経験 を販売する
著 T.B.
[ 販売手段 ]
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ー 獲得した会員をどのように維持する
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結ばせるのは危険だ。 これは顧客の満
足度や成功率を示す指標である継続率の

この “手のとどく果実” が最も重要なマー
ケティングターゲットとなる。
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記憶に残る経験をする前や “契約のため
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の書類手続き” をしている段階で、 友達
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を紹介してくれたら T シャツやウォーター

経験を販売するためには、 こちらが経験

トネスを経験させることで、 彼らにより高
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を生み出さなくてはならない。 具体的に
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売する。 割れやすい卵である大部分の

自動車会社のサターンを見てみよう。 サ

こちらから働きかけることなく、 記憶に残

人々にとって、 エクササイズは辛く、 退

ターンは、 割れやすい卵たちに対し、 購

るグループフィットネス経験をした会員が、

屈で、 恥ずかしく、 やりづらいものであり、

入前に 24 時間のテストドライブ経験をさ
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その結果として紹介者が自らやって来た

ー 紹介者を増やすには？

考えてみよう。 我々はエクササイズを販
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切り離せないものであるということである。
それゆえ、 グループフィットネスが、 シン

「あなたはラッキーです。 今入会すれば１

プルで、 楽しく、 効果的なものであれば、

回限りの割引が受けられます」 といった

友人から勧められた素敵なレストランに

これが記憶に残る経験を生み出す最も実

宣伝文句と共に、 6 段階もあるような複

行ったとしよう。 そのレストランに入った

途端、 店員が 『家に電話して来てくれる
よう宣伝するから友人 3 人の名前を教え
てくれ』 と聞いてきたら？ まだ席につい
てもいないし注文もしていない。 食事も来
ていなければ何も食べていない。 支払い
もまだだというのに…冗談じゃない、 と思
うだろう。
記憶に残るグループフィットネスを経験さ
せるシステムに投資し、 経験を販売する
ことで、 割れやすい卵たちを “熱狂的ファ
ン” に変えることができる。 “熱狂的ファン”
は、 施設そのものや業界のイメージも変
えることだろう。 無料のグループフィットネ
ス経営セミナーに参加してさらに知識を増
やすことをお勧めする。
（脚注）
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