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1◆はじめに

≪課題≫
（クルマに興味のない）大都市圏に住む若者をシ ル ムに誘引する（クルマに興味のない）大都市圏に住む若者をショールームに誘引する

例えば、若者の興味が高いと思われるコンテンツを活用したショールームを開発することも考えられますが・・・

漫画喫茶付きショールーム AKB48劇場付きショールーム

コンビニ付きショールーム

カラオケ付きショールーム

ゲームセンター付きショールーム

フットサル場付きショールームラ 付 場付

ｅｔｃ…

単に別のコンテンツと組み合わせただけでは単に別のコンテンツと組み合わせただけでは、

一時的に誘引できても、一時的に誘引できても、
顧客獲得に繋がらないのではないか？顧客獲得に繋がらないのではないか？

ショールームの従業員にとってショールームの従業員にとって
負担になるだけではないか？負担になるだけではないか？

上記のように“コンテンツによる 一時的なプロモーション”では、上記のように コンテンツによる 時的なプロモ ション では、
“ショールームへの誘引”は達成できたとしても、

その先にある「若者のクルマ離れ」という根本的な課題の解決にはなりません。



2◆ターゲットインサイトの考察

どうしたらターゲット（若者）が車に興味を持つのか？

実は、私たち（企画者）も「クルマ離れした若者」なのです。実は、私たち（企画者）も クルマ離れした若者」なのです。

「事故が怖い」

（運転の煩わしさ）

「電車で十分」

（交通網の充実）（運転の煩わしさ） （交通網の充実）

しかし、そんな私たちにもしかし、そんな私たちにも

「クルマって、アリかも」「クルマって、アリかも」と思った瞬間があります。と思った瞬間があります。

「他にお金をかけたいことがある」

（趣味の多様化）

「女性にモテるってこともないし」

（価値観の変化）

それは、それは、

「友人のクルマに乗せてもらった時」「友人のクルマに乗せてもらった時」

友人から、「この車はね・・・」なんて話を助手席で聞かされると、

「友人のクルマに乗せてもらった時」「友人のクルマに乗せてもらった時」

友人から、 この車はね 」なんて話を助手席で聞かされると、
不覚にも（？）、「クルマって、アリかも」と思ってしまうのです。



3◆プロモーションの考え方

友人の車に乗せてもらう ≒ 「試乗」体験友人の車に乗せてもらう ≒ 「試乗」体験

【クルマに乗せてもらった時の心理（仮説）】

このクルマって
足回りが

いいんだよね！

聞いてみてよ！
エンジン音が
静かでしょ！

カーナビを
新しいやつに

変えてみたんだ！

〈友人〉

足回りが違うと
乗り心地が

【クルマに乗せてもらった時の心理（仮説）】
友人の車の場合

（クルマへの関与度低）（クルマへの関与度低）

クルマって
乗り心地が
いいかも・・・

いいんだよね静か ょ変 みたんだ

〈〈自分の心の声自分の心の声〉〉

さすがハイブリッド
環境にも優しいし
音も静かだし！

最新のカーナビは
3Dで案内して

乗り心地が
違うな！

クルマへの関与度に
関わらず、同じような

≒

自分だったら
どんなクルマを
選ぶだろう？これなら迷子

にならずに目的地に
着けそうだな

いいかも・・・

サ ペ シ がイブリ ド車なら

〈販売員〉

3Dで案内して
くれるんだ！

〈〈お客様の心の声お客様の心の声〉〉

関わらず、同じような
状況が発生する！

サスペンションが
良いので衝撃を
吸収してくれます

ハイブリッド車なら
エンジン音も
静かなんです。

最新のカーナビを
搭載しています！

「試乗」体験の場合

（クルマへの関与度高）（クルマへの関与度高）

心理的、物理的に近い関係でクルマの魅力を語られることで、心理的、物理的に近い関係でクルマの魅力を語られることで、
クルマに対するマインドシェアが自然と高まり、クルマに対するマインドシェアが自然と高まり、

『『クルマって、アリかもクルマって、アリかも』』という“キモチ”になる状況をという“キモチ”になる状況を
プロモーションによって作りだすことが解決の糸口になると考えました。プロモーションによって作りだすことが解決の糸口になると考えました。



4◆プロモーション設計時の留意点

◎心理ハードルを低減する◎心理ハードルを低減する

“販売”を前面に出すと、ターゲットは強力なセールスを予感します。

試乗者は確固とした購入検討層のみに狭まってしまうため、あくまでもターゲット自身

に『『ちょっと乗ってみてもいいかもちょっと乗ってみてもいいかも』』程度に思わせられる程度に思わせられることが重要です。

◎口コミにつながる仕掛けを付加する◎口コミにつながる仕掛けを付加する◎口 ミに ながる仕掛けを付加する◎口 ミに ながる仕掛けを付加する

施策自体にニュース性をもたせることで、プロモーション自体を体験すること、目撃する
こと、体験した人の話を聞くこと全てが人に伝えたくなる人に伝えたくなるような仕掛けが必要です。

試乗機会の提供により、体験機会の量的なボリュームを拡大
するとともに、量だけではない露出の工夫により、

プ従来のプロモーションとの差別化を図っていきます。



5◆プロモーション施策案

史上初。試乗型無料タクシー

『『トヨタクトヨタク』』初乗り０円初乗り０円 迎車も可能迎車も可能

最新設備最新設備 クルマのクルマの
相談無料相談無料

最新設備最新設備
相談無料相談無料



6◆施策内容詳細

【企画概要】【企画概要】
乗車希望者を最寄りのショールームがある街まで送り届ける無料のタクシー。

走行エリアは若者の集客力の高い繁華街を中心に走行し、ドライバーは若者に親近感を持ってもらうために
若手のドライバーを起用。車内では簡単なアンケートやクルマについての情報や知識などを案内する。

《走行エリアイメージ》

行き先によって車種が異なり、
エリア毎に走行する。

行先：池袋トヨペット kengo

池袋トヨペット

行先：池袋トヨペット
車種：PRIUS ｔｗｉｔｔｅｒと連動ｔｗｉｔｔｅｒと連動

g
ただいま靖国通りを通過中。
http://×××
5 minutes ago

新宿カローラ

行先：新宿カローラ
車種：NOAH

居場所をtwitterで10分ごとに自動でツイートする！

《オプシ ン トヨタクリムジン》

・走行エリア内で手を挙げた
お客様を拾う。

・降車場所は最寄の街に
あるショールーム前。
ただし、ショールームへの

市ヶ谷カローラ

行先：市ヶ谷カローラ

《オプション：トヨタクリムジン》

無料のトヨタクとは別に有料（迎車代のみ）の
「トヨタクリムジン」も用意。
購入見込みの高い客の発見につなげるとともに、
話題喚起／注目獲得をねらう。

ただし、ショ ル ムへの
来場は任意とする。

・社内では簡易アンケートに
回答していただく。

渋谷トヨペット

行先：市ヶ谷カロ ラ
車種：ESTIMA

話題喚起／注目獲得をねらう。

行先：渋谷トヨペット
車種：VOXY



7◆プロモーションの期待効果

●クルマに対する興味 関心を持 て乗車に至 た人に対しては
高

●クルマに対する興味・関心を持って乗車に至った人に対しては・・・

購入見込みの高いお客様の発見につながる。
試乗会さながらの商談スペースとして活用できる。

「今ならこのカーナビが
オプションで付きますよ」
「どうです？この車種は
走り出しが非常に

コアターゲットコアターゲット

走り出しが非常に
スムーズなんですよ」

●クルマに対する興味・関心を持たず乗車に至った人に対しては・・・●クルマに対する興味・関心を持たず乗車に至った人に対しては・・・

プ
ロ
モ
ー
シ

通常ではアプローチしにくい層の見込み客発見につながる。
ターゲットが親近感を持つ若手ドライバーとの会話から、
潜在的なニーズを喚起する場をつくり出せる。
「クルマ＝トヨタ」という意識づけを図り トヨタに対する好感を醸成できる

コアタ ゲットコアタ ゲット

ョ
ン
へ
の
関
わ

「クルマ＝トヨタ」という意識づけを図り、トヨタに対する好感を醸成できる。
アンケートによって、潜在顧客の個人情報を得ることが出来る。

「最近のカーナビって
すごいんですよ」

「ご案内送っておくので、
良かったら見てくださいね」わ

り
方

「私も最初は車なんて
要らないと思って

たんですけどね・・・」

「私がご案内します
ので、ショールームに
入ってみませんか？」

●乗車まで至らなかった人に対しては・・・

アドカーとして「トヨタのクルマ」に対する注目を喚起できる。
ショールームの存在への意識づけができる。

「プリウスって
池袋に行くんだって」

低

識
「あ、トヨタクだ」
「渋谷ってトヨペット
あったんだ」



8◆ショールームに対するパーセプションの変化

《トヨタク体験前》 《トヨタク体験後》

移動だけなら電車で
十分。音楽聴きながら
移動できるし。

クルマでの移動ってクルマでの移動って
結構アリかも！結構アリかも！
車内で良い音の音楽も聴けるし。車内で良い音の音楽も聴けるし。
他にはどんな装備他にはどんな装備
があるのかな？があるのかな？

クルマってよく分からない

があるのかな？があるのかな？

ふーん。クルマってふーん。クルマって
に意外に楽しそう！に意外に楽しそう！

「ちょっと「ちょっと
ショールームにもショールームにも

クルマってよく分からない。
どんな種類があるか
知らないし、選ぶのも
大変そう。

に意外に楽しそう！に意外に楽しそう！
色々な種類があるし、色々な種類があるし、
私にピッタリのクルマも私にピッタリのクルマも
見つかりそう！見つかりそう！

寄って寄って
みようかな？」みようかな？」
という自発的なという自発的な
キモチが発生！キモチが発生！キモチが発生！キモチが発生！

クルマの運転って
めんどくさい。
電車の方が時間通りに
着 だ

ドライブっていつもと違うドライブっていつもと違う
景色が見れて楽しいかも！景色が見れて楽しいかも！
自分で運転して、いろいろな自分で運転して、いろいろな
景色を楽しんでみた かも景色を楽しんでみた かも着くし乗ってるだけでいいし 景色を楽しんでみたいかも・・・景色を楽しんでみたいかも・・・

将来的なビジョン

・ショールーム内に待ち合わせスペースを用意し、トヨタク利用者を
シ ル ムに誘引しやすい環境を作る

待ち合わせなら、トヨタのショールームで。
「トヨタクで行くからショールームで
待ち合わせね」

ショールームに誘引しやすい環境を作る。
・将来的には、トヨタクで移動した生活者たちがショールームで待ち合わせを
するようになれば、生活インフラとしての親しみ易いイメージも形成することができる。



9◆その他のプロモーション展開案

【交通広告】 【パブリシティ】【交通広告】 【 ブリシティ】
・走行エリアの大型ターミナル駅毎に異なる展開のポスターを掲出。 ・若者へのリーチが見込めるＷｅｂ媒体を中心に発信。

《露出イメージ》
渋谷に行くなら、

トヨタクで。
新宿に行くなら、

トヨタクで。

Yahoo!Yahoo! googoo R25R25日経トレンディ日経トレンディ 日経ビジネス日経ビジネス

史上初。試乗型無料タクシー

『『トヨタクトヨタク』』

◎生活ニュースとして配信。

「無料で乗れるタクシーが登場？」

◎ビジネスニュースとして配信。

「トヨタがタクシー業界に参入！？」
「若者の車離れにトヨタが大胆施策」』』

◎エンタメニュースとして配信

「渋谷にVOXYが大量発生？」
「トヨタのショールームでドリンク飲み放題！？」

《新宿》 《池袋》

【キャンペーン】 【コンテスト】
・Twitterで「トヨタクなう」とつぶやいた人から
抽選で１名に車をプレゼント。

・街中を走るトヨタクの写真を送ってくれた方の中から
優秀作品を選出し、「トヨタ車で行く旅行」を進呈。

①走行中のトヨタクの写メを撮影して送信 ②優秀作品にはレンタカー付きのkengo
旅行をプレゼント

kengo
トヨタクなう。 http://×××
5 minutes ago via Twitter for iPhone

抽選で1名様にプリウスをプレゼント！

ショールームは「身近な存在」、「便利な存在」というイメージや、トヨタは「若者にとって頼りになる存在」というイメージを形成。

「クルマを持つ」、という行為を、若者固有の意識として定着させます。「クルマを持つ」、という行為を、若者固有の意識として定着させます。


