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彼女すらいない僕がマーケティングという魔法を使って彼女＆奥さんができるまで

※記事のラフ

202X年 深刻な少子化問題により国会の決議で
35歳以上で結婚していない人は税金を多く納めないといけないことになった

or

彼女すらいないのに、まもなく国から徴収税がきてしまう、、、
そしてもうすぐ僕もその年齢になる

←イメージ

人物紹介：村本翔吾（ムラモトショウゴ）

バンドマンでYouTuber。なぜかオバサマとメン
ヘラに好かれやすく、純粋な恋愛はご無沙汰
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は～なんなんだよ、、、、マジで。。
誰がこんな法案通したんだよ、、、

←イメージ

社内ではそこそこ仕事をして後輩にも慕われているのに

20代ではバンドでたくさんの女性から
それこそ様々なアプローチとかもらっていたし

←イメージ

←イメージ
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なんでこんな自分に彼女いないんだろうか、、、

←イメージ

▲ウェマー‼編集長
SUMI

村本君、朗報だよ

なんか会社の経費で彼女＆奥さんを
作れる企画が発足したみたいだから
ちょっとやってみない？？

人物紹介：SUMI（スミ）編集長

ウェマー‼の編集長。川崎生まれ川崎育ち。子
小さいころから子守唄はもっぱらHIHOHOP
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え？？

マジっすか？

▲ 村本翔吾

▲ウェマー‼編集長
SUMI

そう、マーケティングという
魔法を使って彼女すらいない僕が
彼女＆奥さんができるまで、っていう企画
が通ったからね

ぜひやりたいっす！
てかこのままだと
政府から犯罪者扱いになって
しまうので、、、

▲ 村本翔吾

▲ウェマー‼編集長
SUMI

だね、でも必ず
マーケティングという
技を駆使して成功に至るようにしてね。

（マーケティング？？？）

あ、はい。わかりました！

▲ 村本翔吾
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▲ウェマー‼編集長
SUMI

とりあえず手っ取り早く
今っぽく、マッチングアプリから
やってみるのはどうかな？

マッチングアプリっすか？
今までの人生で
そんなのやったことないっすよ

▲ 村本翔吾

▲ウェマー‼編集長
SUMI

だから彼女すらできないんだよ
このクソが！

考えるより行動だよ

・・・なるほど

勉強になります

▲ 村本翔吾

▲ウェマー‼編集長
SUMI

とにかくこの辺のアプリから
やってみるのはどうかな？
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マッチングアプリ：Pairs（ペアーズ）

ペアーズに登録するには『Facebookのアカウント』、『携帯電話番号』、『メール
アドレス』のいずれかが必要です。

ちなみにFacebookを利用して登録すると、友達はペアーズ内でお互いに非表示になり
ます。そのため、利用していることを友達にバレたくない人におすすめの登録方法で
す。

Facebookで登録する際は、以下の条件を満たしている必要があるので確認してくださ
い。

18歳以上
友達が10人以上
交際ステータスが交際中・既婚ではない

上記条件に当てはまらない場合は、アカウントを利用したペアーズ登録は出来ません
。

アカウントを持っていない人は、Gmailなどのフリーのメールアドレスで新規登録を
すると良いです。

一旦、こちらから
登録してみますね。

▲ 村本翔吾
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なんだか登録面倒だな、、、
てか写真どうしよ、、、
顔出しやだな、、、

とりあえず顔出しとかなんとなく嫌だ
から何もなしでいくか、、、

▲ 村本翔吾

←イメージ

・・・・1週間後、、、
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やべえ、、、

全然メッセージこないわ、、、

▲ 村本翔吾

おはよ～村本君、どうしたの？

人物紹介：勝原 代表

鎌倉のWebマーケティング会社の社長で村本の
上司。最近はサーフィンにはまっており、
松崎しげる化が止まらない。

いや、あの、、、

SUMI編集長に言われて
恋愛×マーケティングの
企画をやっているんですけど
なかなかうまくいかなくって、、、

▲ 村本翔吾

そもそもどの辺がうまくいっていないの？

▲ WF代表 勝原

▲ WF代表 勝原
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恋愛出会い系アプリを
インストールしたんですが
女の子から全然
メッセージが来ないんすよね、、、

▲ 村本翔吾

そうなん？俺なんかソッコーで来るよ（ドヤ）

ちなみにどんな感じで登録しているの？
ちょっと見せてみて

あ、はい、

こんな感じなんですけど、、、

▲ 村本翔吾

！！！！！

こんなもんでメッセージなんぞ来るわけ
ないだろ！（殴る）

ぶべら！！

▲ 村本翔吾

▲ WF代表 勝原

▲ WF代表 勝原
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な、何するんですか、、、

▲ 村本翔吾

まず、そもそもマーケティングがなっていない。

（うるさ、、）

てか勝原さんが思う恋愛×マーケティ
ングって何なんすか？

▲ 村本翔吾

ビジネスも恋愛もすべて

3C分析から始まっているのよ

3C分析？？？？

▲ 村本翔吾

▲ WF代表 勝原

▲ WF代表 勝原
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まず、このアプリに登録している
女性たちにのニーズ＆ウォンツって
なんなのかリサーチできてる？

いえ、ちなみに
どのようにリサーチすれば
いいんでしょうか？

▲ 村本翔吾

女性たちのプロフィールと
登録している写真である程度の
ニーズ＆ウォンツがわかるのよ

こればかりはリサーチ量だね

リサーチ量、、、ですか

▲ 村本翔吾

3C分析とは？

市場分析（ニーズ分析）、競合分析（ライバル
分析）、自社分析（自分の立ち位置）
を決められれば必ず勝てるマーケティング手法

▲ WF代表 勝原

▲ WF代表 勝原
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たとえばこんな感じで
ブランドものや高級のお寿司や焼き肉など
ばかりアップしているということはこの出会い系
で金目当ての男性を探していると
仮説立てられるよね？

はい、確かにこんなの
ばかり上げている女子は
大っ嫌いです、、、！！

▲ 村本翔吾

だよね、、、

マーケティングの観点から言うと
まず市場にどういった人たちが
多いのか？からリサーチしていくべきなんだよね

ほう、なるほど

▲ 村本翔吾

▲ WF代表 勝原



013

まず、どんなタイプの女性が多いのか？
そして競合（ライバル）はどんな
写真とプロフィールを上げているのかを
リサーチするために、女性のアカウントで
男性のリサーチをしてみて

！！！

僕が女性のアカウントで？？
ですか？？

▲ 村本翔吾

▲ WF代表 勝原

そう、女性アカウントでログインして
男性陣がどんな写真とプロフなのかを
確認し、イケているであろう
写真とプロフをモデリング（パクる）
というのも一種の手段だよね

▲ WF代表 勝原

なるほど、、、

ちょっとやってみます！

▲ 村本翔吾
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ふむふむ、男性陣ってほとんど
写真載せていないし、プロフも
適当だな、、、これじゃあ
不信感しか募らないよ、、、

▲ 村本翔吾

でしょ？競合のリサーチって大事だよね
じゃあ、それらを踏まえて自社の立ち位置は
どうしたらいいかな？

はい、写真をしっかりしたものを
アップして、プロフも
しっかり記載した方が信用され
やすいですよね？

▲ 村本翔吾

その通り！

だから早速写真撮ってきて

はい、会社の経費で
行ってきます！

▲ 村本翔吾

▲ WF代表 勝原

▲ WF代表 勝原
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・・・・

ま、いいか

▲ WF代表 勝原

マッチングアプリ：Pairs（ペアーズ）

1000万人が利用する国内最大級の恋活・婚活マ
ッチングアプリ「Pairs」

恋人成約率、成婚率ともに日本一に輝く

次回以降は

・写真のABテストについて
・ペルソナマーケティングについて
・ブランディングについて
・ラポール（信頼構築）について
・リストマーケ（接触頻度が好感度を上げる）について
・ドアインザフェイス&フットインザドアについて

次回に続く、、、、


