
LINEのID連携率は約90％！ブロック率10％以下を維持する
コスメセレクトショップのLINE公式アカウント活用法

目的

施策

効果

・DMの送付コストを削減したい

・会員登録の工数や負担を軽減したい

・「LINE Front-end Framework（LIFF）」を利用しzzzz、

会員情報とユーザーのLINEアカウント連携を推進

・LINEアカウント連携をしたユーザーには、メッセージのセグメント配信を実施

・自社開発でデジタル会員証をLINE公式アカウント上に実装

・ユーザーの利便性を向上し、店頭スタッフが丁寧な案内を続けた結果、
アカウント連携率は約9割を記録zz

・友だち数が4万人（2022年7月時点）を突破し、ブロック率は10％以下、
開封率は60％以上を記録

・メッセージ配信のクーポン経由で来店を促し、店頭での売り上げに貢献
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宮城県仙台市を中心に展開するコスメセレクトショップ「Perfumerie Sukiya」（株式会社粧苑

すきや）では、LINE公式アカウントをマーケティング施策の一環として活用しています。

同社の由佐憲靖氏（以下、由佐氏）と竹中 陸氏（以下、竹中氏）に、LINE公式アカウントの活

用ポイントやその成果について話を聞きました。
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「当社では2019年からオンライ

ンショップも開設していますが、

売り上げの9割以上は実店舗によ

るものです。店舗スタッフが対

面でお客さま一人ひとりの声を

聞いて、悩みや要望に沿った商

品の説明を丁寧に行い、購入に

つなげています」

創業から変わらずユーザーとの

コミュニケーションを大切にす

る粧苑すきやでは、これまで販

促施策には主にDMを利用してき

ました。しかし、最大で年間30

万通にも及ぶDMの送付コストは

膨大で、コストの削減が長年の

課題となっていました。

「実はかなり前から、DMより費

用対効果の高いコミュニケー

ションツールとしてLINE公式ア

カウントに注目していました。

しかし、複数のブランドの取り

扱いをしている当社の形態上、

実際に運用するのは難しいと

思っていました。例えば、Aブラ

ンドのユーザーにBブランドの商

品情報を届けてしまうと、Aブラ

ンドからのクレームにもつなが

りかねません。そのため、ブラ

ンドや店舗ごとに厳密にセグメ

ントを設定し、メッセージ配信

できるようにすることがLINE公

式アカウント導入の絶対条件

でした」（由佐氏）

そこで同社はLINE社が提供す

るウェブアプリプラット

フォーム「LINE Front-end 

Framework（LIFF）」を利用

して、同社が保有する会員情

報とユーザーのLINEアカウン

ト連携を検討。自社開発で

LINE公式アカウントの機能を

強化し、2019年夏頃から本格

的な運用をスタートしました。

「当社の会員情報とLINEアカ

ウントの連携により、例えば

『1年以内にAブランドの化粧

水を買ったユーザー』だけに

メッセージを配信できるよう

になりました。既存のPOS

（販売時点情報管理）データ

とも連携をしたので、ブラン

ドや商品だけでなく、販売店

舗、購入日時、金額、接客し

た販売員などの細かい組み合

わせのセグメントでメッセー

ジを配信し、One to Oneのコ

ミュニケーションが実現でき

ました」（竹中氏）

また、同社はこれまでプラス

チックの会員証を利用してき

ましたが、独自にLINE公式
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デジタル会員証の実装や

会員登録の工数削減で、

LINEアカウント連携率約

9割を達成

宮城県仙台市に本社を置く株式

会社粧苑すきや（以下、粧苑す

きや）は、創業77年の老舗コス

メセレクトショップです。同社

はブランド誘致を得意とし、こ

れまで「L'OCCITANE」

「NARS」「JILL STUART」な

ど、多くの有名化粧品ブランド

を東北エリアのコスメセレクト

ショップで初めて取り扱いをし

てきました。“地域密着”を経営

理念に掲げ、現在、

「Perfumerie Sukiya」の店名

で仙台市内に３店舗を展開。

Perfumerie Sukiyaのマーケ

ティング戦略を統括する由佐氏

は、同社の戦略方針について次

のように話します。

「Perfumerie Sukiya」の店舗外観
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軽減され、アカウント連携率も

高い数値を記録しています」

（由佐氏）

ブロック率は10％以下、

開封率は60％以上。「熱

量の高い友だち」が集ま

る

LINE公式アカウントの運用開始

から約２年。友だち数は着実に

増加を続け、2022年7月現在で4

万人を突破しています。その秘

訣について、由佐氏は「友だち

を集めるには、店舗スタッフに

よる声掛けが最も効果がある」

と話します。

「LINE公式アカウントの運用開

始前、約120人いる店舗スタッ

フとメーカー派遣スタッフ全員

に、LINE公式アカウントの活用

の意義や購買データ取得の必要

性などを徹底的にレクチャーし

ました。その甲斐あって、店舗

スタッフ一人ひとりが、友だち

集めの重要性を理解したうえで

お客さまに案内を行っています。

それが右肩上がりで友だちが増

え続けている一番の理由だと思

います」（由佐氏）

もちろん、友だち追加を案内

する際には、ユーザーにどの

ようなメリットがあるか訴求

することも忘れません。LINE

公式アカウントから会員にな

ることで、特典としてサンプ

ル品がもらえるほか、ポイン

トアップなどのお得な情報や

新製品情報が定期的に届くこ

とを丁寧に説明しています。

こうしたユーザーに寄り添っ

たコミュニケーションは、配

信するメッセージの開封率の

高さにもつながっています。

「メッセージの配信頻度は月

に10～15回ほどで、クーポン

やポイントアップなどのユー

ザーベネフィットがある情報

を中心に配信しています。例

えば直近でいうと、20日間限

定で使用できるクーポンを約

３万4,000通配信しました。そ

の際の開封率は60％以上、配

布したクーポンの使用数は約

4,300件を記録しました。平均

して1日200人以上がメッセー

ジを見て来店しているという

結果なので、売り上げへの貢

献もかなり大きいと感じまし

た」（由佐氏）

アカウント上で表示できるデジ

タル会員証も実装しました。

「お客さまの購買データを取得

するために、商品購入の際には

必ず会員証を提示いただきたい

のですが、これまで会員証を忘

れて来店される方も多くいらっ

しゃいました。そこで会員証の

デジタル化に踏み切り、LINE公

式アカウント上で新規会員証の

発行や会員情報の編集、保有ポ

イントの確認などもできるよう

にしています」（竹中氏）

LINE公式アカウント上の機能を

充実させ、ユーザーの利便性も

向上した結果、友だちとなる

LINEのユーザーID連携率は約9

割に上るといいます。

「これまで会員登録は、店頭で

申し込み用紙に必要事項を記入

してもらい、その情報を店舗ス

タッフがPOSシステムに入力を

するという仕組みで、お客さま

にとってもスタッフによっても

負荷がかかっていました。現在

は、原則LINE公式アカウントか

ら会員登録をしてもらうオペ

レーションにして登録と同時に

LINEアカウントが連携される仕

組みを構築したことで負荷が
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施策の効果分析を詳細に

でき、一歩進んだ反省が

できるのがLINEの魅力

現在、LINE公式アカウントの運

用は由佐氏を含め数名で行って

おり、「クリエイティブも自分

たちで制作し、昼にブランドか

ら情報が届いたら夜にはその内

容を配信するというスピード感

で運用している」と話します。

その一つ、リッチメニューも自

社でカスタマイズしています。

期間限定のクーポンやサンプル

プレゼントなどのボタンを目立

たせ、「オンラインストア」や

「会員カード」の基本メニュー

のボタンは小さめのサイズで配

置するなどの工夫と検証を重ね

ています。

「リッチメニューがやはり一

番多くのユーザーの目に触れ、

実際にクリック数も多いので、

配置はいろいろ試行錯誤して

います。LINE公式アカウント

の良いところは、さまざまな

データを検証しながら自分で

改善できるところだと思いま

す。例えば、DMでキャンペー

ン施策を実施して、期待外れ

の成果で終わったとき、そも

そも送付したDMが読まれてい

ないのか、あるいはキャン

ペーン内容の魅力が不足して

いたのか、その理由を判断す

ることができません。しかし、

LINE公式アカウントであれば、

例えば『開封率やクリック率

が高いものの、参加率が低

い』というデータから、キャ

ンペーン内容が魅力的でな

かったという判断ができます。

一歩進んだ反省をして、次回

の施策に生かせるのもLINE公

式アカウントの魅力です」

（由佐氏）

ブロック率が低いのも同社の

LINE公式アカウントの特徴で、

年間を通じて約10％以下、時期

によっては５％を下回ります。

「メッセージの配信内容には、

効果が良いものと悪いものがあ

るので、効果が悪い配信が続い

てしまうと、ブロック率も上

がってしまいます。しかし、ス

タッフが対面で獲得している友

だちだけあって、基本的には当

社を利用していただいている熱

量の高いユーザーが集まってお

り、メッセージをきちんと読ん

でもらえているという実感があ

ります。単に友だち数を追求す

るのではなく、ロイヤルカスタ

マーとなってくれる熱量の高い

友だちをこれからも着実に増や

していきたいと思います」（由

佐氏）

メッセージ配信の一例

※お使いの画面とは見え
方が異なる可能性がござ
います
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コロナ禍が続き、未だ外出を控

えているユーザーも多い中、同

社の店頭での売り上げは着実に

伸びているといいます。

「LINE公式アカウントの集客効

果は本当に大きいと感じていて、

来店者へのプレゼントも、LINE

公式アカウントの導入前から

30％ほど数を増やして用意する

ようになりました。当社はこれ

からも地域密着の経営を続け、

仙台を中心に店舗拡大をしてい

くつもりです。今後、仮にユー

ザーが急増したとしても、LINE

公式アカウントであれば、DMよ

りもコストパフォーマンスに優

れた運用ができるはずだと期待

しています。また、会員証のデ

ジタル化も、国内の月間利用者

数9,200万人（2022年6月末時

点）を擁し、ほぼライフプラッ

トフォームと化しているLINEだ

からこそ決断できました。進化

を続けるLINE公式アカウントを

うまく使いこなし、デジタルと

『人の力』がうまく融合した店

舗運営をしていきたいと思いま

す」（由佐氏）

リッチメニュー（緑枠内）の配置
を試行錯誤し、効果を検証
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