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Ⅰ．問題の所在

顧客やサプライヤーといった他の関係者との

長期にわたる関係性を志向する関係性マーケ

ティングは，1980 年代，主としてサービスや産

業財取引の分野を中心に議論が行われていた。

その後，1990 年代に入り，関係性マーケティン

グは消費財取引の分野においても議論されるよ

うになった。

しかしながら，このような変化を単に研究対

象の拡大として捉えることは適切ではない。な

ぜなら消費財取引における消費者との関係性構

築・維持・発展には，サービスや産業財取引と

は異なる課題が含まれているからである。通

常，サービスや産業財取引においては，消費者

は限定されており，定期的なフェース・トゥ・

フェースによる業務の実行により，必然的に人

的な繋がりが深まるケースが少なくない。つま

り，サービスや産業財取引においては，通常の

取引の中に関係性を構築・維持・発展させると

いう特性が内包されている。

一方，消費財取引において，一般に消費者は

膨大な数に及ぶ。さらに小売業者においては個

別の消費者に対して，フェース・トゥ・フェー

スの対応が可能であるものの，消費財メーカー

は消費者と直接的に接する機会すらない。こう

した状況に対して，自社のホームページにおい

て，消費者との情報交換・消費者間の交流など

を目的とした，いわゆる eコミュニティの構築

やカスタマイズされた商品の直販などを通じ

て，消費者との関係性構築を図ろうとする消費

財メーカーの試みがよく話題になるものの，利

益に大きく貢献する成果はあまり見られない。

さらに，商品の直販により，従来その役割を担っ

てきた流通業者との関係性が悪化することも懸

念される。このように消費財メーカーにおける

消費者との関係性構築においては，サービスや

産業財取引，また小売業者が行う場合と比較し

て，格段の困難さが存在するといえる。

本論文においては，まず関係性マーケティン

グの消費財取引への台頭および実践における問

題点を指摘する。次に，メニコンによる小売業

者と連携した消費者との関係性構築の実践事例

について分析し，消費財メーカーによる消費者

との関係性構築における有効性と課題について

考察する。

Ⅱ．関係性マーケティングの消費財取引

への台頭と実践における問題点

AMA（American Marketing Association）は，

関係性マーケティングを，「マーケティング環
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境における顧客，ディストリビューター，サプ

ライヤー，他の関係者と長期的かつ信頼的，も

しくはそのどちらかの関係性を開発し，管理す

ることを意識的に達成しようとするマーケティ

ングである」と定義しており（Bennette 1995,

p. 242），近年，研究者のみならず実務家におい

ても，高い関心を集めるようになっている。関

係性マーケティングという用語を始めて用いた

のは，テキサス A&M 大学の教授であった

Berryである（Payne 2000）。Berry（1983）は，

銀行，飲食店，航空会社，通信会社などをサー

ビス企業と捉え，こうしたサービス企業のマー

ケティングにおいては，新規顧客の獲得にのみ

注力するのではなく，既存顧客の維持について

も重視すべきだと主張し，これを関係性マーケ

ティングと定義した。新規顧客を魅了すること

は，マーケティング・プロセスにおける単なる

第１段階にすぎず，関係性を固め，無関心な顧

客をロイヤルカスタマーに変容させ，顧客をお

得意様として取扱うこともマーケティングであ

ると言及している。

また，1980 年代のヨーロッパにおいて，ドイ

ツ，イタリア，フランスなどの研究者を中心と

した IMP（Industrial Marketing and Purchas-

ing Group）は，産業財取引を中心に研究を行い，

フィンランドやスウェーデンを中心としたノル

ディック学派においては，当初，サービス・マー

ケティングやサービス品質の分野を中心に研究

がすすめられた（Payne 2000）。IMPは調査を

通じて，産業財市場において売り手と買い手の

間に関係性が存在しており，こうした関係性が

技術・社会・経済的問題をともに扱う相互作用

プロセスから構築されることを指摘した

（Ha゚kansson and Snehota 2000）。ノルディッ

ク学派においては，サービスを中心に売り手と

買い手における相互作用による長期にわたる関

係性について活発な議論が展開された（Grön-

roos 2000）。このように関係性マーケティング

は，1980 年代に入り，特定の顧客との関係性が

強いサービスや産業財取引を対象として，本格

的な研究が始まった。その後，1990 年代以降に

おいては，消費財取引の分野にまで，研究範囲

が拡大してきている。

しかしながら，このような変化を単に研究対

象の拡大として捉えることは適切ではない。な

ぜなら消費財取引における消費者との関係性構

築・維持・発展には，サービスや産業財取引と

は異なる課題が含まれているからである。産業

財取引においては，顧客の数が消費財取引と比

べてはるかに少ないため，メンテナンスなどの

サービスをきめ細かく展開することが可能であ

り，しかも一度採用されると，それにあわせて

買い手企業の設備や業務がデザインされる（石

井・栗木・嶋口・余田 2004，pp. 387-388）。そ

うした場合，購入先の変更はスイッチングコス

トの上昇につながるため，取引は長期化する傾

向が生まれる。また，一般にサービス取引にお

いては，個別の顧客へのカスタマイズされた

サービスの提供が実践されており，業務におけ

る対面での会話を通じ，必然的に人的な繋がり

が深まる。その結果，サービスや産業財取引に

おいては，通常の取引の中に関係性を構築・維

持・発展させるという特性が内包されていると

いえる。

それに対して，通常の消費財取引においては，

取引そのものが自然発生的に関係性を強化する

ケースは，それほど多くはない。なぜなら，通

常，対象となる消費者は膨大な数におよび，継

続的取引を前提としないからである。しかも，

消費者は各々，性別・年齢・所得・地域などの

属性が異なり，単純に類型化することは困難で

あり，さらに消費者の購買行動においては，各

個人の嗜好により意思決定が行われる。

こうした問題点に着目し，Pine, Peppers and

Rogers（1995）は，ワン・トゥ・ワン・マーケ

ティングを提唱した。ワン・トゥ・ワン・マー
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ケティングでは，ITの双方向コミュニケーショ

ン技術とデータベースによって，顧客１人ひと

りのニーズや嗜好に関する膨大な量のデータを

蓄積し，ITとフレキシブル生産システムを活

用してカスタマイズされた商品やサービスを効

率的に提供することの重要性が強調された。こ

うしたワン・トゥ・ワン・マーケティングのア

イデアは，広く実業界においても普及し，多く

の企業が実践を試みているものの，その実態は

個別の顧客に対する接客，電話，DMなどによ

るセールス・プロモーションや会員への勧誘，

優良顧客への優遇サービスの提供にとどまって

いる。Fournier, Dobscha andMick（1998）は，

店内において後を付け回る店員，度重なる会員

への勧誘など，ワン・トゥ・ワン・マーケティ

ングを中心とした関係性マーケティングは，理

論的には素晴らしいものの，その実践において

は問題だらけであると指摘している。つまり売

り手が顧客を一方的に選別し，個別の買い手へ

一方向の差別化された情報発信を行っているに

すぎない。こうした個を特定した一方向のマー

ケティングの実践は，マス・マーケティングに

おけるテレビ，ラジオ，新聞，雑誌などの広告

と異なり，消費者にダイレクトに作用するため，

プライバシーの侵害といった不快感や嫌悪感を

与える場合も少なくない。また，過度の差別化

の実施は優遇されたサービスを受けることがで

きない消費者に対して強い不公平感を抱かせ

る。つまりワン・トゥ・ワン・マーケティング

を実施したことにより，以前よりも消費者との

関係性が悪化するという事態も生じてきてい

る。こうした短期的弊害に加え，現時点での優

良顧客に過度に注目するという視点は，長期的

視点に立ったマーケティングの実践を疎外する

弊害ももたらすといわざるを得ない。

Berry（1983）が，単に取引の一時点にのみ注

目するのではなく，顧客との長期にわたる関係

性を志向し，全社的対応を行うことと，関係性

マーケティングを定義して以来，「顧客との双

方向の情報交換を通じて，長期にわたる関係性

の維持・構築を実現する全社的取組」という概

念は，関係性マーケティングの本質として，多

くの研究者によって支持されてきた。しかしな

がら，広く実業界において実践されている関係

性マーケティングは，自社にとって既に利益を

もたらしている優良顧客層を対象として，個別

に一方向の情報発信を過度に行っているにすぎ

ない。よって，関係性の構築・維持への実現に

貢献せず，双方にとっての長期的利益を創出し

ているとは考えがたい。

さらに小売業者においては個別の消費者に対

して，フェース・トゥ・フェースの対応が可能

であるものの，消費財メーカーは消費者と直接

的に接する機会すらない。こうした状況に対し

て，自社のホームページにおいて，消費者との

情報交換・消費者間の交流などを目的とした，

いわゆる eコミュニティの構築やカスタマイズ

された商品の直販などを通じて，消費者との関

係性構築を図ろうとする生産者の試みがよく話

題になるものの，利益に大きく貢献する成果は

あまり見られない。それどころか，商品の直販

は，大きな潜在的リスクを抱えている。つまり

現在のところ，取引の市場規模が小さいことに

加え，過度な割引を行わない，もしくは一般に

流通業者と取引する商品は取り扱わないなど，

流通業者に大きく配慮しているケースが多く，

深刻な問題になっている事例は少ないようであ

るが，今後，ますます活発化すると考えられる

消費財メーカーによる消費者との関係性構築に

関する取り組みにより，消費者との関係性が深

まるほど，流通業者との関係性が悪化するとい

うパラドックスが顕在化し，深刻な問題に発展

してくると考えられる。

こうした新たな関係性マーケティングの課題

に対して，小売業者を活用した消費者との関係

性構築を実践するメニコンによるメルスプラン

消費財メーカーにおける消費者との関係性構築（大﨑） 3



の事例を分析し，消費財メーカーにおける消費

者との関係性構築の有効性と課題について考察

する。

Ⅲ．事例研究 メニコン：メルスプラン

メニコンが展開するメルスプランに関する情

報は，2005年５月 10日に名城大学にて開催さ

れた日経・経営講座における代表取締役社長で

ある田中英成氏の講演，およびその後，名古屋

市のメニコン本社にて，広報宣伝秘書部部長

青田誠司氏および経営企画室 MELS戦略企画

担当 杉本和弘氏，メニコン総合研究所主席研

究員 中嶋辰登士氏に対して実施した個別訪問

面接調査に基づく。

１．メニコン企業概要

メニコンの歴史は，創業者である田中恭一氏

（現会長）が 1951 年，日本で初めて角膜コンタ

クトレンズの開発に成功したことに始まる。コ

ンタクトレンズの開発・製造・販売および輸出

入を主たる業務とし，海外進出にも積極的に取

り組んでいる。国内における販売は，眼科隣接

の販売店・眼鏡店・コンタクトレンズ専門店経

由での販売に加え，直営の販売店における消費

者への直販も行っている。

メニコンの企業概要は以下の通りである。

会社名 ：株式会社メニコン

代表取締役社長：田中 英成

本社所在地 ：愛知県名古屋市中区葵三丁目

21番 19号

創業年 ：1951 年

資本金 ：17億 6,934万円（平成 15年

３月現在）

従業員数 ：902 名（平成 15年３月現在）

事業内容 ：コンタクトレンズ，眼内レン

ズ等，医療機器の製造・販売

および輸出入，医療品の販売

事業所数 ：58（国内），６（海外）

２．コンタクトレンズの製品特性

コンタクトレンズにおける新製品開発は，単

に微修正を加え，新たな名前をつけて新製品と

する場合は，もちろん，それほどの期間を要し

ないものの，新たな機能を保有する新製品の場

合，プラスティック素材の開発を原料メーカー

と調整しながら行い，新素材の安全性確認から

臨床試験・治験といった開発を経るため，通常，

10∼ 15年ほどの期間を要する。

メニコンは，今まで多くの世界および日本初

のコンタクトレンズを開発してきている。メニ

コンにおいて，こうした新製品が創出されてい

る要因として，まず自らコンタクトレンズを開

発した創業者の精神が現在も色濃く残ってお

り，前衛的に物事に取り組む社風に満ちている

ことが指摘できる。実際，製品化までたどり着

く研究の割合は 500 分の１ほどであるが，製品

化されず終わった研究においても，担当者が肩

身の狭い思いをするようなことはない。また，

研究者がニーズとシーズに常に関心を高めるよ

うに努めていることもあげられる。例えば，

ニーズについては単にコンタクトレンズだけで

はなく，社会全体の流行や動向に注目し，また

シーズについても関連する日本の学術雑誌のみ

ではなく，欧米のジャーナルにまで幅広く目を

通し，積極的な情報収集を実施している。さら

に，原料メーカーとの長期にわたる良好な関係

も新製品開発において，重要な要因となる。ち

なみにコンタクトレンズ用に開発されたプラス

ティックの価格は他と比較し，圧倒的に高額で

取引されるため，原料メーカーにとってもコン

タクトレンズ・メーカーは重要な顧客となって

いる。

消費者サイドからみたコンタクトレンズの製

品特性における重要なポイントとして，どのコ
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ンタクトレンズであれ，厚生労働省が承認して

いるとの前提を消費者は持っていることがあげ

られる。そのため，画期的な新製品を開発し，

そうした新製品の機能などを訴求しても，なか

なか指名買いされるケースは少なく，医師の勧

め，価格，使い勝手の良さなどで購買される傾

向が強い。しかしながら，昔はコンタクトレン

ズを使用していることを多くの消費者は隠して

いたが，近年，カラーコンタクトレンズが一般

に普及してくるなど，コンタクトレンズに対す

る消費者の意識が変化してきていることも事実

である。

３．コンタクトレンズ市場

2003 年のコンタクトレンズの装用人口は

13,714千人であり，2000 年と比較して 10％増

加している一方，市場規模に注目すると，2003

年度は 211,376 百万円となっており，同じく

2000 年と比較して３％の伸びにとどまってい

る（サクスィード 2004，p. 32）。これは，近

年，低価格販売を志向するコンタクトレンズ専

門量販店の勢力の拡大やインターネットでの販

売の普及などにより，コンタクトレンズの平均

単価が低下傾向になっていることに起因してい

ると考えられる。

また，1997年以降，急速に増加してきている

ディスポーザブル・コンタクトレンズ（いわゆ

る使い捨てコンタクトレンズ）の 2003年の市

場規模は，130,627百万円となり，全体の 61.8％

を占めるまでに拡大してきている（サクスィー

ド 2004，p. 27）。とりわけ，こうしたディス

ポーザブル・コンタクトレンズにおいては，ジョ

ンソン・エンド・ジョンソンやボシュロムといっ

た外資系メーカーが高いシェアを保有してい

る。ちなみに，2003年度のタイプ別コンタクト

レンズの装用人口と市場規模は表１の通りであ

る。

４．メルスプランとは

ディスポーザブル・コンタクトレンズの登場

により，コンタクトレンズの装用人口は急激に

増加し，10 年前の約２倍の規模にまで拡大して

きている。こうした状況において，本来，医療

機器であるコンタクトレンズが日用雑貨品化し

てしまい，期限が切れても使う，適切なケアを

行わず使い続けるといった乱雑な使用により，

目に障害を抱えてしまう消費者が増加してきて

いる。

こうした事態を踏まえ，メニコンでは，社長

である田中英成氏が眼科医ということもあり，

何よりも安全を重視し，「すべての瞳の幸せの

ために」を大きなテーマとして，ユーザーのた

めに，どうあるべきかという視点から「安全哲

学」を基軸とした，新しい全社的な活動として，

「Menicon Eye Wave」を推進し始めた。

「Menicon EyeWave」に基づき，「高品質なコ

ンタクトレンズを常にベストコンディションで

使用したい」というユーザーのニーズにこたえ

るシステムとして，コンタクトレンズを月会費

で使用する「MELS PLAN」（メルスプラン）を

2001 年７月３日より本格的に開始した（メニコ

ン・ニュースリリース 2001）。

メルスプランにおいては，ユーザーが入会金

と月々の会費を支払うことにより，コンタクト

レンズのトラブルに対する各種サポートを受け

られるほか，定期検査の通知や新製品情報，目

消費財メーカーにおける消費者との関係性構築（大﨑） 5

表１ コンタクトレンズの装用人口と市場規模
（2003年度）

装用人口
（千人）

市場規模
（百万円）

ハード 3,428 30,106

ソフト 4,828 50,643

ディスポーザブル 5,458 130,627

合計 13,714 211,376

（出所）サクスィード（2004）p. 25，27より筆者作成。



に関する情報誌など，ユーザーに役立つ情報が

定期的に届けられる。

メニコン Z（ハードレンズ）は入会金 10,500

円，月額費用 1,890円，メニコンソフト S（ソ

フトレンズ）は入会金 5,250 円，月額費用

1,890円，マンスウェア（１カ月交換終日装用

ソフトレンズ）は入会金 3,150 円，月額費用

1,890 円，遠近両用コンタクトレンズ・メニ

フォーカル Z（ハード），メニフォーカルソフト

S（ソフト）の場合は入会金 10,500円，月額費

用 3,465円となっている。サービス内容として

は，一年ごとの新レンズ取替えに加え，取替保

証（とれない汚れやキズへの保証）・破損保証・

紛失保証・規格調整（度数が合わなくなった場

合に保証）・新製品の優先提供などがある。

2005年１月末時点において，取り扱い店舗数

は 1,300店舗を超え，会員数は 50万人を突破

している（メニコン・ニュースリリース 2005）。

５．メルスプラン誕生の背景

メルスプラン誕生の背景については，以下の

通り分類できる。

・常に最高のコンディションで使用できるサー

ビスの提供

多くの消費者は，「違和感などのちょっとし

た異常や視力の変化の場合でも，ついついがま

んして使用してしまうことが多い」，「ある程度

期間が過ぎてくると，コンタクトレンズの買い

換え時期をいつも気にしてしまう」，「紛失や破

損はコンタクトレンズの使用において，ある程

度は不可抗力であるにも関わらず，それにかか

る経済的な負担が大きすぎる」などの理由によ

り，必要性を感じながらも，買い替えが遅れる

など，コンタクトレンズの使用は安全に関わる

重要な問題にもかかわらず，常にベストな状態

で使われているとは限らない。こうした事態へ

の解決策として，消費者がコンタクトレンズを

常に最高のコンディションで使用できるサービ

スの提供を考案した。

・低価格化するコンタクトレンズ市場への対抗

策

バブル崩壊後，コンタクトレンズ市場におい

ても低価格な商品が好まれるというデフレ基調

が目立っている。また，急激に勢力を拡大する

大手量販店の低価格戦略に対してメーカーとし

て何らかの対抗策を講じる必要性があった。

・ブランド・イメージの向上

通常，新製品投入後，半年間は価格競争を回

避できるものの，それ以降は低価格競争に巻き

込まれていく。これは財務体質の悪化をもたら

すのは当然のこと，ブランド・イメージの低下

ももたらす。そこで，メーカーが価格決定力を

維持し，経営を安定させ，ブランド・イメージ

を向上させる必要があった。

・大手外資系メーカーの使い捨てコンタクトレ

ンズへの対抗

1990 年代半ば，ジョンソン・エンド・ジョン

ソンなど，大手外資系メーカーは「汚れる前に

レンズを捨てることが清潔であり，安全である」

という趣旨の広告をテレビを中心としたマス広

告を活用し，大々的に訴求した。その結果，使

い捨てコンタクトレンズは広く普及し，大手外

資系メーカーも勢力を拡大させた。大手外資系

メーカーは，豊富な資金力を有し，活発なマス

広告戦略などを展開しており，こうした勢力に

対抗する必要があった。

・眼科経営によるコンタクトレンズ販売店の支

援

法律では眼科医でなくとも医師がいれば，コ

ンタクトレンズを販売することが可能である。

しかしながら，メルスの取り扱い店舗基準は，
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安全性を考慮し，眼科医が 4-5日 /週，常駐し

ているなどの項目を設けている。古くから付き

合いのある眼科経営によるコンタクトレンズ販

売店は，小規模経営のものが多く，近年，大型

量販店との価格競争により，経営が悪化してい

るケースが目立っている。メルスの取り扱い店

舗基準では，大型量販店は取り扱うことが困難

であり，結果的に眼科経営によるコンタクトレ

ンズ販売店への支援策となる。

６．メルスプランの導入における問題点への対

応

コンタクトレンズという商品の販売には熟知

しているものの，メルスプランというサービス

の提供においては，不明確なことが多かった。

よって，導入に際し，メニコンにおける物事に

前衛的に取り組む社風のもと，社長の強力な

リーダーシップにより，以下のとおり，さまざ

まな調整が実施された。

・テストマーケティング

市場性の確認と価格調査のため，テストマー

ケティングを実施した。30店舗ほどある直営

店のうち３店舗において，３つの価格帯に分け，

テスト販売を行い，消費者の反応を確認し，サー

ビス内容と価格体系を決定した。

・会員への課金

メルスプランにおいては，今まで流通業者経

由で行われていた課金が，メーカーが直接，消

費者へ課金し，流通業者にマージンを払うとい

う流れに変容する。当初，銀行口座引き落とし

で対応していたが，ユーザーから支払いに関す

る選択肢拡大の要望が増加してきた。クレジッ

ト会社と交渉したが，当初，メルスプランはそ

れほど知名度がなく，さらにサービスという無

形物の取引といった理由により，難色を示され

ることが多かった。こうしたなか，ソニーファ

イナンス・インターナショナルがいち早く提携

を承諾した。その結果，ユーザーは販売店で検

査・処方を終えた後，入会金と２か月分の月額

費用を払い，３ヶ月目以降は銀行口座引き落と

し，もしくはカードでの決済を選択することが

可能となった。

さらに会員数 50万人突破など，知名度の向

上が好材料となり，2005 年１月には，ソニー

ファイナンス・インターナショナルと提携し，

メルスプラン会員を対象としたメンバーズカー

ド「MELSPLAN Member’s Card（メルスプラ

ン・メンバーズカード）」が誕生している（メニ

コン・ニュースリリース 2005）。

・小売業者への対応

眼科経営によるコンタクトレンズ販売店は，

大型量販店などの影響もあり，斜陽化している

ケースが少なくない。こうした販売店におい

て，メルスプランは本来，魅力ある商品となる

はずであるが，販売店からはあまり歓迎されな

かった。なぜなら，従来のコンタクトレンズを

販売することと比較し，メルスプランは商品説

明や契約などにおいて，事務的な作業が複雑で

余計な手間がかかる。さらに従来は短期間に利

益が確定したものの，メルスプランでは手数料

収入が入ってくるというスタイルのため，長期

的視点に立った経営というものが求められる。

こうした事態を打開するために，メニコンでは

販売店を説得および支援する以下の取り組みを

実行した。

―コンサルティング営業への変容

メニコンは，約 100 人の販売店向けの営業ス

タッフを擁している。従来，価格折衝中心の押

し込み型営業というスタイルであったが，メル

スプランの拡販に向け，メルスプランの販売店

におけるメリットの説明などによる動機付けを

中心としたコンサルティング営業へと，そのス
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タイルを変容させた。

―教育研修部の立ち上げ

販売店は従来の取引においてレンズの説明だ

けをしていればよかったものの，メルスプラン

導入後，レンズに加え，メルスプランの内容・

決済方法なども説明しなければならなくなっ

た。こうした説明をしっかりと実施するには，

店舗スタッフへの研修が重要なポイントとな

る。メニコンは教育研修部を立ち上げ，販売店

に対する研修および指導を実施した。

・「メニコンお客様センター」の設置

2002年より，全国 27ヵ所に設置していたお

客様相談窓口を名古屋（則武に所在・オペレー

ター約 90名）に一元化し，メルス会員からの問

い合わせ対応，各種情報提供，定期検査案内の

発送など，会員への対応・管理を一括して行い，

また対加盟店向け窓口も兼ね，店舗での事務的

な負担を軽減させている。さらに，収集した情

報は，データベース化され，翌日には社内の各

部門に迅速にフィードバックされている。ちな

みに，メニコンお客様センターへの問い合わせ

は，メルスプラン関連のものが大部分を占めて

いる。

・専用ホームページの開設

メルスプランの認知度向上と詳細なサービス

内容に関する情報を提供するため，マス広告に

加え，メルスプラン専用のホームページを開設

した。メルスプランは複雑な仕組であるため，

ビラやテレビなどでは詳細な説明が十分にでき

ないからである。つまり，マスメディアとイン

ターネットによる広告ミックスを展開した。

・新たな物流システムの整備

ケアメルスと呼ばれるメルスプラン会員への

ケア用品の直送サービスも開始された。そのた

めに新たに各家庭への物流システムを整備し

た。

７．メルスプラン実施における有効性

メルスプランの実施は下記のとおり，多くの

有効性を創出した。

・大手外資系メーカーとの差別化

消費者に対してベストなコンディションでコ

ンタクトレンズを使い続けてもらうサービスの

提供は，消費者の長期にわたる囲い込みとなり，

使い捨てコンタクトレンズを主力商品とし，豊

富な資金力により，積極的な広告展開を行う大

手外資系メーカーに対して，差別化戦略となっ

ている。

・小売業者に対するパワーの強化

勢力を拡大させる大型量販店との価格交渉や

販売店からの消費者の情報収集における困難さ

といった問題に対して，メルスプランは有効に

機能し，結果として，メニコンの小売業者に対

するパワーは強まったと考えられる。

・消費者とのダイレクトコミュニケーション

獲得した情報に基づき，消費者とダイレクト

にコミュニケーションを実施することが可能と

なり，友人紹介の依頼やケア用品推奨などを

メーカー主導で行えるようになった。また，商

品に対する消費者の意識を敏感に感じることも

可能となった。ちなみに「メニコン・シーアイ

ランド」というメルマガや「MELOOK」という

情報誌の配布，キャンペーンの実施など，活発

なコミュニケーション戦略により，退会率はわ

ずか８％程度となっている。

・小売業者を活用しながら三方両得

メルスプランでは小売業者も交えた，つまり

小売業者を活用しながら，メーカー・小売業者・
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消費者において三方両得である，win-win の関

係が実現している。多くの消費財メーカーが実

施する消費者との関係性構築においては，流通

業者を中抜きするスタイルが一般的であり，今

後，深刻化してくると考えられる流通業者との

関係性悪化という問題に対しても有効に対処で

きる関係性マーケティングの実践であると捉え

られる。

８．メルスプランにおける課題

メルスプランにおける課題としては，以下の

点があげられる。

・販売店のモチベーション向上

煩雑な事務作業が伴い，さらに長期的利益を

重視するメルスプランへの販売店のモチベー

ションは，全店において非常に高いレベルにあ

るとはいえない。こうした状況を打破するた

め，メルスプラン取り扱いに対するメリットの

訴求と事務作業に対する支援などを，さらに積

極的に展開していく必要がある。

・今後，予期される他社の模倣サービスに対す

る差別化

他のメーカーや小売店が同様のサービスを行

うのではないかという模倣に関する問題が懸念

される。しかしながら，メルスプランは，メニ

コンが保有するブランド，製品力，営業スタッ

フ，教育研修部，コールセンターなどの資産活

用による全社的取り組みの結果，実現しており，

他社が簡単に模倣できるものではないことも事

実である。

・大型量販業者からの反発

メルスプランを扱いにくい大型量販業者から

の反発が危惧される。この点については，関係

を悪化させないように，取り扱い店舗基準の見

直しや十分なコミュニケーション戦略の展開が

必要になってくると考えられる。

Ⅳ．結論

関係性の構築・維持・発展を内包するサービ

スや産業財取引と異なり，消費財取引における

消費者との関係性構築は多くの問題を抱えてい

る。とりわけ，対象となる消費者が膨大な数に

および，直接的に接する機会すらない，消費財

メーカーによる消費者との関係性構築を志向す

る取り組みにおいては，格段の困難さが存在す

る。こうした状況において消費財メーカーは

ホームページを活用した eコミュニティの構築

やカスタマイズされた製品の直販などを実行し

ているが，利益に直決する目立った成果をあげ

ているものは少ない。また，流通業者を排除し，

消費者とのダイレクトな関係性構築を志向する

試みは，流通業者との関係性を悪化させる可能

性がある。

メニコンが展開するメルスプランは，消費者

との取引をコンタクトレンズという製品を販売

する短期的なものから，安全にコンタクトレン

ズを使用するサービスを提供する長期的なもの

に変容させ，消費者との長期にわたる関係性構

築を実現させていると指摘できる。これによ

り，安定的に適正な利益を確保することが可能

となり，ブランド管理や新製品開発への資金を

確保することが可能となっている。しかしなが

ら，メルスプランの実践は簡単なことではなく，

メニコンにおける物事に前衛的に取り組む社風

のもと，社長の強力なリーダーシップにより，

営業部，教育研修部，コールセンターなど，全

社一丸となったうえで，小売業者と連携するこ

とにより実現している。こうしたメルスプラン

は，小売業者との関係性も良好に保つことがで

きる，新たな関係性マーケティングの実践と捉

えることができる。小売業者との連携による関

係性マーケティングの実践は，人的・資金的リ
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ソースなど，多くのものをセーブすることが可

能となり，もたらされるべき恩恵は決して小さ

くはない。

本事例の他分野への適用可能性について考え

ると，確かにコンタクトレンズは継続的に購買

される消費財であり，よって関係性マーケティ

ングの実行において，特殊な優位性が存在する

かもしれない。しかしながら，商品の価値を概

念化し，サービスの提供に変容させるという試

みは，他の分野に対しても，有益な示唆をもた

らすと考えられる。しかも関係性マーケティン

グの重要なポイントとして，よく指摘されるこ

とではあるが，メルスプランの実施において，

全社的取り組みが実践できていることは注目す

べきポイントである。全社的取り組みに加え，

小売業者との連携により，実現している消費者

との関係性構築は，他社による模倣が困難な自

社特有のものとなり，競争優位性創出の源泉に

なり得る。

最後にメニコンをはじめ，コンタクトレンズ

の流通においては，一般に卸売業者が介在する

ケースは少ないため，事例研究において取り上

げていないが，他分野への適用について考える

際，卸売業者との関係性は注意すべき重要な課

題になるであろう。
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