
LINE公式アカウントを活用して売り上げアップ！
ユーザーへの購入促進方法

目的

施策

効果

・きめ細やかなコミュニケーションを実現し、売り上げ増加につなげたい

・メッセージ配信によって、ユーザーの購入を後押ししたい

・ウェブトラフィックオーディエンスを用いて、カートに商品を入れたまま
購入に至っていないユーザーに購入を促すメッセージを配信

・ユーザーに合わせた情報を配信するため、オーディエンスデータを活用した
メッセージのセグメント配信を実施

・LINE公式アカウントから公式ECサイトへの誘導数が、全体の月平均35〜40％
を占める

・セグメント配信を行うことで、一斉配信と比較してROASが1.2倍向上

・他SNSと比較して、LINE公式アカウント経由の購入率は1.5倍高い数値を記録
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2021年3月に日本市場に進出した韓国発のセルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」

は、日本市場におけるマーケティング戦略の重要チャネルの一つとしてLINE公式アカウントを運

用しています。

ウェブトラフィックオーディエンスなどを用いたメッセージのセグメント配信を行い、ROAS

（費用対効果）や売り上げ増加などの効果を上げている「ohora」の取り組みについて、日本展

開支援を行う株式会社デジタルガレージの古屋仁俊氏（以下、古屋氏）と石川愛理氏（以下、石

川氏）に聞きました。
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一方、LINE公式アカウントは、

ユーザーときめ細やかなコミュニ

ケーションを実現するプラット

フォームと位置付けています」

（石川氏）

「ohora」がLINE公式アカウント

の運用を開始したのは、2021年6

月のこと。ちょうど「ohora」の

公式ECサイトがオープンしたタイ

ミングでした。

「日本で展開するにあたり、既存

のお客さまにアプローチする方法

としてメールマガジンを導入しま

したが、メールだけでは情報を届

けられるお客さまが限定的だと考

え、そこを補うチャネルとして注

目したのがLINE公式アカウントで

す。LINE公式アカウントは日本国

内で月間9,400万人（2022年12

月末時点）が利用し『ohora』の

メインターゲット層である20〜30

代の女性にもリーチできる点が評

価ポイントでした」（古屋氏）
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購入意欲の高いユーザー

と、LINE公式アカウント

でつながる

韓国発のセルフジェルネイルブ

ランド「ohora」は、2021年3

月に日本市場に進出しました。

中国や台湾、米国、欧州でも事

業を展開しており、インター

ネット事業を幅広く手掛ける株

式会社デジタルガレージが日本

での展開を担っています。オン

ライン（公式ECサイトや各種EC

モール）とオフライン（約70店

舗のバラエティーショップでの

販売）の両軸で展開する

「ohora」は、日本のネイル市場

では後発ブランドでありながら

も18〜49歳の女性を中心に人気

を集めています。

「ohora」が日本市場における

マーケティング戦略の中で重視

しているのが、LINE公式アカウ

ントやTwitter、Instagramの活

用です。

「どのチャネルでも新商品の告

知やイベント案内を中心にした

告知は行っていますが、中でも

InstagramとTwitterは情報発信

に加えてUGCを生み出すチャネ

ルとして活用しています。

株式会社デジタルガレージ
マーケティングテクノロジーカンパニー

ECコンサルティング部 石川愛理 氏
（「ohora」日本展開支援メンバー）

株式会社デジタルガレージ
マーケティングテクノロジーカンパニー

ECコンサルティング部長 古屋仁俊氏
（「ohora」日本展開支援責任者）

シールタイプで気軽に使用できることや、デザインのクオリティーの高さが人気を集める理由
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LINE公式アカウントの機

能をフル活用し、テキスト

で“親しみやすさ”を意識

LINE公式アカウント経由の売り

上げを向上するために行っている

のが、LINE公式アカウントを活

用した“カゴ落ち（買い物かごに

入れられたまま、購入まで至らな

い商品）”を防ぐための取り組み

です。

「ohora」のLINE公式アカウント

では、LINE Tag（※）のトラッ

キング情報を基にしたオーディエ

ンスデータ「ウェブトラフィック

オーディエンス」を活用し、”カ

ゴ落ち”ユーザーへ購入を促す

メッセージを配信しています。

※「LINE Tag」は、LINE公式アカウン

トやLINE広告による配信効果を計測す

る際に必要となる機能です。Webサイト

上に設置することで、どのくらいのユー

ザーが自社のサイトを訪問したのか、あ

るいは商品・サービスの購入に結びつい

たのかなどを計測することができます。

詳しくはこちら

「LINE Tagは、タグを活用して

細かいセグメント配信を行うこと

を目的に、ECサイトの全ページ

に設定しています。LINE Tagか

ら得られるデータをウェブトラ

フィックオーディエンスとし

て活用し、カートに商品を入

れたまま購入に至っていない

お客さまに対して、１日後に

購入を促すメッセージを配信

しています。購入意欲が高い

うちに、購入の後押しをした

いという意図です。将来的に

はこうした取り組みを拡大し、

きめ細かいOne to Oneのコ

ミュニケーションを実現して

いきたいと考えています」

（石川氏）

LINE公式アカウントの開設後は、

公式ECサイト上に友だち限定クー

ポンの案内を表示しました。これ

により、購入意欲の高いユーザー

をECサイトから自然に誘導し、

LINE公式アカウントでつながるこ

とができていると古屋氏は話しま

す。ほかにも期間限定のポップ

アップショップ開催時にノベル

ティーを配布して友だち追加を促

すなど、着実に友だち数を増やし

ていきました。他のSNSと比較し

ても速いスピードで、LINE公式ア

カウントの導入から1年ほどで友だ

ち数は約25万人にまで増えたそう

です。

「アカウント開設後、しばらくは

友だち数やブロック率の推移をKPI

として見ていたのですが、

『ohora』のファンや購入意欲が

高いユーザーをオーガニックで集

めることができているため、もと

もとブロック率は非常に低いです。

友だち数は公式サイトの訴求の有

無による影響が強いため、現在は

KGIにLINE公式アカウント経由の

売り上げ、KPIにROASを設定して

います」（古屋氏）

株式会社デジタルガレージ

LINE公式アカウントのメッセージで季節に
合う商品をおすすめ。テキストに絵文字を用い、

親しみやすさを出す
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ブを変更することで、ユーザーの

目に留まるようにしています」

（石川氏）

「ohora」では、あいさつメッ

セージやステップ配信、リッチメ

ニューの3つの機能を次のように

活用しています。

あいさつメッセージ

友だち追加をしたユーザーに対し、

初回利用時に使用できるクーポン

を配布して購入につなげています。

さらに「あなたにピッタリの情報

をお届けするため」とアンケート

の回答を促し、回答したユーザー

にはおすすめのネイル情報もコン

テンツとして配信しています。

導入当初からきめ細かなコミュ

ニケーションの実現を目指す

「ohora」では、「過去に配信し

たメッセージを開封したユー

ザー」や「メッセージをクリッ

クしたユーザー」を抽出して

メッセージを配信するなど、セ

グメント配信も積極的に展開し

ています。

例えば「セール開始を告知する

メッセージを開封したユー

ザー」を対象に、「最終日にリ

マインドメッセージを送る」と

いうセグメント配信は非常に効

果が高く、LINE公式アカウント

経由の売り上げやROASの向上に

も大きく貢献しているそうです。

「メッセージ配信は、1週間に最

低1回、多い時で週に3回ほど配

信しています。配信結果を週1回

のペースで振り返り、反応の良

かったメッセージの内容やクリ

エイティブ、テキストの打ち出

し方の知見を蓄積していきまし

た。あいさつメッセージやス

テップ配信、リッチメニューも

活用し、さまざまな情報を届け

るようにしています。実は、

リッチメニューからの購入が

LINE公式アカウント経由の売り

上げの中でも大きな割合を占め

ています。そのため、月1〜2回

の頻度でこまめにクリエイティ

ステップ配信

友だち追加をした直後のユー

ザーへ向けた配信には、「ス

テップ配信」も活用。例えば

「友だちになってから〇日後に、

ネイルの付け方やオフ方法を伝

える」「日本限定デザインの紹

介をする」など

のメッセージを配信しています。

リッチメニュー

Messaging APIを活用して「メ

イン」「ネイル」「ヘルプ」と3

つのタブを設けています。メイ

ンのタブでは一番大きなエリア

のクリエイティブをイベントや

季節ごとに切り替えた訴求を実

施。商品の情報へすぐにアクセ

スできるだけではなく、「12星

座占い」や「プロが教えるネイ

ルケア」など、ユーザーが気に

なるコンテンツも充実させてい

ます。

株式会社デジタルガレージ

パーソナルカラーに合わせた商品の紹介など、
ユーザーの心をくすぐるコンテンツを

提供している

カードタイプメッセージやリッチメッセージ
を用いて、ユーザーに役立つ情報や商品の紹

介を行っている
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公式ECサイトへの誘導につい

ても、全体の流入経路のうち、

月平均で35〜40％をLINE公式

アカウントが占めるなど、多

くの流入数を得ています。既

存ユーザーのリピート購入だ

けでなく、新規ユーザーの流

入経路にもなっているそうで

す。

最後に、今後のLINE公式アカ

ウント活用の展望について聞

きました。

「広告展開などを含めさまざ

まな施策を実行してきました

が、LINE公式アカウントは

トップクラスの成果が出てい

ると思います。引き続き強化

して運用していく方針です。

また、2023年はポップアップ

LINE公式アカウント経由の

売り上げが3倍に！ECサイ

トへの送客効果も

運用の工夫を重ねた結果、LINE公

式アカウント経由の売り上げは、

導入当初と比較して3倍まで増加し

ました。クーポンの利用に関して

も、LINE公式アカウントで配信す

る友だち限定クーポンの使用率は、

メールマガジンで配信するクーポ

ンに比べて20〜30倍の効果を得る

ことができています。

また、メッセージのセグメント配

信を行うことで、一斉配信に比べ

てROASが1.2倍に向上しました。

他SNSと比べて購入率も1.5倍を誇

るなど、きめ細やかなコミュニ

ケーションの成果が現れています。

株式会社デジタルガレージ

ストアなどのリアルイベントに

注力していきたいと考えている

ので、LINE公式アカウントを活

用したオンラインとオフライン

の連動企画も行っていきたいと

考えています」（古屋氏）

「現在はウェブトラフィック

オーディエンスを用いてお客さ

まの購入を後押しするような配

信を行っていますが、今後は商

品の再入荷通知や発送連絡に関

してもLINE公式アカウントで通

知できないか模索していく予定

です。また、お客さまの会員情

報とLINEアカウントの連携を進

めることで、より配信の最適化

を図り、満足度をさらに高めて

いけたらと思います」（石川

氏）

3つのタブの内容はすべて異なり、
情報にアクセスしやすいように

工夫している
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