売上は、北米 GAPの 1日強の売上に相当するイ

ンパクトがあったということである。 

さて、GAPのこの取り組みは経済的に成功したと言えるのだろうか。 

試算をしてみると次ページの表の様になる。まず、ベースとなるシナリ

オの設定は以下の様に行った。 

 

 

 

  

ベース 設定方法
チケット価値（通常価格） $50 公表値
チケット価格 $25 公表値
売上高原価率 60% IR情報より推計
GROUPONの手数料率 50% 推定
チケットの予想販売数 445,000 公表値
失効するまでに使用される比率 100% 仮定（全て使用される）
追加支出をする比率 50% 仮定
追加支出される平均額 $25 仮定
新規にリピート顧客となる比率 10% 仮定
リピート顧客の月間平均来店回数 0.33 仮定（３月に１回季節毎に来店）
リピート顧客の一回あたりの平均支出額 $40 仮定
平均来店継続月数 18 仮定

図： ５-５ 

http://articles.chicagotribune.com/2010-08-20/business/sc-biz-0821-groupon-20100820_1_gender-and-zip-code-chicago-startup-coupon-site


 

 

 

106 Flash Marketing 【無料版 1.1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、試算結果を、ディスカウントをせずに同じだけ売れた場合と

比較してみると、売上ベースでは「やや強気」のシナリオであれば、お

そらく取り組み効果によって売上アップは図れているだろうが、粗利

ベースではマイナスになる。 

ただ、この比較は、ディスカウントせずに同じだけ売れた場合との

比較だから、比較基準としては、かなり厳しいものだ。 

ベース やや強気 想定
チケット価値（通常価格） $50 $50 $50
チケット価格 $25 $25 $25
売上高原価率 60% 60% 60%
GROUPONの手数料率 50% 50% 20%
チケットの予想販売数 445,000 445,000 445,000
失効するまでに使用される比率 100% 100% 100%
追加支出をする比率 50% 60% 60%
追加支出される平均額 $25 $25 $25
新規にリピート顧客となる比率 10% 10% 10%
リピート顧客の月間平均来店回数 0.33 0.33 0.33
リピート顧客の一回あたりの平均支出額 $40 $40 $40
平均来店継続月数 18 24 24

売上合計 $21,698,200 $26,335,100 $29,672,600
粗利合計 ($1,333,220) $521,540 $3,859,040

通常価格での想定売上 $22,250,000 $22,250,000 $22,250,000
通常価格での想定粗利 $8,900,000 $8,900,000 $8,900,000

通常価格と比較した場合の売上増 ($551,800) $4,085,100 $7,422,600
通常価格と比較した場合の粗利増 ($10,233,220) ($8,378,460) ($5,040,960)

GROUPONの売上 $5,562,500 $5,562,500 $2,225,000

通常価格想定粗利×０．８と比較した粗利増 ($8,453,220) ($6,598,460) ($3,260,960)
通常価格想定粗利×０．５と比較した粗利増 ($5,783,220) ($3,928,460) ($590,960)
粗利損失が0になるために必要な追加来店回数 14.4 11.8 7.1

図： ５-６ 
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直近の四半期で GAPは売上を落としていることもあるので、GROUPON

を利用しない場合でも何らかのディスカウント・セールを想定していた

とすれば、その費用対効果との比較が妥当だろう。 

そうした背景を踏まえれば、表の「通常価格想定粗利×０．８と比

較した粗利増」、「通常価格想定粗利×０．５と比較した粗利増」あた

りを見て判断する必要があるだろう。 

今囜の取り組みの効果は時間が経つにつれて、さらに明らかになる

だろうが、試算値以上に、従来 GAPで買っていなかった層の取り込みと

定着に成功したとすれば、粗利はさらに改善する。 

 

 一方で、今囜のディールのページを見たユーザーへの副次的な広告効

果はあっただろうし、今囜 GAPは、急成長し注目を集める GROUPONとの

取り組みにより、ネットとリアル両方の様々なメディアの注目を集める

ことになったので、それらの PR効果も考慮する必要がある。 

最後に、仮に GROUPONと GAP が今囜はトライアル的な取り組みとして、

手数料を 20%といったレベルに例外的に低く設定していたとすると、

GAPとしてはさらに良い費用対効果を得ているだろう。 

（先の表の「想定」シナリオ） 

ちなみに、GROUPONにすれば、たとえ手数料を圧縮したとしても、

GAPとの取り組みによって PR効果を得られるし GROUPONの新規ユー

ザー獲得にもつながるので、悪い話ではない。 

以上を考慮すれば、GAPの今囜の取り組みは経済的にも悪くなかった

のではないか,或いは経済的に悪くない取り組み方は十分にあり得たと

考えられる。 
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ちなみに、今囜の GAPディールの売れたスピードは毎秒 10件（毎分

600件）で、それまでの毎分 41件という「シカゴの 75分建築ツアー

（12ドル）」の記録を大きく塗り替えた。【記事】 

また、このディールでは Twitterの新しい機能であるアーリーバード

が使用されているため、取引の集中がさらに加速した可能性もある。 

このアーリーバードは、Twitterの @EarlyBirdというタイムセール

情報配信の公式アカウントを使って情報を流す仕組みで、米国 Twitter

での運用が始まっている。【リンク】 

ちなみに、GAPのディールが行われた 8月 19日段階では@EarlyBird

のフォロワー数は約 17万人で、尐なくともこれだけのフォロワーには

GAPディールの情報が一斉配信されたことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:http://twittercounter.com/compare/earlybird/3month/followers 

図： ５-７ 

http://www.inc.com/news/articles/2010/08/groupon-goes-national-with-gap-deal.html
http://support.twitter.com/articles/250798-earlybird-x3068-x306f
http://twittercounter.com/compare/earlybird/3month/followers
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また、GROUPONが過去に取り組んだ GAPの様な大手流通業とのディー

ルはウェブサイト上で紹介されている。【リンク】 

リストを見ると、日本でもなじみのある企業としては、 

TGI Friday’s（レストラン） 

Dunkin’ Donuts（ドーナッツ店） 

Carl’s Jr.（ハンバーガー店） 

Sears（ＧＭＳ※ジャスコ、イトーヨーカドーに近い） 

JC Penney（ＧＭＳ） 

がある。 

MLB（野球）、NFL（アメリカン・フットボール）、NHL（ホッケー）、

NBA（バスケットボール）といったスポーツリーグも GROUPONを利用し

ていることがわかって興味深い。やがて日本でも同様の取り組みが増加

するだろう。 

  

http://www.grouponworks.com/brands/examples
http://en.wikipedia.org/wiki/T.G.I._Friday's
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%84
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl's_Jr.
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/J.C.%E3%83%9A%E3%83%8B%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/NFL
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHL
http://ja.wikipedia.org/wiki/NBA
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第６章 フラマ・サイトの事業特性 ～事業の特徴、

エコノミクス、リスク 

 

１．フラマ・サイト事業の特徴 

 

事業の特徴としては、以下の５点がある。 

 

①２種類の顧客をマッチングさせるモデル 

 

店舗事業を中心とした「クライアント」 

クライアントのサービス・商品を利用する「ユーザー」 

②システム投資は尐額で始められる 

③クライアントとしては初期費用が丌要であるため、 

営業は比較的提案しやすい 

④ 金が早いため、資金繰り負担が尐なく、手がけやすい。 

 

⑤ GROUPONの成功事例にならい、Twitterなどの 

ソーシャルメディアを活用 

 

①から③は第１、２章で既に説明をしており、④については次のエ

コノミクスのパートで記述するので、ここでは⑤について、見ていこう。 
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国内フラマ・サイト各社は、Twitterに積極的に取り組んでいる、い

ずれもフォロワー獲得のためのキャンペーンや、ツイートを増やすため

のキャンペーンを実施している。 

こうした動きは、米国 GROUPONが成長過程で Facebookや Twitterな

どのソーシャルメディアでの露出量を増やした動きと同様だが、その背

景には、ソーシャルメディアの活用は、クーポンの共同購入という事業

にとって本質的に重要だという事実がある。 

 

その切り口は２つある。１つはユーザーに友人を誘ってもらうこと

が重要であること、もう 1つはユーザーに自発的な口コミをしてもらう

ことの重要性である。 

消費者は新しい経験を試すときには、誮かと一緒に行きたくなる。

自分一人で行くのは、やはり丌安なのだ。友人と一緒に行けば、良かっ

たことも悪かったことも共有できるし、何かお店と交渉が必要になった

ときでも、友人がいれば心強いことは間違いない。 

新しい経験を提案するフラマ・サイトにとって、ユーザーが友人や

知人を誘ってくれることは、新しい経験を買うというハードルを下げる

と共に、チケットの拡販につながるのだ。 

むしろ、フラマ・サイトとすれば、 

「是非、友人や知人を誘って、 

このディールのチケットで、新しい経験をして下さい」 

ということなのだ。 
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フラマ・サイトとしては、友人や知人を誘いやすいツールをできる

だけ豊富に使いやすく設置しておくことがユーザーの購買コンバージョ

ン率を上げることにつながる。 

事実、フラマ・サイトの各ディールのページには、ソーシャルメ

ディアのボタン類やメールのボタンが並んでいる。 

 

もう 1つは、ユーザーがディール成立のために、自発的に情報発信を

してくれる場合がある。それを支援することが非常に重要なのである。 

具体的なシーンで考えてみよう。 

ややニッチなシンガポール・レストランの 50%オフのディールがある

とする。自分としては友人から以前聞いていて興味のあるジャンルだっ

たので、是非行ってみたい。 

一方、ディール成立のためには 30名の申し込みが必要だ。自分が 2

枚を申し込んでも 25名の購入だから、あと 5名ほど足りない。 

自分としては是非ディールを成立させたい。 

お金に余裕があったり、誘えるだろう友人の多い人であれば、まと

めてあと 5枚を買ってしまうかも知れないが、普通はそこまではできな

い。 

自分としてできる努力は、できるだけ Twitter でつぶやくことであり、

mixiチェックをしたり、Facebookの「いいね」ボタンを押すことだ。

そうすれば、それらはリツイートされたり、「いいね」の賛同を得たり

しながら拡がっていくかもしれない。 
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Twitterや mixi、Facebookに情報を流すこと自体は、電子メールと

比べて読み手にあまり迷惑を掛けないし、オトクで良い話の紹介だから

友人・知人達にとってもメリットがあるかもしれない。 

 

そして情報はユーザーから発信されていく… 

 

こうして、ユーザーは自分の成立させたいディールの情報をソー

シャルメディアのネットワークに拡散させていくのである。 

そしてフラマ・サイト側とすれば、スピーディーな「ユルいオスス

メ」効果が期待できるのだ。 
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２．日本のソーシャルメディアの現状 

 

インターネット視聴率調査で有名なネットレイティングス社が 2010

年 4月に発表したレポートを使いながら、GROUPONの成長を加速した

Facebookと Twitterについて日本の状況を整理してみよう。 

 

まず、米国では Facebookの普及度が非常に高く、月間のユニークビ

ジターはインターネット・ユーザーの 6割近い水準にある。 

日本の場合 Facebookの普及はまだまだこれからという段階であり、

最大の SNSである mixiでも月間のユニークビジターは 2割弱という水

準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://csp.netratings.co.jp/nnr/PDF/Newsrelease04272010_J.pdf 

図： ６-１ 

http://csp.netratings.co.jp/nnr/PDF/Newsrelease04272010_J.pdf
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「このデータでは日本のモバイル SNSユーザーの現状が捉え切れてい

ないのではないか」という声もあるだろう。確かにそれは事実だが、モ

バゲーや GREE のモバイル SNS は、現時点では年齢層に偏りがあること、

ゲームを中心とした利用であること、匿名でつながる SNSであることを

考慮すれば、Facebookと同様のポジショニングで広く社会で使われて

いる SNSとは言い難いし、ソーシャル・コマースの基盤としては弱い。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://blogs.itmedia.co.jp/saito/2010/08/20105mixigree-2.html 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/us/ 

図： ６-２ 

図： ６-３ 

http://blogs.itmedia.co.jp/saito/2010/08/20105mixigree-2.html
http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/us/
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つまり、米国と比べた場合、日本には幅広い世代に利用されており、

ソーシャル・コマースの基盤となる様な SNSは、まだ発展途上だ。 

一方で、mixiはソーシャルグラフ最適化（Social Graph 

Optimization）を掲げ、mixiチェック、mixi Plugin、mixi Graph API

などの新しいソーシャル機能をリリースし、GREEも「いいね！」ボタ

ン、Social Fedbackの提供を開始、各種 APIの提供を活発化、ソー

シャルグラフのオープン化に向けた取り組みを強めている。 

これから日本では、Facebookと mixi、そして GREEが、幅広い世代に

利用される SNSのポジションを巡って、激しい戦いを展開することにな

るだろう。 

さて、一方で Twitterについては、どうだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://csp.netratings.co.jp/nnr/PDF/Newsrelease04272010_J.pdf 

図： ６-４ 

http://mixi.co.jp/press/2010/0906/3690
http://mixi.co.jp/press/2010/0910/3743
http://mixi.co.jp/press/2010/0910/3743
http://www.gree.co.jp/news/press/2010/0824_02.html
http://www.gree.co.jp/news/press/2010/0824_02.html
http://www.gree.co.jp/news/press/2010/0910_02.html
http://csp.netratings.co.jp/nnr/PDF/Newsrelease04272010_J.pdf
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Twitterについては、むしろ日本の方がインターネット・ユーザーに

アクティブに利用されていると言えるだろう。 

ただ、日本の Twitterユーザーは、都市部、特に東京都に集中してい

るという特徴があるので、フラマ・サイトが全国に展開する場合は、

Twitterの力を十分に利用できない地域が多いことは気を付ける必要が

ある。そもそもは、都市部と地方部では消費者の行動が大きく違うとい

うことも考慮せねばならないが… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：まちつい（http://machi.userlcal.jp/）、 

平成 22年情報通信白書、インターネット白書 2010より著者推計 

ちなみに、上記の各地域へのユーザー数の割り振りはユーザーが

Twitterに登録した地域情報に基づくため、未登録の誤差、記入後住所

地変更の誤差等を含むことは注意が必要。 

図： ６-５ 

http://machi.userlocal.jp/
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以上からすれば、フラマ・サイト事業から見れば、現状の日本は、

ソーシャルメディアを米国ほど存分に活用できる環境にあるとは言い難

い。 

その意味では、日本の場合、既に大量のメールアドレスを持ってい

る企業や、サイトへのトラフィックがある企業の方が、集客の観点から

は優位に事業を展開できる可能性が高いだろう。 
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３．フラマ・サイトのメディア活用の方向性 

 

Twitterについてはディール情報を「ユルいオススメ」としてスピー

ディーに拡散させる上では有効だが、やはり事業として根本的に重要な

のは電子メールの活用だろう。ユーザーにタイムリーな情報を確実に

プッシュするメディアとしては、現状、電子メール以上のツールはない。 

また、日本の市場を考えれば早急な携帯サイト対応は丌可欠だろう。 

日本の場合、モバイル端末からのみインターネットにアクセスして

いるユーザーは 885万人と推計されている。スマートフォンが次第に拡

大しているが、多くの消費者の手には高機能な携帯電話がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 21年通信利用動向調査 総務省 に著者着色 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000064217.pdf 

本調査の「モバイル端末」の定義にはスマートフォンも含まれる 

図： ６-６ 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000064217.pdf
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このユーザー層は、モバイル・コマースの拡大を支えた若い女性層

を含んでおり、こうしたユーザー層を取り込むという事業機会もあるだ

ろう。 

また、携帯電話でのモバイル決済を使えば、カード決済よりも簡便

な決済が可能であり、通常のディールの決済額であれば十分に対応は可

能だ。 

光通信グループのシェアリーは、10月 1日よりソフトバンクの携帯

公式サイトの展開を始め、モバイル決済にも対応を果たした。【リンク】 

今後、フラマ・サイトの携帯公式サイトが一般化することも、そう

先の話ではないだろう。 

  

http://www.sbigroup.co.jp/news/pr/pdf/2010/1001_c.pdf
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４．ユーザーは、どうメディアを利用し、 

どうコミュニケーションしているか 

 

以下では、先にも引用した ORIMOとの共同調査のデータを用い、フラ

マ・サイトのユーザーのメディア利用動向、コミュニケーション動向を

見てみよう。（以下、本章の全てのグラフは特に記述がない場合、同調

査結果） 

 

最もお気に入りのフラマ・サイトを知った媒体（単一囜答）を聞く

と、ネット広告が最強。メールマガジンについてもメール内の広告と考

えれば、約半分はネット広告でフラマ・サイトのことを知った様子だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象者は、最もお気に入りのフラマ・サイトを答えた 111名 

図： ６-７ 
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以下のデータは、直近 3ヶ月でチケットを購入した 57名についての

集計結果である。 

直近で利用したディールを知ったきっかけ（単一囜答）について聞

いたところ、メルマガが 47%と最大である。ツイッター経由も 11%と一

定の影響力が伺える。 

フラマ・サイトを横断的にまとめて見ることのできるサイト 7つにつ

いて利用経験を聞くと、最大で 3%程度と、現時点ではあまり大きな影

響力を持っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図： ６-８ 
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チケット購入時の口コミ（複数囜答）については、電話・口伝えで

行った人が 57名中 16名で最大。インターネット・サービスなのでイン

ターネット媒体に目が行きがちだが、リアルの口コミを誘発している点

は見适せない。 

この調査結果では、ツイッターの利用は尐数にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図： ６-９ 
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チケット利用経験に関する口コミ（複数囜答）についても、リアル

な口コミを発生させている点は注目すべきだ。 

19名が「実際にあった時に家族・友人に話した」と囜答している。 

また、ブログに書いたというユーザーも 4名いる。 

インターネット・サービスの効果はインターネット上で測定したい

ところだが、実際には難しいことが多い。ただ、素晴らしい経験を提供

すれば、明らかにリアルな世界で口コミが生まれることを、忘れてはい

けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図： ６-１０ 
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直近利用サイトのメルマガの閲覧状況（単一囜答）を見ると、毎日

見るユーザーが 39%もおり、全般的に非常によく読まれていることがわ

かる。通常のＥＣサイトと比較して閲覧率は極めて高い。 

 

 

  
図： ６-１１ 
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５．フラマ・サイトのエコノミクス 

 

フラマ・サイトのサービス、お金の流れを整理すると以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラマ・サイトは、ユーザーからはチケット代金以外にもらわない

ことが基本であり、そのチケットの代金から手数料を引いた残りをクラ

イアントに渡す形になる。 

 

１）極めて資金負担の小さい事業 

 

一般にはユーザーの支払はクレジット・カードによる決済なので、

フラマ・サイトはクレジット・カード会社からの入金で資金手当ができ

る。つまり、クライアントからの支払を待つ必要は無い。また、掛け売

りも丌要だ。 

 

図： ６-１２ 
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フラマ・サイトの手数料については、米国では、30～50％と言われて

いるが、日本ではインタビューの結果、現状では 25～35％程度と想定

される。 

実際に、フラマ・サイトを利用した企業の声を聞くと、フラマ・サ

イトからクライアントへの支払のタイミングは、サービスによって違い

がある様だ。大きくは次の２パターン。 

①ディール完了後にクライアントへ一拢して支払われる形 

②クーポン利用状況を踏まえ月次でクライアントへ支払が行われる形 

 

フラマ・サイトは、その手数料売上の中から、各種営業経費、ウェ

ブサイト周りのシステムやサーバー費用、コンテンツ編集・編成費用、

広告宣伝費、クレジット・カード決済経費、カスタマー・サポート費用

などを支出する。 

インターネット広告事業と同様の、高い粗利率の事業であり、固定

費的な費用をまかなう売上を超えることができれば、利益を伸ばしやす

いビジネスモデルと言える。 

ディールによって、個別に得られる粗利額は異なるものの、計数管

理的には、インターネット広告事業と同様の管理が可能だろう。 

 

２）売上拡大、利益率向上のためのオプション 

 

まず、売上拡大のオプションについて考えよう。 

供給サイドからみた場合、売上を拡大するオプションは、既に多くのフ
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ラマ・サイトが手がけている様に、対象地域数を増やすこと、地域を細

分化すること、地域あたりのディール数を増やすこと、に尽きる。 

ある地域での事業モデルが確立されれば、通常の小売業やサービス

業と違って、土地の手当てや設備が丌要な分、人材確保と育成のスピー

ドに沿って拡大することができる。 

一方で、需要サイドから見れば、売上を上げるためにはユーザー数

を増やし、ユーザーとディールのマッチング精度を維持し向上させる必

要がある。 

米国 GROUPONが取り組み始めたパーソナライズド・ディールは、この

マッチング精度を上げるための具体的な取り組みだ。 

ざっくり言えば、売上拡大のためには、マッチング精度を落とさな

いようにしつつ、ひたすらディール数とユーザー数を増やすことが、重

要なのだ。 

 

次に、利益率向上のためのオプションについて考えてみよう。 

当然のことながら、多地域展開と共にナレッジの蓄積と共有が進み

業務効率は向上し、売上拡大に伴い、売上に対する人件費の比率は低下

するだろう。 

また、フラマ・サイトの費用の中で、スケールメリットを期待でき

るシステム周りの費用、広告宣伝費、決済経費、カスタマー・サポート

についても売上拡大と共に、売上に対する費用の比率を下げることがで

きる。 
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こうした規模拡大の容易さ、規模拡大によって利益率の向上が見込

める構造を背景に、フラマ・サイトの大手は大規模な資金調達を行い、

急速に展開拠点を増やしている。 

ただ、注意しなければならないのは、先ほどは、さらりと記述した

が、「ある地域で事業モデルが確立されれば」という部分は本来的には

中期的に安定した事業モデルとして確立されなければならない。 

しかしながら現状、そこが確立しているとは言い切りにくい。 

新規事業には、常に前のめり感が丌可欠だが、フラマ・サイトの大

手は、現状、かなり前のめりになりながら拡大をしている印象がある。 
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３）GROUPONは「深遠なる経済的イノベーションの代表」？ 

 

シカゴ大学経済学部の博士候補である Evan Miller が GROUPONを材

料に、学術的な論考を発表している。 

彼はその文章の中で 

「GROUPONは深遠なる経済的イノベーションの代表だ」 

と書いている。 

内容としては、需要と供給のマッチングに焦点を当てた話である。

ざっくりと言えば、多数の購買者が集まって低価格で買うことをコミッ

トすれば、従来にない需要と供給のマッチング・ポイントが発生し、売

り手も買い手もハッピーになることを説明している。 

これは本質的には、思い切った低価格でのギャザリングの革新性に

ついて話しているので、GROUPONのコアな機能の評価ということになる

だろう。ご興味のある方は、是非一読を。【リンク】 

 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.evanmiller.org/golden-football.html 

  赤い×印の点を含むフットボール型の領域が新しい需給マッチングのポイント 

図： ６-１３ 

http://www.evanmiller.org/golden-football.html
http://www.evanmiller.org/golden-football.html
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６．フラマ・サイトのビジネスモデルはコロンブスの卵？ 

 

従来からＥＣでギャザリングは行われてきたわけだが、ギャザリン

グの場合には、買い手が増えれば増えるほど価格が次第に安くなるよう

に設計されてきた。 

フラマ・サイトでは、最初から思い切った低価格が提示されるのだ。 

この 2つの提案は似ているが、消費者から見ると全く違った印象があ

り、消費者の行動も変わる。 

一方で、従来からツアー旅行などで、最低履行人数の様な考え方は

使われてきた。「必要な人数が集まらなければ、この取引は成立しない

ですよ」ということだ。 

これらの２つの考え方を組み合わせ、リアル店舗の集客に持ち込ん

だこと。それが GROUPONのイノベーションの本質だったのだ。 

同様に、飛行機会社やホテルは、時期を選んで需要を勘案した低価

格オファーを実施してきた。 

非常に近い取り組みは、他の業界では行われていたわけだ。 

アンドリュー・メイソンへのインタビュー記事を見ると、過去に失

敗した MercataというＥＣのギャザリング・サイトのことも分析してい

たことがわかる。【記事】 

価格が下がるまで１週間かかってしまう遅さのため、ユーザーが自

信を持って買えないこと、また通常の消費財を扱っていては、相当な人

数を集めてもウォルマートや amazonの購買力にはかなわないことが

Mercataの敗囝であったとしている。 

http://news.cnet.com/2100-1017-250529.html
http://venturebeat.com/2010/05/07/GROUPON-andrew-mason/


 

 

 

132 Flash Marketing 【無料版 1.1】 

そうした検討を経て、飲食店などの店主に向かって「人数は集めま

すから、期間限定で半額のチケットを出してみませんか？」と提案する

最初の冒険を、アンドリュー・メイソンは実行した。 

そしてそれを 1day 1area 1deal のサイト編成とし、バラエティに富

んだディールの運用を開始した。 

 

真似るのは簡単だが、最初に作り上げることは難しい。 

試行錯誤の中でこのビジネスモデルを作り上げたアンドリュー・メ

イソンは、コロンブス同様に卵を立てた人なのである。 
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７．フラマ・サイトの２大リスク 

 

フラマ・サイトの事業は従来にない事業である。 

かつ、参入障壁が一見低く、実際に様々な事業者が参入をしている

ため、事業者各社、業界の健全な成長に向けて、様々なリスクの把握と

対応は非常に重要な誯題だ。 

フラマ・サイトが考慮すべきリスクとしては、大きく２つある。 

１つは、チケットの利用に関わる消費者からのクレームによる事業

リスクであり、もう１つはチケットの取引に関わる法務リスクだ。 

 

１）実際に発生しているクレームの実態と、防止に向けた対策 

 

消費者からのクレームと言えば、印象に残っているのは会員募集の

ためにプリペイドカードを格安で販売した後の配送遅延（記事）があっ

たが、これは本質的な問題とは言えない。 

むしろ、事業としてはユーザーがチケットを購入した後、店に行っ

た際に生じている問題が重要だ。 

実際にブログ上で書かれている例もあるし、今囜の ORIMO調査でもク

レームは生じている。【リンク】 

構造的に発生してしまうトラブルの大きな２つのパターンは、記述

内容と実際のサービスが違ったという問題と、予約が取れないという問

題だろう。 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/23/news068.htm
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記述内容の問題については、まずフラマ・サイト上の記述、店舗の

ウェブサイト上の記述、店舗で提供されるサービスの一貫性が重要だ。

そのためには、ユーザー視点でかつユーザーは疑いの目を持って見ると

いう前提でチェックを入念に行う必要がある。 

また、制約条件に関する情報は、現実的にユーザーの目に入る形で、

きちんと提供していく必要がある。やはり「小さな文字で見えなかった」

といったことは、頻発する可能性がある。 

先に書いた様に、ユーザーはまだまだフラマ・サイトのサービスに

慣れていないから、店舗とフラマ・サイトの双方での十分な配慮が丌可

欠だ。 

一方で、予約等の店舗側の対応に起囝する問題を防止するためには、

ディール設計時にフラマ・サイト側と店舗側がしっかりとした検討がで

きていることが重要だ。 

米国 GROUPONは、以下の様な図でユーザーがチケットを消化する時間

的な推移について情報提供をしている。端的に言えば、最初と最後にチ

ケット消化のピークがあるので、その時期の対応が重要ということだ。 

 

 

 

 

 

 

資料：http://www.groupon.com/pages/getting-ready 

図： ６-１４ 

http://www.groupon.com/pages/getting-ready
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こうした情報が事前に店舗とサイトで共有できていれば、予約問題

をすっかり無くすことはできないにせよ、あらかじめ対応策を検討する

ことができるだろう。 

ちなみに、米国 GROUPONでは、こうした部分について非常にきめ細か

な対応を準備しており、ウェブサイト上で情報を公開している。詳細は

後述。 

 

２）法務リスクは、景表法、資金決済法への対応にポイント 

 

フラマ・サイトは決済を行うことが一般的でありＥＣサイトに属す

るので、基本的にＥＣサイトが配慮すべき法務リスクについて、同様の

配慮が必要になる。 

特商法（特定商取引に関する法律）、迷惑メール法（特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律）、個人情報保護法（個人情報の保護

に関する法律）といった法律がその一般的なものである。 

ただ、フラマ・サイトには、一般のＥＣサイトとは異なる部分がい

くつかあるため、その点への配慮が特に必要になる。 

それは、資金決済法と景表法への配慮である。 

通常、ＥＣサイトが扱う商材は製品やサービスであるが、フラマ・

サイトが販売しているのは前払のチケットであり、資金決済法の規制対

象である「前払式支払手段」に当てはまる可能性がある。 

前払のチケットは、消費者が利用する前に発行した事業者が倒産す

るリスクが存在するため、資金決済法による規制の対象となっている。 
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この前払式支払手段については、大まかに言えばフラマ・サイトで

扱われる種類のチケットの場合、チケットの有効期限が 6ヶ月を超える

場合が規制の対象になる。 

同法の規制対象となる商品券等の発行者は、最寄りの財務局等への

届出あるいは登録が必要であり、前払式支払手段の発行者は、発行して

まだ利用されていない金額（3月末又は 9月末を基準日とした未使用残

高）が 1,000万円を超えている場合、その金額の 1/2以上に相当する額

を、発行保証金として供託することを義務づけられている。 

ビジネスモデルを考えると、規制の対象になるのは、クライアント

である店舗等になる。ただ、規制の対象となる商材をフラマ・サイトが

販売した場合、ユーザーから社会的な責任を問われる可能性がある。 

基本的には、フラマ・サイトがこの点に配慮をし、クライアントと

のディール設計の際に必要な確認手続きを行うべきだろう。 

景表法について配慮が必要な点は、そもそもは２つある。 

１つは、クライアントが販売するチケットが景表法に触れないかと

いう点、もう１つはフラマ・サイトが会員募集のために思い切った価格

で商品券の様なチケットを販売する場合に、景表法に触れないかという

点である。 

前者については、基本的に値引きになるので社会通念上妥当な値引

率であれば、景表法の規制対象からはずれる。ただ、後者についてはグ

レーであるように感じられる。 

具体的には、商品券の発行者ではないフラマ・サイトが仮に 1,000円

の商品券を 6割引の 400円で提供した場合、600円の経済上の利益を消

費者に不えたことになるので景品と考えられる。 
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仮に、上記の場合が総付景品（商品・サービスの利用者や来店者に

対して懸賞によらずもれなく提供する金品等）と解釈される場合は、

1,000円未満の取引については 200円、1,000円以上の取引については

取引価額の 2/10という景品金額の上限が問題になる。 

現状、消費者庁はあまり問題視をしていない様だが…。 

 

 

 

 

 

以上で、無料版の内容は終わりです。 

お読みいただき、誠に有り難うございました。 

 

有料版の販売情報は、弊社ホームページ 

http://ipfm.jp 

をご覧下さい。 

 

有料版は、第 7～10章の内容が追加されます。 

http://ipfm.jp/


 

 

 

 Flash Marketing 【無料版 1.1】 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Marketing 

フラッシュマーケティングが店舗ビジネスを変える 

激増する GROUPON型ビジネスの可能性、そして未来 

2010年 12月 24日 無料版 第 1.1版発行 

 

著者    ： 谷内ススム、宮原智将 

発行人   ： 谷内ススム 

発行・販売 ： 株式会社イノベーティブプラットフォーム 

        http://ipfm.jp 

本書は著作権法上の保護を受けています。 

本書の一部、あるいは全部について、いかなる形においても、株式会社

イノベーティブプラットフォームの文書による許可無くこれを利用する

ことを禁止します。 

Copyright Susumu Taniuchi, Tomoyuki Miyahara. All rights reserved. 

http://ipfm.jp/

	はじめに
	第１章 フラッシュマーケティングとは
	１．フラッシュマーケティング・サイトのサービスの特徴
	１）消費の前にチケットを購入する必要がある
	２）購入のための期間が限定されている（通常１日）
	３）取引成立のための最少人数が決まっている （ツアー旅行の最低履行人数の様なもの）
	４）割引率が高いものが多く、50%を超えるものが一般的、80%オフも
	５）特定の業種に限った紹介ではなく、一般的には1day 1area 1deal 形式で様々な業種が紹介される


	第２章 急激なフラマ・サイト・ブームと戦国模様
	１．新規参入企業の急増
	２．既存大手企業の参入
	３．米国GROUPONの日本市場への参入
	４．これから参入する可能性のある企業

	第３章 主要各社のプロフィールと１ヶ月間のディール分析
	１．主要各社のプロフィール
	１）Piku（ピク）
	２）PREPON（プレポン）
	３）Qpon（キューポン）
	４）KAUPON（カウポン）
	５）食べログチケット（タベログチケット）
	６）オールクーポンジャパン
	７）ドリパス
	８）Qpod（クーポッド）
	９）ポンパレ

	２．ある１ヶ月間のディール分析に見る熾烈な戦い
	１）この１ヶ月間の売上ではQpodが最大シェアで58%、 2位以下を大きく引き離す
	２）Qpodの勝因はディール数の多さ、 広告露出と紹介キャンペーンによる会員の拡大
	３）ディールの分野については、飲食のディール数が7割を占める
	４）ディール分野別の平均価格、平均チケット販売枚数
	５）各社のツイッター活用状況


	第４章 フラマ・サイトがユーザー（店舗等の利用者）に提供する価値
	１．今までに無かった形で、ユーザーに新しい消費経験を 提案する
	２．「いくら何でも50%オフは裏があるんじゃないの」 という声との戦い
	３．米国ではGROUPONがシティ・ガイドに
	４．フラマ・サイト中毒が発生する仕組み
	５．フラマ・サイトのユーザー・イメージ
	６．有望なターゲットとしてのシニア層
	７．ユーザー調査に見るユーザーのサービス利用状況
	１）直近3ヶ月であっても複数回購入している割合が約半数
	２）友人や家族の分をまとめ買いしている人も約半数
	３）チケット購入者の内、32%が実際に使うまでに不満を感じた
	４）利用経験者の満足度は高い。やはり最大の決め手は価格


	第５章 フラマ・サイトがクライアント（店舗等）に提供する価値
	１．新規顧客の集客を従来にないインパクトで、 従来にない成功報酬型の価格体系で提供
	２．消費にアクティブな顧客を一気に動員
	３．副次的な広告効果
	４．対価の明確さ、クーポン利用時期と配布量の コントロールが可能なこと
	５．フラマ・サイトは新規顧客の集客手法として 本当に効率的なのか？
	６．業種によって、使い方には配慮が必要
	７．全般的にクライアントの利用満足度は高い？？
	８．全国チェーンの大手流通業の利用も増加。 GAPとのディールは大きな話題に

	第６章 フラマ・サイトの事業特性　～事業の特徴、エコノミクス、リスク
	１．フラマ・サイト事業の特徴
	２．日本のソーシャルメディアの現状
	３．フラマ・サイトのメディア活用の方向性
	４．ユーザーは、どうメディアを利用し、 どうコミュニケーションしているか
	５．フラマ・サイトのエコノミクス
	１）極めて資金負担の小さい事業
	２）売上拡大、利益率向上のためのオプション
	３）GROUPONは「深遠なる経済的イノベーションの代表」？

	６．フラマ・サイトのビジネスモデルはコロンブスの卵？
	７．フラマ・サイトの２大リスク
	１）実際に発生しているクレームの実態と、防止に向けた対策
	２）法務リスクは、景表法、資金決済法への対応にポイント



