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電子チラシの最新動向 
 

 

 

効果測定できない媒体は選ばれない時代 

2008年の秋は、大手テレビ局や大手新聞社の赤字が

伝えられた。新聞購読率の低下もあって、苦戦する紙

媒体の中でも優等生的な位置付けにあった折込チラシ

も需要が減少しつつあり、メディアとしての到達率低

下が懸念されている。 

朝夕刊セットの購読率は約30％まで落ち込み、折込

チラシを読む人の割合も約30％まで低下しているとい

う。単純計算すると、折込チラシを読む割合は、全世

帯の約10％まで低下している可能性がある。 

雑誌とラジオ離れも続いており、マスコミ４媒体や

折込チラシといった従来型メディアの苦戦が目立つ。 

一方ではインターネット広告や店頭などでクーポン

を使うようなプロモーションやモバイル広告は堅調

だ。ターゲットセグメントの容易さや、クリック回数

や発行枚数の把握、到達率の高さや消費行動への影響

度の大きさを実感できるメディアが選ばれやすい時代

を迎えている。 

広告主は、大衆への認知に広告費を投下するより、

細分化されたターゲットの消費行動に適したメディア

を選んで販促費と引き換えに売上増を狙う姿勢を強め

ている。 

 

チラシ売上を増やした２社 

こうした既存メディアにとって厳しい状況のなか、

2008年秋の第２四半期決算短信によれば、凸版印刷と

平賀がチラシ売上高を伸ばしているようだ。２社とも

理由に電子チラシサイトの貢献を挙げている。電子チ

ラシが紙チラシの売上高を誘発する実用段階を迎えた

と見てよいのではないか。 

凸版印刷の電子チラシポータルサイト「Shufoo!」は

350社、12,000店舗のクライアントを持ち、5,000万超の

月間PVを有するに至っている。 

「Shufoo!」は登録者のパソコンにチラシの発行を知ら

せることができ、ケータイからもアクセスできる。利

用者の商品別クリック回数もリアルタイムに把握でき

るので、掲載商品の商品別注目度の測定や開店前時点

での商品別売上動向予測が可能になった。 

 

従来の枠を超え始めたチラシ 

チラシの効果測定が可能になると、店舗では開店前

時点で商品の追加注文をして品切れロスを予防するよ

うな具体的な効果が期待できるようになった。 

電子チラシにはメーカーも大きな期待を寄せている

ようだ。例えば自社製品のチラシ掲載に対するインセ

ンティブとしての広告費を投下するような動きも増え

るだろう。 

大手流通各社はネットスーパーへの取り組みを具体

化させているが、2011年の地上波デジタルへの移行後

は、テレビでチラシを見てテレビで買い物を注文し、

スーパーが配達するシーンも想定されている。 

紙を基点にパソコン・ケータイ・テレビ・デジタル

サイネージなどへのワンソースマルチユース展開が可

能になったことで、チラシは新たな可能性を拓き始め

た。 

チラシは制作で印刷会社のノウハウの優位性を発揮

しやすいし、お茶の間へ入り込めるテーブルメディア

としての強みがある。広告主はこうした買い物の現場

に近い場所へ広告費を投下して消費行動に影響を及ぼ

したいと望んでおり、チラシと効果測定ツールを中心

に新たな展開が始まっている。 

 

以下は、2008年12月5日に開催されたプリンティン

グ･マーケティング研究会セミナー「電子チラシの最新

動向」における、凸版印刷の山岸祥晃氏による講演の

記録である。 
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「Shofoo!」に見る電子チラシの最新動向 

 

 

凸版印刷株式会社  

情報コミュニケーション事業本部 

メディア事業開発本部 事業推進部  

部長 山岸 祥晃 氏 

 

夢物語だった情報の取り方が現実になる時代 

はじめに、生活者の情報の取り方の変化を考えてみ

たい。まず、以前にボストンコンサルティングサービ

ス、NTTドコモ、Yahoo!の３社とセミナーをした内容

を、３社のご厚意で了解をいただけたので紹介したい。 

いくつかの映画のシーンを振り返ってみよう。例え

ば「シックス･デイ（2000年）」だ。朝、シュワルツェ

ネッガーが髭を剃るときにボタンを押すと、洗面台に

今日のニュースと「あなたの今日の予定」が表示され

る。 

トム･クルーズ主演の「マイノリティ･リポート（2002

年）」では、目の前の電子ペーパーにリアルタイムに情

報が入り、トム・クルーズが犯人だという記事がリア

ルタイムで流れ、同じバスの乗客が「あいつは犯人で

はないか」と気付く。 

同じ「マイノリティ･リポート」では、歩いているト

ム･クルーズの目の虹彩に反応して、目の前のデジタル

サイネージに彼の好きなギネスの宣伝が表示される。

また、虹彩でばれると捕まってしまうので、ヤカモト

という日本人の目をくり抜いて入れ替える。その後

GAPに行くと「ヤカモトさん、いらっしゃい」と言わ

れる。 

次は「アイ･ロボット（2004年）」だ。車を運転して

いるはずの主人公はハンドルを握っていない。パンフ

レットなどを見ていると、コンシェルジェが現れて「旅

行に行くなら」などと情報を提供してくれる。 

生活者がどのように情報を取るかという話だが、こ

のようなSF映画のシーンが携帯電話の進化などを通し

て次々に現実化している。電車の中では皆が携帯電話

を触っている。Eメールを使う人、NTTドコモのiチャ

ンネルやYahoo!モバイルでニュースや天気予報を確認

する人、テレビを見る人、ゲームを楽しんでいる人。

自身のスケジュールチェックをしている人もいるだろ

う。 

用途は人それぞれだが、映画の中の夢物語が次々に

現実になる時代を迎えていることは、次世代を考える

うえで欠かせない視点だろう。 

 

メディアはエリアとパーソナル重視にシフトする 

あるウォルマートの店舗には、生鮮食料品などの売

場単位にデジタルサイネージが設置され、絶え間なく

情報が流され続けている。デジタルサイネージの進化

は著しく、様々な研究会も立ち上がっている。デジタ

ルサイネージにカメラを設置して、見ている人の首を

上げた角度で見たか見ていないかを判定して認知の数

をカウントしたり、年齢や性別を識別して、その場の

客に応じた情報を表示する実験が行われるまでになっ

ている。 

ある携帯会社の事例を紹介したい。携帯電話会社は

契約者情報を持っているし、近年はGPS機能の発達も

目覚ましい。これらの技術を組み合わせると、様々な

可能性が開けてくるようだ。例えばコンビニ横の駐車

場に若い男の子たちが５～６人たむろしているとす

る。５分以上そこでおしゃべりしていると認識した瞬

間に、彼らの年代等に合わせたコマーシャルをコンビ

ニの壁面に映し出すようなことが実際に考えられてい

るという。実現もそう遠くない将来ということで、映

画で描かれた世界が次々に現実になってきている。 

こうして情報の取り方の変化を考えていくと、今後

はチラシもパソコンで、テレビで、携帯で、デジタル

サイネージで見られるように間違いなく変わっていく

はずだ。今までは新聞に折り込まれていたので朝自宅

山岸氏略歴：1984年凸版印刷入社。 

20年間印刷関連部門での営業に携わる。流通・代理店・メ

ーカーなど数多くの業種を担当する中で、いち早く画像の

DB化に着目してビジネス化。その経験を生かし、チラシ・

カタログのデジタル化と配信サービスを立ち上げる。 

現在は「Shofoo!」の責任者として各社との提携や新規事業

開発、講演など精力的に活動中。 
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で見ていたが、朝夕の通勤電車、オフィス、店舗、ベ

ッドの中などで「明日何を買おうか」とチラシを携帯

で見る時代が到来している。 

情報の流れ方も変化してきた。従来の上から降り注

ぐようなマスメディア情報に対して、これから重視さ

れるキーワードはエリアとパーソナルだと言われてい

る。刻々と変わり続ける状況を、こんなふうに認識し

ておこう。 

 

折込チラシの閲読率は10％近くまで低下か 

朝夕刊セット紙の定期購読者の世帯普及率は、2007

年時点で32％まで低下した。しかもニールセンの調査

によると、家に来たチラシを「よく見ます」または「見

ます」と答えた人は38％に過ぎなかった。つまり、世

帯普及率32％に見る確率38％を掛け算すると、理論上

は全世帯の10％前後しかチラシを見ていないことにな

る。セット紙だけでなく、朝刊だけに絞るともう少し

パーセンテージは上がるだろうが、時代が変わってい

ることに違いはない（図1）。 

しかも読者層は50代、40代が中心で、若い20代以下

の世代はあまり読まないので、新聞では若い層に訴求

できなくなってきた。20代は携帯電話の利用率が高い

ので、年代に応じた媒体の選択が大切になる。 

クーポンも情報の一つの形態だと思うが、利用者層

は意外に30代が も多い。女性は30代、20代、10代の

順番で、男性も30代が一番である。 近は百貨店、ぐ

るなび、タワーレコードなどで、携帯をかざしてピっ

とクーポンを入手する文化の定着してきたことが背景

にあるだろう。 

クーポンを もうまく活用している企業のひとつに

マクドナルドがあると思う。現在は東京地区を中心に

リーダーライターでかざして携帯電話画面を見せる形

にシフトしていて、今や会員1,000万人を超える巨大サ

イトに成長している。 

マクドナルドではクーポン提示と同時にオーダーも

できる。レジにリーダーライターがあり、クーポンを

かざすとオーダーにもなる。接客のオペレーションコ

ストは下がるし、お客様にとっては安くなるし、印刷

代が減ってマクドナルドの利益は上がるという、印刷

会社としては忸怩たるものがあるが、顧客と良好な関

 

 
▲図1 
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係を築きながら効果的な新しい販促ができているよう

に思う。 

 

ワンソースマルチユースで多様化に対応する 

新聞が もよく見られる時間帯は６時から８時で、

読まれる場所は自宅と職場が多いのは、揺るぎない、

変わらない事実だろう。 

一方、インターネットが特徴的なのは終日、どこか

らもずっと見られていることだ。携帯電話を経由して

万遍なく飲食店でも空港でも移動中でも図書館でもホ

テルでも、つまり、どこからでもネット経由で見られ

ている。このことは、ネットでつながっていれば、ど

こからでも物が買えることを意味している。電波が安

定的に届き、座る場所のある心地よい環境がありさえ

すれば、そこはどこでも買い場になりうるだろう。 

一方で、我々印刷会社に朗報は、英国スーパーマー

ケット 大手のTescoでさえ四半期毎に個人に合わせ

たクーポン、商品券、それから明細を紙で送っている

ことだ。会員情報誌も発行するなど、効果的な販促で

成功されているという。 

つまり、生活者の情報の取り方の変化に対応して、

情報の出し方を複数持たないと絶対に立ちゆかない。

パソコン、携帯、デジタルテレビなど、これから続々

と出てくるだろう新たな電子デバイスに対応し続けな

がら情報を出していくことがポイントになる。 

しかし、販促担当者が増え続けるメディアとデバイ

スすべてに対応し続けることは難しい。必要なのはワ

ンソースマルチユースであり、１個のコンテンツが媒

体ごとにうまく変換される仕組みだ。個別対応してい

たら、あっちとこっちの媒体で値段が違うなどの間違

いが起きるに決まっている。 

 

大手情報企業に見る戦略：①Yahoo!JAPAN 

こうした情報マクロトレンドの変化とは別に、次は

大手情報企業の方向性として、Yahoo!JAPANとNTTド

コモの動向を取り上げたい。現在、日本 大のポータ

ルサイトはGoogleではなくYahoo!JAPANである。彼ら

が目指すのは「ライフ･エンジン」であり、「生活や人

生を駆動する、推進する」コンセプトを持っている。

「インターネットを通していつでもどこでもお客様に

役立つサービスを提供し続けることが使命」と話され

ていた。 

話を聞き、私は認識を改めた。Yahoo!は日本中から

あらゆる情報を集め、トップページは1日平均16億ペー

ジビューにも達している。そこでYahoo!ショッピング

やYahoo!オークションを用意して、情報を集めて物を

売るような、情報を集めて解決するような形を目指し

ているのだろうと思っていた。 

しかし違っていた。「消費行動に貢献することを旨と

する」と言っている。つまり、「お客様の消費行動を変

えることのできるサービスを考えている」のだ。 

簡単に言うと、30分前までYahoo!を見ていた人が、

パソコンを閉じて買い物や旅行に行きたくなるよう

な、ユーザーに意識や行動を変えさせる何かしらの情

報を与えるためのYahoo!が目指されている。「Yahoo!の

中で買い物まで完結させようとは思っていない」と明

言されていた。 

 

消費行動支援を重視する 

Yahoo!にはグルメ、地域情報、電話帳、交通と実に

多種多様なコンテンツがあり、我々は「Yahoo!チラシ

情報(with shofoo!)」において提携している。彼らは地域

生活に必要なあらゆる情報を拡充する方針なので、で

きるだけ多くの情報を集めるというのは頷ける。 

また、消費行動の判断や意志決定に役立つ情報の付

加を重視している。集めるだけでは意味がない。ユー

ザーの判断を助け、行動を後押しし、意志決定に役立

つ情報を付加すると言っている。これは情報の性質に

ついてのスタンスだろう。 

リアル店舗の売上拡大を目指すとも言っていた。彼

らはバーチャル展開してはいるが、リアル店舗への売

上貢献が目的なのである。 

キーワードは「Yahoo!は引きこもりを作らない」こ

とだ。パソコンを１日中見て、そこで情報を得て買い

物して寝てしまうようなライフスタイルを、Yahoo!は

肯定しない。そういう若者を作るつもりは毛頭ないそ

うだ。「Yahoo!を見て外に遊びに行ってほしい。Yahoo!

を見て旅行に行ってほしい。Yahoo!を見て買い物に行

ってほしい」という、広告が本来あるべき姿が目指さ

れている。彼らの戦略は、消費行動の支援にポイント

があると思う。 

 

大手情報企業に見る戦略：②NTTドコモ 

次はNTTドコモである。同社は 近新しいサービス
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や機種を出しているので、テレビで山田社長をお見か

けする機会が多い。NTTドコモの出発点は携帯電話な

ので、 初はコミュニケーションから始まり、情報の

アクセス、そして生活支援と進んできた。 

2008年のテーマは行動支援であり、Yahoo!と同様だ

った。つまり、大手情報企業は行動支援を重視する傾

向にあるのだろう。2007年までは生活支援で「○○が

できる携帯電話」を作っていた。電話ができる、音楽

が聴ける、動画が見られる、買い物ができるといった、

「○○ができる」がキーワードであった。 

2008年は行動支援、つまり「○○してくれる携帯電

話」をキーワードに「iコンシェル」が打ち出された。

羊のイメージキャラクターで「ケータイがまるで執事

やコンシェルジェのようにあなたの生活をサポートし

ます」と謳っている。人々の欲する情報を先回りして

取得しておいて、適宜お知らせしていくサービスだ。 

例えば、「あなたがいつも乗る電車が遅れているの

で、早めに家を出たほうがいい」とか、「今日はあなた

がよく行くスーパーの特売クーポンがある」といった

情報を羊の執事が提供してくれる。店頭で携帯をかざ

してクーポンを入手すると、次回からは、 新のクー

ポン情報が届くようになり、羊の執事が「あなたがよ

く行くお店のクーポンが来た」と知らせてくれる。 

例えばスーパーでメロンが500円だとする。「安いか

ら買おうか」とは思うが、メロンだけ買いに行っても

仕方がない。そこで「他に何かあるかな」と思ってク

ーポンの下を見ると「チラシが見られる」と書いてあ

る。 

そこを押すとそのスーパーのチラシが現れるとい

う、これら一連の仕組みづくりは実は「Shufoo!」が担

当させていただいている。クーポン作成からサーバへ

のデータUp、チラシ表示などのすべてだ。NTTドコモ

の新サービス「ToruCa（トルカ）」でのクーポン作成の

一部もそうである。そこから「Shufoo!モバイル」の携

帯チラシにリンクされているといった流れである。 

 

効果測定できない媒体は選ばれない時代 

情報の取り方が変わるにつれて、おサイフも変わっ

てきた。企業の媒体費は大きく販促費と広告宣伝費と

いう２つのおサイフから構成されていると思う。 

１つ目は、従来通りのチラシやポスター、カタログ、

のぼりといった販促費あるいはSP費に分類されるもの

で、主に印刷会社や広告代理店が得意にする部分だ。

一方はテレビCMや新聞広告といったマスメディア４

媒体で、大手広告代理店が得意にする広告宣伝費の分

野である。 

おおよそ３兆円～3.5兆円規模のおサイフがある。か

つては明確に分類されていて、大企業では管轄部門ま

で違っていたものだが、 近はこれら販促費と広告宣

伝費が急速に混ざり始めてきた。 

クロスメディアとよく言われるが、メディアがクロ

スしたのか、おサイフがクロスしたのか、どちらが正

しいのかわからない。わかっているのはお金が売り場、

買い場に向かい始め、お客様との接点に近い場所にお

金が集中し始めていることだ。 

例えば店長は、実際に売上が期待できるとか、集客

が目に見えて期待できるといった、実感のある販促を

選んでお金を出す傾向を強めている。私がお付き合い

させていただいている様々な企業を見ていてもそうだ。 

インターネットが普及して、ワンクリックいくらと

いった具体的な効果測定の意識が芽生え、従来のチラ

シやテレビCMに対する疑念が強まり、効果測定できな

い媒体は要らない、という言い方をされやすくなった。 

 

従来メディアと新メディアの両立がカギ 

「Shufoo!」という枠組みの外側にはメディアとの補完

関係がある（図2）。ひとつにはWeb、もうひとつには

新聞・出版というペーパーオリエンテッドな媒体、そ

してテレビがある。 

新聞社の方のお話をうかがっていると、2008年の春

以降は広告が20％くらいというものすごい勢いで減っ

ているという。この傾向が続いたら2009年は半分に減

る懸念があるほどの事態だ。 

『週刊ダイヤモンド』が2008年９月22日号で「新聞没

落」というセンセーショナルな特集を組んだときは、

一瞬にして新聞社が色めきたった。12月６日号では「新

聞･テレビ複合不況」を特集していた。生々しい話が多

く、印刷会社を足した三つ巴で落ちていくような感覚

を覚えた。 

旧態依然のままではもう絶対にダメで、新しい消費

者像に対応し、クライアントが望む「手に実感の取れ

る」ような新しいプロモーションにシフトしなければ

ならない。 

それをどのように考えるか。一挙に紙のチラシが電
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子チラシに変わるわけではないので、多様な変化に万

遍なく対応する必要のある時代が来ている。従来の媒

体とうまく絡めながら新しいメディアを作ることの必

要性が高まっている。 

 

「Shufoo!」は日本最大のチラシポータルサイト 

「Shufoo!」の概要を紹介しよう。現在、約350法人、

約12,000店舗の顧客を持ち、月間5,000万超のページビ

ューがあり、日本 大のチラシ掲載数を誇る（図3）。

リクルートの「タウンマーケット」が２番手で、掲載

店舗数は8,000～9,000くらいのようだ。３番手は大日本

印刷の「オリコミーオ！」だが、苦戦が伝えられてい

るようだ。 

電子チラシサイトの特徴は主要掲載企業の顔ぶれを

見るとわかる。「タウンマーケット」との決定的な違い

は、「Shufoo!」がイオン、ヨーカドー、ユニクロという

各業種の代表的企業を網羅できている点だ。自慢では

なく、日本を代表する流通各社のかなり厳しい要求に

応え続けてきた結果との自負である。 

 例えばユニクロの採用基準は実に厳しい。「当社の自

慢は同じサービスを３ヵ月続けないことだ。常に新し

い提案しか考えない」というほどの基準である。採用

いただくのも大変だったが、採用後は毎月、「何か新し

いことはないか。紙のチラシを電子化して載せるだけ

なら誰でもやれるだろう」と、常に新しい何かを要求

され続けている。 

ヨーカドーやイオンも同様だ。「具体的にどんな効果

を期待できるのか。どうすればもっとお客様に効くの

か。ネットスーパーはどうすべきか」と。正直に言え

ば、電子チラシの代金はそれほど高いわけではない。

チラシの電子化費用だけでそこまで求めるのかと驚く

が、期待にはとても感謝している。 

彼らは日本の流通を実質的に動かしている人たち

だ。その彼らに、日々、難題を突きつけられてきた。

これから紹介する「Shufoo!」の様々な仕組みは、彼ら

の飽くなき要求に応えてきた結果と捉えて欲しい。 

 

「チラシカタログ宅配便」 

これはかなり早い段階で作った。個人情報不要でチ

ラシをパソコンに折り込む仕組みである（図4）。欲し

いチラシを「チラシカタログ宅配便」に登録しておく

と、 新チラシが毎日出てくる仕組みになっている。 

 
▲図2 
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何気ないRSSを使った仕組みながら、ユーザーからはと

ても高い支持を受けている。 

ジャスコはサービスカウンター付近に独自のパンフ

レットを置いて、「『チラシカタログ宅配便』を取ろう」

とプロモーションしている。私もカウンターを見て始

めて気付いた。凸版印刷で刷っていなかったので愕然

としたが、現在イオンのチラシは20数万台のパソコン

に届いている。 

ジャスコのチラシは毎週○曜日に来ると覚えている

人は多いが、創業祭や特別セールといった臨時のチラ

シを見逃す人はたくさんいるので、確実に告知するの

に便利だ。「ジャスコ○○店の情報が欲しい」と１度登

録してもらえれば、確実にチラシを希望者にお届けす

る。 

チラシの着信がパソコン画面上にいきなり飛び出し

てきて表示されるので、あとはたった1クリックしても

らえるだけでチラシ情報にたどり着けるという、日本

小クリック数の情報伝達システムだ。開封率は70％

を超えることがわかっている。 

我々印刷会社は、DMをいかに開封してもらうか、一

 
 

▲図3 

 

▲図4 
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生懸命にデザインなどを考えるので、開けてもらうこ

との難しさは皆さんご存知だと思う。この仕組みは自

分の欲しい情報とわかっているので開封率が高くなる

のだろう。企業と個人がつながる１to１の仕組みにも

なっている。 

 

 

「リアルトレンド」 

これは利用企業に提供する効果測定ツールで、お客

様がチラシのどこに興味を持って見たかを把握できる

（図5）。お客様がチラシの中で見ているのはジャガイモ

なのか、肉なのか、魚なのかなどがわかる。また、例

えばサンマが拡大された回数などの情報も取得するの

で、チラシ掲載商品の何が、どれだけ、という縦横の

 

 
▲図5 
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データがわかる。 

例えばユニクロは北海道から九州まで750店舗ある

が、北海道と九州では同じフリースでもクリックのさ

れ方に違いが出る。こうして店舗ごとの特性がわかる

と品揃えに役立てることができる。 

このツールを使った事例を２つ紹介したい。１つ目

は関西のあるスーパーだ。同じチラシを宝塚と神戸と

大阪で店名だけ変えて使っていた。 

リアルトレンドで見ると、宝塚と大阪の北西は千数

百人ずつが見ていたが、ほぼ同じ分布で同じ見られ方

をしていて思惑通りであった。ところが神戸だけは、

チラシで言われるZの法則に則った見られ方になって

いなかった。チラシで 良の場所にまったく見られた

形跡がなかったのである。 

後日、店舗から分析結果を教えてもらった。ウナギ

特集だったが、神戸店は近くに「ウナギと言えば絶対

ここだ」と誰もが認めるお店があり、スーパーのウナ

ギには目もくれない。神戸店ではウナギの特売に効果

のないことがわかったのである。 

 

開店前時点で売れ行き動向の予測が可能に 

ある店舗では、チラシのセールが終わるとチラシに

商品ごとの売上高を書き込んで次回以降に向けた反省

会をしていた。そこにリアルトレンドの情報を突き合

わせたら、興味深い結果を得ることができた。 

画面上で真っ赤になっていて、なおかつたくさん売

れた商品は、ネットでも見られ、お店でも実際に買わ

れた二重丸の商品だ。真っ白で、なおかつ売れなかっ

た商品は、人気がなくお店でも売れないダメ商品である。 

ところが、赤くなっているのに店舗で売れなかった

商品がある。こうした商品は今までは単にダメ商品と

思われていた。しかしリアルトレンドの情報から考え

れば、消費者が興味を示しているのに売れなかったと

いうことなので、要するに他店で買われた可能性が高

い。なぜ機会損失が発生したのか、興味を惹けたのに

売れなかったのはなぜか、ディスプレイや値段につい

ての分析が進む。 

時間帯にも特徴がある。「Shufoo!」は朝９～10時に

も多く見られる。チラシを折り込んだ日は店長が朝か

ら「Shufoo!」のリアルトレンド画面を見ていると、時

間に従って見る人が増えるにつれて画面が真っ赤にな

っていく様子がわかる。 

すると、開店前の時点でどの商品の注目度が高いか、

売れそうかがわかるので、店長が「Shufoo!で一番人気」

というようなステッカーをその商品に置いて回る。お

客様が自宅で「買おうかな」と思ってお店に行ったら

「Shufoo!で一番人気」と書いてある。「そうそう、私も

そう思った」というわけである。認知、興味から確信、

購買に変わる瞬間である。 

 

「Yahoo!チラシ情報(with shofoo!)」 

2008年３月にはYahoo!と提携した（図6）。想像した

くないが、この先、何が起こるかわからない。ある日

突然、「もう紙で刷ってはダメ」と言われる日が来ない

 

 
▲図6 
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とは限らない。チラシを圧倒的にたくさん見せるチャ

ネルづくりとして、「Shufoo!」のユーザーになれば

Yahoo!も使えるという道を開いた。必要な人はYahoo!

を通して「Shufoo!」をご覧いただける。 

 

「アクトビラ」と「インタラクTV」にも対応 

テレビへの対応も重視している（図7）。お茶の間の

一番大きな画面、あんな大事なところを逃すわけには

いかない。どれだけ「Shufoo!」が人気になろうと、「う

ちの奥さんが朝からパソコンを開いている姿なんて想

像できない」という店長はたくさんいる。しかしテレ

ビなら、連ドラを見た後にチェックできるだろうと、

2008年９月から「アクトビラ」のテレビポータルサー

ビスの公式メニューに参加した。 

続けて2008年10月には日本 大級のケーブルテレビ

ポータル、J-COMの「インタラクTV」でも見られるよ

うにした。現時点で、テレビの大画面でチラシを見る

人は少なくとも百数十万人いると見られている。 

 テレビに多くの機能がつながり始めている。ニンテ

ンドー「Wii」のCMでは「ネットにつなごう」と宣伝

している。「Wii」は既に1,000万台以上を出荷している

が、本質的にはテレビに接続してゲームを楽しむもの

だ。それが、なぜネットへの接続を目論むのか。ネッ

トにつなげば「Wii」のOperaが起動するので、定常的

に開かれればニンテンドーがポータルになり得る可能

性が見えてくるからだ。 

「アクトビラ」も同様だ。ネットへの接続が前提なの

で、「アクトビラ」を普及させてインターネットをTV

につないで「アクトビラ」をポータル化させる戦略だ。

どこが勝つのかわからないが、「Shufoo!」はこれらのす

べてに対応しながら、できるだけ見やすい環境を作る

ように心がけている。 

今は「アクトビラ」が大本命と言われる。テレビメ

ーカーの共同出資なので、2011年には１億台普及して

いるテレビのうちの7,000万台を「アクトビラ」対応に

すると宣言している。彼らは生産者なので、2011年に

は間違いなく「アクトビラ」というシールが貼られた

テレビが7,000万台出回るだろう。 

しかし、問題は「アクトビラ」も「Wii」もネットに

接続しないと見られない点にある。これをどのように

解決するかを巡った戦いになるだろう。その意味では

ケーブルTVにも勝機があるかもしれない。この三つ巴

になる。 

2011年にはデジタル放送への移行が決まっている。

リモコンのDボタンを押すと画面が小型化して文字情

報が現れる。私なら現時点ではプロ野球の結果と天気

 
▲図7 
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予報しか興味はないが、ここに例えばエリアのオトク

情報を出すことが可能になる。 

チラシのデータ量は重過ぎるので、現時点では載ら

ないと見られている。デバイスが進化する過程で解決

していくだろうが、現状でもチラシのフック情報を出

すことは充分可能だ。2011年にはテレビを使ってチラ

シ情報を皆さんのお手元に届けられるようになってい

るだろう。 

 

「Shufoo!モバイル」 

これは2008年10月にリリースしたばかりだ。パソコ

ン版「Shufoo!」に入会したお客様は自動的に「Shufoo!

モバイル」に入会する仕組みなので、いつでも好きに

無料で使っていただける（図8）。 

携帯電話の 大の利便性はGPS機能だと思う。出先

から買い物して帰ろうか、というようなとき、近くの

お店の情報を携帯で探すことができて（図9）、しかも

きれいにチラシを見ることができる。これについて、

先日、テレビ東京の取材を受けた。景気後退の中で、

消費者がどのように賢く情報を取っているかというテ

ーマであった。 

 

ワンソースマルチユースの実現 

我々のサービスの出発点は、顧客のチラシを

「Shufoo!」のデータベースに入れ、企業のホームページ

と「Shufoo!」のモールサイトにチラシを表示するサー

ビスであった。少しだけ費用を増やしてもチャネルを

増やしたいなら、オプションでYahoo!にも出せるし、

無償でテレビと携帯電話には自動的に出る。ワンソー

スマルチユースの仕組みが完成したのである（図10）。 

これを見た流通大手２社の役員は、奇しくも同じこ

とを言われた。「やっとここまでできるようになった

か」。そして、「それならチラシを出すだけではもった

いない。オトクな情報だけでなく、もっとたくさんの

情報を「Shufoo!」の中に入れるから、それをうまく引

き出していってほしい」という話に発展してきて、電

子チラシの枠を超えていく形になりつつある。 

 

 
▲図8 
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▲図9 

 

 

 

 
 

▲図10 
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電子チラシへの誤解と逆風 

現在、新聞社やテレビ局といったマスメディアが大

変苦しんでいることは前述した。「Shufoo!」は紙チラシ

の電子化が出発点だったので、事業立ち上げの際の

大の抵抗勢力は、実は凸版印刷であった。社内から「何

を考えているのか」と言われつつスタートしたが、リ

アルトレンドのようなツール開発は当初から計画に入

っていた。 

費用設定を低くしているのは、紙のチラシをより良

いチラシにするためのツールと考えているからだ。販

促費のほんの一部を割いてもらえるだけで、「リアルト

レンド」を使って今まで見えなかったものが見え始め

る。 

地域の人が欲する情報がわかれば、効果的なチラシ

を作ることができる。自分も半信半疑ながら、「一番売

れるチラシを作れる印刷会社になれるはずだ」と社内

を説得した経緯がある。 

二番目の抵抗勢力は新聞社であった。2004年頃、大

手スーパーとの連携が軌道に乗ってきた頃である。大

手新聞社に呼ばれ、大勢の人がいる会場に入った。会

場に入った瞬間、冷え冷えとした空気を感じた。身分

の高そうな方に「説明しなさい」と言われて一通りの

説明をした。 

終わって質疑応答になり、この方から「事業の調子

は？」と聞かれたので、「なかなかいい感じになってき

ました」と答えたら、「困ったもんだ」と言われてしま

った。販売店の集まりの、支社長ばかりが集まった中

である。 

この方に遠慮して質問もほとんどなかったが、会が

終わった後、私が下の階に下りたところで若い支社長

が３人ほど走り寄ってきて、「あのときは質問できなか

ったが、やはりこういう時代だと思う」と言っていた。

若い人たちはこれから新しい時代を担うので、否定す

るより取り込んでいきたいと言っていた。これが４年

前である。 

 

全国のメディア各社との連携へ 

2007年の秋ごろから風向きが変わり始めたのは、リ

クルートの進出が一因だと思う。同社は全国の新聞社

が得意にしていた就職、結婚といった地域の様々な情

報を吸い上げるような形でビジネスを成功させてき

た。新聞社はかなりの情報を吸い取られてしまい、「

後に残ったチラシ情報まで吸い取られるのか」という

危機感を生んだ。 

そこで見渡してみたら、「そう言えば凸版は紙を刷っ

ていた魂があるから裏切らないだろう」という変な信

頼感が生まれたようだ。我々もはじめから敵のつもり

はまったくなかったので、「古いペーパーオリエンテッ

ド同士、一緒にやりましょう」という雰囲気が醸成さ

れていった。 

「道新Shufoo!」は北海道新聞が「Shufoo!」のエンジン

を使って運営している。「河北Shufoo!」は河北新報社に

仕組みをASPで提供しているといった具合に提携が進

んだ。全国には48の新聞社があるので、私は全国を飛

び回って細かく話をし続けている。１社と何度も何度

も話をするので全国行脚の旅である（図11）。 

まさに新聞社はいま困っていて、新しい何かをする

必要に迫られている。自分たちの持つコンテンツであ

るお客様の情報を第三者に渡すのではなく、自分たち

のサービスとしてホールドして次世代のビジネスにつ

なげていかないと、新聞社に力はなくなるという強い

危機感がある。 

テレビ局も同様だ。12月１日に発表した「めんこい

Shufoo!」は、岩手めんこいテレビとの提携で、テレビ

局との提携第１号になった。提携ではないがテレビ新

広島とも協業している。 

折込チラシはまさにエリア密着型の情報なので、そ

のエリアを熟知する地方の新聞社との連携は、我々に

とって全国展開の１つの大きな方向性であり、こうし

た取り組みが集まっていけば、日本を横断する大きな

メディアになりうると考えている。 

 

広告宣伝費を視野に入れた取り組み 

さらに、もう１つ新しいモデルへの挑戦も始めてい

る。おサイフは２つあると言った通り、印刷会社は販

促費のほかに、３兆円くらいある広告宣伝費の分野も

視野に入れなければ、市場縮小に対応できなくなる。

ここを狙うと大手広告代理店とバッティングするが、

こういうご時世では仕方がない。 

例えば 大手の広告代理店も台所事情がかなり厳し

いので、今までは見向きもしなかった印刷をごっそり

取っていくようなことを始めたので、我々も困ってい

る。しかし宣伝広告費と販促費の境界は限りなくなく

なってきたので、我々印刷会社も宣伝広告費の分野で
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戦うというのではなく、新分野でのメディア開拓を進

めなくてはいけないと感じている。 

従来の「Shufoo!」は大手スーパーの電子チラシを掲

載し、それを見たお客様がお店に行くモデルであった。

しかしよく考えてみると、チラシというのは流通に出

入りするメーカーの商品の集合体である。 

例えば店舗では、「○○を○個買うと○○をプレゼン

ト」といったようなキャンペーンや試食がメーカー主

導で様々に展開されている。自社商品を売るための販

促だが、まずはお客様に来店いただくことが肝要だ。 

そこで、チラシの脇にボタンを作り、押すとメーカ

ーのバナー広告が現れるようにした。これが2008年10

月21日に発表したチラシにおけるメーカー用の広告フ

レーム「クロスShufoo!」である。 

「あ、こんなホームパーティーフェアをやっている。

お店に行ってみよう」という動機づけになる。流通に

も喜んでもらえるし、メーカーからも直接に多少の広

告費をいただけるモデルだ。流通の方に「せっかく流

通のフレームの上で展開したのだから、広告費の一部

は還元したい」と言った瞬間に、大手スーパー各社か

ら「早くやれ」と言われ、てんやわんやの状態だ。 

「クロスShufoo!」はメーカーの反応も上々だった。「こ

れはおもしろい。テレビ広告と違って、まさにお客様

が買おうと見ているチラシの近くに広告が出せる。」と

受け止めてもらえたので、非常に引き合いが多い。こ

のような形で我々も広告宣伝費の分野に手を付け始め

たところだ。 

 

テレビを舞台にチラシの場はさらに広がる 

これからはテレビの画面でチラシを見る時代が来る

話をしたが、そうなったらテレビでのお薦め情報やネ

ットスーパーはどのように変化していくだろうか。 

例えば「オトク情報」というボタンを押すと、全面

的にチラシが映っているテレビ画面がフェードアウト

して、「今日のオトク情報」がクローズアップされる。

さらに別のボタンを押すと音声が流れ、その食材を使

ったレシピなどが紹介される形が考えられている。 

テレビはインターネットとは違い、ふんぞり返って

見るメディアと言われるので、自動モードにするとテ

レビが勝手にチラシをスクロールして見せてくれた

り、いくつかのチラシを次々と選びながら見せる機能

などが必要になると考えられている。 

実は、既に「アクトビラ」にはチラシを一覧する機

能があり、自分のエリアに折り込まれているチラシを

 
▲図11 



26 

自動的にスクロールさせながら見られる仕組みがあ

る。 

「特売情報」を選べば特売の商品が出てくるし、ネッ

トスーパーでチラシに載っている商品を注文すれば、

お店の人が持ってきてくれる。私などは買い物をする

と、「こんな腐ったものを選んできて」と怒られたりす

るが、ネットスーパーなら自分が選ぶよりきちんと商

品を選んで送ってくれるような利点もあると思う。 

テレビ画面上のチラシから商品を選び、カートに入

れて注文するだけ、という簡単なネット通販が実現す

る時代も近い将来に実現するだろう。電子チラシは、

これまでの電子化してパソコンで見るという世界から

大きく変わっていくはずだ。 

 

媒体社と店とメーカーを全国ネットワークする 

現在、仙台方面で１つの実験をしている。まだ名前

もないが、流通の店頭に置けるサンプリングマシンと

デジタルサイネージと展示エンドを兼ねた機械だ。新

製品等のサンプルを配ることができ、商品陳列とデジ

タルサイネージによるPRもできる。 

例えば地域の新聞社と組み、フリーペーパーなどで

お客様にサンプルプレゼントをQRコード付きで訴求

する。携帯電話でQRコードを読み、来店いただいて変

わった什器に携帯電話をかざすとサンプルがもらえる

サンプル配布の自動販売機だ。中にはアンケートが付

いていて、回答すると買い物ポイントももらえる。 

サンプルを来店の動機づけに使ってお客様の来店を

促進し、お客様にはサンプルを渡してアンケートに答

えてもらい、ポイントを差し上げ、またお客様に買い

物していただこうというマーケティングツールだ。多

くのお客様からはご好評をいただき、ご利用いただい

ている。 

せっかく人が集まる機械なのだからと後ろにデジタ

ルサイネージと商品の展示台も付け、メーカーに商品

と広告のご提供をいただくモデルになっている。 

このように、我々は「Shufoo!」を通じて全国の店舗

をネットワークしてきた。そして、私は今も全国を回

って、新聞社やテレビ局も含めたさらなるネットワー

クの拡大を進めている。ナショナルブランドはもちろ

ん、地域ローカルブランドのメーカーも含めたサンプ

リングや、「クロスShufoo!」で関係ができたメーカーな

どと、さらなる協力関係を築いていきたい。この取り

組みを全国に広げたい。 

 

チラシの枠を超え始めた「Shufoo!」 

人は、家でいろいろな情報を事前に入手していたと

しても屋外に出ると、看板やデジタルサイネージ、モ

バイルなどを見るし、ウインドウショッピングをした

り、実際に商品を買ったりして刺激を受け続けていく

うちに、考え方も変わっていくはずだ。 

そうすると、出先でも情報をリセットできるメディ

アが必要になる。そして修正された新しい情報を入手

して買い物をする。家を出るときは「今日はカレーだ」

と勢い込んでいても、どこかでハンバーグの絵を見た

瞬間に「ハンバーグにしよう」と気分が変わることは

珍しくない。 

より良い情報をお客様に届け、より良いお買い物を

提案するためにすべてのメディアを連携させる。クロ

スメディアという言葉で表現されてはいたが、なかな

か１本筋の通ったものができなかった。しかし、ここ

に来てようやくチラシを媒介にした１つの形ができて

きたと手ごたえを感じている。 

チラシから始まった「Shufoo!」は、チラシの枠を超

えて情報コミュニケーションの進化に対応したワンソ

ースマルチユースに進化してきた。そしてサンプリン

グマシンなどマーケティングの分野や広告宣伝費の領

域に入ることができつつある。 

チラシの電子化をきっかけに、凸版印刷ではカタロ

グデパートの「パラリー」を始め、電車の中吊りでは

「電車deShufoo!」というちょっとおちゃらけたサイトも

始めた。 

ペーパーメディアは電子化の環境でどう位置付けら

れるかを常に考え続け、そしてどうやって店舗とメー

カーの役に立っていくかを考えながら、新しいコミュ

ニケーションを紡いでいくワンストップサービスをこ

れからも追求していきたい（図12）。 

 

質問：2008年11月10日発表の凸版印刷の決算短信には、

「商業印刷関連ではチラシは電子チラシサイト

「Shufoo!」との連動サービス等が寄与して順調に推移し

たほか、パンフレットやDM等の顧客コミュニケーショ

ンツールが増加した」とある。 

「商業印刷を含む情報ネットワーク関連の売上高は

前年同四半期に比べ7.5％増の7,640億円」ということ
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で、つまり商業印刷の売上高が増えたのは、「Shufoo!」

との連動サービスによると書いてある。「Shufoo!」はど

のような形で商業印刷関連のチラシ売上高を誘発した

のか。紙媒体の売り上げと「Shufoo!」との関係につい

て教えてほしい。 

 

山岸氏：「Shufoo!」の導入金額は非常に安いので、営業

マンにとっては企業へのドアノックツールの感覚だ。

「お宅のチラシを電子化しませんか」という形で提案を

持っていきやすい。 

「お宅のチラシがどのように見られているか知って

いますか？」と問う。「知っている」と答えられる方は

まずいない。そこで、まず電子化を導入してもらい、

リアルトレンドで見えた結果を提示して、「お宅のチラ

シにはこんな特徴がある」と指摘してあげる。 

すると「ここまでわかるのか」と喜んでもらえるの

で、「ここを改善すると売り上げが上がるのではない

か」といった話につなげていく。実際に昨年だけでも

数十億円のチラシ受注につながったような寄与があっ

たと思う。 

既にご注文をくださっている企業についても導入い

ただいて、「一緒により良いチラシを作ろう、そのため

にはもっとシステム化をしよう」という提案もさせて

いただく。アナログで作っていたチラシをシステム化

し、商品データベースをきちんと構築すれば、連動が

スムーズになる。 

こうした関係を構築していくと、従来は凸版印刷と

競合他社で半々、週ごとに受注いただいていたチラシ

の全部が凸版印刷に来たりする。システム化にはこん

な効能があると思う。 

 

質問：全国各地の新聞社と提携のために全国行脚され

ているとのことだが、新聞社だけでなく印刷会社との

提携や協力関係の可能性はあるのだろうか。 

 

山岸氏：新聞社との事業提携実績はかなりの数だが、

代理店制度もあるので新聞社以外にも多くの代理店企

業がある。我々１社で全国ネットワークはできないの

で、希望の企業に我々のチラシソリューションを提供

する形もありうる。 

先日は山陽折込広告センターが代理店になってくだ

さった。「このクライアントだけはうちが何十年握って

いるのだ」という会社さんにも、「一緒にやろう」と呼

びかけているところだ。 

 

質問：紙のチラシ市場をどのように捉えられているだ

 
▲図12 
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ろうか。また、チラシデータベースの構築について、

どのような構想をお持ちだろうか。お話しできる限り

でよいので教えて欲しい。 

 

山岸氏：紙のチラシ市場は一般に6,000～9,000億円程度

の規模があると見られるが、凸版印刷と大日本印刷の

２社を足してもシェアは20％にも満たないだろう。残

り80％以上のものすごく大きなパイを、たくさんの会

社が分け合っている構図だ。このような状況でチラシ

をたくさん集めようとしても、代理店制度でなければ

現実には難しいと認識している。 

チラシは基本的に新聞に折り込まれるので、全国の

折込センターに集約される。しかし、川上のエージェ

ントと一緒になって取るか、もしくは一番川下の折り

込みセンターと組むか、どちらが早いのかわからない。

従って、新聞社と折込センターの両方と一生懸命やっ

ているのが現状だ。 

ほかに、大手流通各社の本社は東京に集中している

ので、流通本社に営業をするのはもちろんだが、それ

以外の中小中堅企業も含めないと生活に密着した情報

にならない。従って、万遍なく色々なところと一緒に

なって完成させていこうと考えているところだ。この

ように網羅性について考えている。 

 

質問：現在の電子チラシ市場には、凸版印刷の「Shufoo!」

と大日本印刷の「オリコミーオ！」、リクルートの「タ

ウンマーケット」、ナビットの「毎日特売」の４社があ

ると認識しているが、山岸氏は電子チラシ市場の勢力

図をどのように見られているのだろうか。 

 

山岸氏：現在の電子チラシ業界において、紙のチラシ

をビジュアルで表示するサービスを展開する企業には

凸版印刷、大日本印刷、リクルート、セブンネットな

どがある。しかし全国展開は前の３社だけだろう。 

３社に絞って言うと、掲載店舗数は「Shufoo!」が№

１だ。「タウンマーケット」がクーポン誌『ホットペッ

パー』での経験と強い営業力を強みに伸びている。し

かし、「タウンマーケット」はファーストフードなどの

チェーン店などが多いので、「Shufoo!」とは方向性が違

う。大日本印刷が積極的に電子チラシ事業を展開して

いるとは聞いていないので、コメントは控えたい。 

ほかに「毎日特売」や三菱商事とサンケイリビング

新聞社、ニフティによる「シュフモ（2008年11月12日

発表）」がある。「Shufoo!モバイル」と名前は似ている

が、両者は決定的に違う。 

「毎日特売」と「シュフモ」はチラシを見せるシステ

ムを持たない。プレスリリースによれば「シュフモ」

は対象店舗数7,500店とのことたが、それはあくまでも

「○○が今日は○○円だ」というオトク情報が見られる

というもののようだ。 

チラシを掲載できないのは、企業と直接つながって

いないからだ。チラシの画像権利は企業にあり、掲載

には企業の了解が必要だ。「シュフモ」と「毎日特売」

は、独自のモニター隊を使って出回ったチラシのデー

タを打ち込ませて表示している。従って、チラシから

読み取ったデータが載っているということだ。 

我々は企業と直接つながっているので、例えば店長

からの急な「雨だから４時からタイムセールを打ちた

い」というリクエストにも対応できる。この違いは大

きいのではないか。 

 

質問：データや版だけを作り、紙のチラシを作らずに

「Shufoo!」に掲載依頼することは可能なのだろうか。こ

の点についてどのようなスタンスだろうか。 

 

山岸氏：実は、ここに「Shufoo!」のこだわりがある。

そのようなお誘いや依頼は数多くあった。目先の売上

に心が揺らいだこともあったが、一切受け付けていな

い。印刷製品を作るのは、あとでちょこちょこっと直

せばいいようなデータを作るのと訳が違うと思ってい

る。 

何度も確認してきちっと確定し、しかも内容的に練

り上げられたコンテンツが紙のチラシになるのだ。そ

こまで仕上がったチラシを「Shufoo!」にUPすることに

意味があると考える。前述したように、「Shufoo!」は紙

のチラシをより良いものにするツールとの位置付けで

ある。 

 

2008年12月5日プリンティング･マーケティング研究会セミ

ナー「電子チラシの最新動向」より（文責編集） 

 

 


