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総合情報によるリテール・マーケティングの変革 

－ＪＡの利用者パターンとマーケティングへの応用－ 

 

１． ＪＡの総合情報を活用した利用者マーケティング 

ＪＡの利用者は組合員というだけで実際には総合事業である信用、共済、経済事業

を具体的にどのように利用しているのか、個別の事業では貯金残高の多い順や共済の

多い順などは分かっていてもＪＡの総合事業としての利用の実態をトータルで把握し

たものはない。ＪＡ事業の利用実態が把握できれば逆に利用者のニーズの把握と信用

中心の利用者であるとかの利用パターンを把握することが出来る。ＪＡの総合情報の

データを用いてどのような利用者のパターンとニーズがどこにあるのかを統計的な手

法を用いて分析を行う。 

ＪＡの利用者のパターンを知ることはマーケティングへの応用として利用者セグメ

ント（利用者層）を明確に意識することが出来、どういう動機や目的でＪＡを利用す

るのか、利用者の特定のセグメント（利用者層）に焦点をあてて営業活動を展開する

といったマーケティング上のセグメント戦略への利用が可能になってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   利用者パターンは利用者ニーズの裏返し、なぜＪＡを利用するか 

 

 

 

 

        利用者ニーズにあわせたマーケティング 

信用事業 経済事業 共済事業 

総合事業としての取引 

総合事業としての利用者取引パターン 

利用者１ 利用者２ 利用者３ 
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２． ＪＡ利用者のパターンとキャンペーン効果 

ＪＡが総合事業を営んでいるため、ＪＡの利用者は信用事業、共済事業、経済事業

において様々な利用を行っている。このため、ＪＡ利用者のパターンの抽出は、信用

事業、共済事業、経済事業の総合取引データを基に多変量解析といった統計的な手法

を用いて抽出する。 

利用者パターンが判明すれば、その利用者グループ毎に利用者の特性にあわせたマ

ーケティングの展開が可能になってくる。利用者のパターンが判明すれば組合員とい

った同一の組合員ではなく、それぞれ特徴をもった組合員として組合員の見える化が

図られる。 

利用者パターンは似通ったＪＡの利用を行う利用者セグメント（利用者層）といえ

る。この利用者層はＪＡに対する嗜好が異なる利用者といえる。このため、ＪＡの統

一的なキャンペーンに対しても同じように反応する訳ではない。利用者層毎に反応す

るキャンペーンも異なっている。 

 

 

 

 

  

 

 

反応 １０           ５               ２ 

  

 

 

反応 ３           １０               ５ 

 

反応する度合いが異なれば特定の利用者層に対して効果的なキャンペーンを展開す

ることが可能になってくる。これはネットなどでクリックした興味のある商品がネッ

ト上に示されるマーケティングに似通っている。 

金利キャンペーンなどよく行われるキャンペーンなどもキャンペーンに対する反応

など利用者毎に異なっていると考えられる。 

ＪＡで行われるキャンペーンと利用者層毎の反応結果を蓄積することでコストダウ

ンや顧客ニーズに応じたキャンペーンの展開が可能になってくる。 

 

 

利用者１ 利用者２ 利用者３ 

キャンペーン１ 

キャンペーン２ 
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３． ＪＡ利用者のパターンと収益 

ＪＡの利用者パターンが判明すれば、利用者グループから得ている収益が明確に判明

する。 

総合事業の取引として最も収益貢献度の高いグループが分かる。最も収益の高いグル

ープの組合員が多くなれば収益性が高くなる。 

 

 

 

 

 ※括弧内の数値は収益を表す。 

 

(1)マーケティングへの応用 

 

① 利用者グループの目標誘導 

利用者の誘導 

 最下位層が１つ上にいくと収益は８０増加 

 中間層が１つ上にいくと収益は３５増加 

 

② 利用者グループ毎のイベントマーケティング 

利用者ニーズの反映 

利用者パターンを中心にＥＢＭを組み合わせることで精度の高い成約率に導く。 

 

利用者像によるイベントの活用パターンとニーズの把握 

信２共２
経１ 

信２共２ 

信１共２ 信２共１ 

共２経２ 

共１経１ 

１０人 

１５人 １０人 

２０人 ２０人 ２０人 
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４． 利用者とイベント・ベースド・マーケティング（ＥＢＭ） 

顧客のイベントにあわせて営業活動を行い、成約率を挙げるといったイベント・ベ

ースド・マーケティングといった手法が金融業を中心に展開されている。これは顧客

の誕生日、結婚式などの人生のイベントと多額の入金イベントなどにあわせて渉外活

動を行い、成約率をあげていくと考え方のマーケティング手法である。 

優秀な営業マンは顧客のことを熟知しているケースが多い。このイベントに応じて

営業を行っていくやり方は優秀な営業マンの知恵をそうでない営業マンにも気づかせ

全体で成約率を高めていくといった気づきを重視したマーケティングの手法といえる。 

こうしたＥＢＭといった新たなマーケティング手法は横浜銀行など地方銀行を中心

に展開されている。ＥＢＭは旧来、ＪＡが組合員のことを家族の内容も含めて良く知

っていて人生のイベントなどにあわせて展開されていたものでその利用者の情報はす

べて担当者の経験と知識によって展開されていた。 

組合員のことを良く知っているのはＪＡであり、組合員のイベントをいかに捉えて

成約率に結びつける手法は本来、ＪＡが展開していた手法といえる。 

利用者パターンとイベントを組み合わせてより的確に商品提案が可能になる。利用

者パターンはニーズの裏返しであり、同じニーズをもった階層がどのイベントが効果

的なのかも分かる。また、共通的に反応するイベントも存在しており、共通的なイベ

ント、特定の階層に反応するイベントを組み合わせればより効率的に効果的にイベン

トに基づいた営業活動が展開できる。 

ＥＢＭは営業マンの平均的なレベルの引き上げを顧客のイベントを感知して営業の

きっかけとして活用することで成約率を高め、取扱高の拡大につなげていくことがで

きる。 

 

別添資料参照 

 

５． 利用者情報の集積と活用、ナレッジシェア 

ＪＡはこれまで利用者の家族や利用者の性格、勤め先、賃貸物件を持っているかな

どを含め様々な利用者に関する情報を保有していた。これが合併によって規模が大き

くなり、定期的な異動などにより、これまで保有していた利用者の情報が次第に失い

つつある。 

こうした利用者に関する情報は貴重な情報であるとともにこれまでは職員の頭のな

かにある情報である。これらの情報は職員が定年になればこれまでは失う情報といえ

る。こうした失われる情報を蓄積し、普段の営業活動や担当者が変わっても利用者の

情報を活用したマーケティングと営業支援が可能になる。 

どのような情報が有用かについては現場のＪＡの要望を生かしたものを想定してい
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く。 

 

６． ＪＡの利用者満足度とマーケティングの変革 

ＪＡの利用者情報を活用し、利用者ニーズや利用者像を明確に捉え、利用者の嗜好

やニーズにあわせた営業活動が展開と営業活動の効率化からＪＡのマーケティングの

変革の方向について考える。 

マーケティングの進化は個別性と CS（顧客満足度）をクロスさせれば以下のように

表される。従来、例えば１年定期 0.4％など一律のものが多い。一律のものではどのよ

うな利用者が反応したのか利用者像がはっきりしない。定期貯金だけ狙ってくる人だ

ったり、共済契約のついでに勧められてキャンペーンに応募した人なのか利用者像が

明確ではない。 

利用者が分析されてどのような利用者なのかが分かってくればキャンペーンなどの

反応やより細かなキャンペーンや渉外による提案が出来るようになり、利用者の嗜好

や満足度にあわせて営業活動が展開できる。 

さらに利用者情報の蓄積やＥＢＭ（イベントベースドマーケティング）などにより、

より個別の利用者の嗜好やニーズにあわせた個別提案ができるようになる。 

このマーケティングの発展経過を支えるのが、利用者情報の蓄積とＥＢＭの活用と

いえる。 

 

マーケティングの展開と発展 

個別性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ＣＳ（利用者満足度） 

一律のキャンペーン 

マーケット 

セグメンテーション 

ワンツーワン 

マーケティング 



6 

 

 

(1) 総合事業としての利用者の利用形態 

ＪＡの利用者はＪＡの総合事業を全て使っている訳ではない。事業取扱高は少

数の利用者によって占められている。利用実態はどうなっているのか？ 

貯金でいえば正組合員の 10.85％で貯金残高の 50％を占めている。21.77％の組

合員で貯金残高の 70％を占めている。 

また、貯金残高 50％以上の正組合員のうち年齢別の貯金高では 80～85才、85

才～90才の貯金残高が圧倒的に多い。大口の一部の組合員により利用が集中し、

大口貯金者が高齢者で占められている実態は次世代を含めた対策の必要性を示し

ている。 

共済事業に関しては、代表的な養老生命の利用実態をみるとわずか 1.3％で保償

金額の 50％を占めており、貯金より特定の利用者で集中的に利用されている実態

がうかがえる。上位の利用者の年齢をみると保険といった商品特性から貯金ほど

高齢者に偏ってはいない。 

また、准組合員でも同様の傾向にある。貯金では 7.12％で准組合員の貯金残高

の 50％を占めている。貸出に関しても 13.87％で准組合員の貸出残高の 50％を占

めている。共済では 1.27％の契約で共済の 50％を占めている。 

総じてＪＡの事業分量は少数の利用者によって支えられているといえる。この

少数の利用者に引き続きＪＡを利用していただき、次世代に亘って利用してもら

うように取り組んでいく必要がある。 

次世代対策といってもかけ声だけではいずれＪＡから離れていく。親の世代の

取引状況と同じように子供、孫の世代を意識的に誘導していくことが求められる

のではないか。どのような利用実態にあるのかが分かれば誘導も出来るようにな

ってくる。 

 

(2) 総合事業としての利用者の見える化 

これまで大口の貯金者は誰かなどは部分的、特定の事業に関しては従来から把握

がされていた。個別の事業ごとではなく、利用者がＪＡの総合事業をどのように利

用しているかといったＪＡ事業トータルでの利用者の姿を把握する。 

金融的な利用に加えて農業的な利用など個人の利用者にとってＪＡの利用のウ

エートの置き方は異なっていると考えられる。ＪＡの総合事業としての利用者の利

用パターンを把握することでＪＡ利用者の利用形態を明らかにすることができる。 

単一の組合員といった漠然とした利用者像からＪＡの利用形態にあわせた複数

の代表的な利用者パターンを明らかにすることが必要になってくる。 

ＪＡの総合事業としての取引パターンの把握は通常ではなかなか困難である。こ

れまで縦割りの事業別にはランクを設けて利用者のクラスを分類してきた。また、
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総合事業として共済やその他の取引があれば、利用者ランクに加点を加え、総合事

業の取引としての反映を行っている。 

こうした従来からの利用者ランクのやり方では、事業分量に応じた利用者グルー

プであるため、取扱高は多そうだとしか分からない。どのようなことでＪＡを利用

しているのかといった観点で利用者を分類していくことが重要と考えられる。 

事業の利用といった観点から区分すれば総合事業としての実態が反映され、現実

の取引の姿に近いと考えられる。 

 

          従来からの取引者区分 

信用   共済   経済         トータルは？ 

Ｓ    Ｓ    Ｓ            Ｓ 問題なくＳ 

Ａ    Ａ    Ａ            Ａ 

Ｂ    Ｂ    Ｂ            Ｂ 

Ｃ    Ｃ    Ｃ   どう判断？    Ｃ 

Ｄ    Ｄ    Ｄ   判別が難しい   Ｄ 

 

 

 

         利用者パターンの分析から得られる区分 

   Ａグループ平均                     Ｂグループ平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   収益 １００以上            収益 ６０ 

     Ｓランク              Ｂランク 

       

こうした名寄せの事業取扱高データを基に取引パターンを分析することで総合

事業の利用による収益性を測ることが出来て重要度の高い利用者が誰であるかが

はっきりする。従来からの利用者ランクとの併用も有効であるし、収益だけの要素

で区分していいのかとの批判があれば協同組合的な要素を加えればよい。 

っっっっっっっ

っっっっっっっ

っっっっっっっ

っｌ 

信用 100百万円 

共済 100百万円 

経済 10百万円 

信用  80百万円 

共済 100百万円 

経済 100百万円 
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利用者パターンの実態把握が収益性の対比で把握できれば、より従来からの利用

者ランクの見直しを収益性ベースに変更していくことも可能になってくる。収益ベ

ースを個別に計算してランクを分ける方法も考えられるが、この場合には同じＳク

ラスでも利用実態が異なることが想定される。 

利用実態からグループを分けてより収益性の高いグループにシフトしていくこ

とを想定すれば類似性の高い近いグループに誘導していくなどのマーケティング

戦略の構築が可能になってくる。 

 

(3) 利用者ニーズへの転換：第１の転換 利用者セグメンテーション 

ＪＡの利用者の利用パターンを知ることはマーケットセグメンテーション（利

用者の階層化）を明確に持つことにつながってくる。これまで組合員はすべて同

じで貯金キャンペーンなど統一的なキャンペーンによって利用者を獲得してきた

が、利用者の利用パターンが分かれば利用者パターンに応じて細かなニーズにあ

わせた商品提案や商品開発、個別のキャンペーン等の利用促進策が図られる。 

利用者セグメントによるマーケティングの展開は類似の利用者の事業利用の標

準的なパターンを知ることによって個別の利用者の事業深耕取引の可能性が示さ

れる。 

次の例では１つの利用者セグメントの標準と個別利用者を比較するとＡ利用者

は標準的なパターンに比べて貯金、貸出、短期共済が伸びる可能性を示している。 

このように利用者セグメント単位でニーズの似通った利用者グループを比較す

ることで取引の拡大余地の確認と拡大を図ることができる。 

また、ＪＡに対するニーズは似通っているため、特定のイベントの提供や利用

者像を考慮したサービスや商品構成を考えることができる。 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 
貯金 

貸出 

長期共済 

短期共済 

購買 

生産 

利用者パターンと個別利用者 

標準 Ａ利用者 
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これまで示しているように利用者パターンが把握できればグループごとの収益性を

把握することができる。また、グループ同士の類似性（距離）は推計上、把握できる

ためにグループの深耕と収益性の高い利用者グループへの誘導が可能になってくる。 

現在のグループから他のグループへの移行の可能性についても予め知ることが可能

になる。 

また、グループごとのキャンペーンへの参加率などの統計情報が蓄積されてくれば

より効率的に成約率を向上させる取り組みが可能になる。新たな取り組みとして一律

ではなく、ある程度利用者像が明確になるためグループの特性にあわせたキャンペー

ンや商品提案も可能になると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 利用者ニーズへの転換：第２の転換 利用者ｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅ 

ＪＡの利用者の利用パターン、マーケットセグメンテーション（利用者の階層化）

ごとのデマンド（需要）をつかむのが第１段階とすればｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケ

ティングは第２段階のマーケティングといえる。 

ｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケティングはより利用者を知ることから始まる。利用者

を知ることはより取引の機会（チャンス）を広げることに他ならない。 

個別利用者 

グループ内での取引深耕 

別グループ

への誘導 

収益性の拡大 
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これまでの利用者対応はすべて営業マンに任せてきたため、利用者に対する情報や

知識は個別の営業マンだけが使える唯一の知識になっていた。優秀な営業マンは利用

者のことをよく理解し、その情報に基づき取引のチャンスを得ようとする。 

顧客情報を活用したマーケティング活動がｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケティングの

基本になってくる。これまでＪＡは利用者の性格や趣味、家族関係などを十分に熟知

し、ＪＡのサービスを提案することができた。 

ｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケティングにより、より個別の利用者の利用者満足度を

向上させていくためにはニーズが生まれるタイミング、適時にあわせて提案を行って

いくことが重要になってくる。 

ｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケティングで鍵となるのはより利用者の情報を知ってい

ることがポイントになる。個別の利用者の情報にあわせて営業活動を適時に行うこと

でより成約率を高めて、平均的な営業力の底上げにもつながってくる。 

 

(5) マーケティング支える手法としてのＥＢＭと利用者情報の蓄積 

マーケットセグメンテーション（利用者の階層化）とｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケ

ティングを支える手法としてＥＢＭや利用者情報の集積が必要になってくる。 

ＥＢＭに関しても利用者情報の集積に関してもナレッジシェア（共有）による営業

力の底上げと効率性を上げていく手法になってくる。 

 

７． マーケティングの変革仕組みづくりと課題 

 マーケットセグメンテーションやｏｎｅ ｔｏ ｏｎｅマーケティングを実際の現場

段階で活用していかなければ意味がない。現場で活用してもらうためには営業マンが利用

して役立つと感じるものにしていかなければ実践性が乏しいものになってしまう。 

いかに営業活動に役立たせるか。また、利用者情報を継続的に蓄積していくためのプラッ

トフォームにしていくかが重要といえる。 
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トリプレットおてがるリストの活用事例 

JA周南 

1. 公的年金 

① 毎月６０歳、６５歳の誕生日を迎えられる３か月前リスト 

毎月６０歳、６５歳の誕生日を迎えられる３か月前に公的年金の裁定請求書がご自

宅に届く同じ時期に、おてがるリストから毎月６０歳、６５歳の抽出を行い、渉外

担当者による訪問活動や窓口による電話推進。 

② 正組合員指定替リスト 

正組合員６０歳以上でＪＡ以外で年金受給者を抽出し、年金指定替の訪問。 

③ 年金相談会集客リスト 

年金相談会の活用事例としては、店周を基本に６０歳、６５歳の誕生日を迎えられ

る方、６４歳、６３歳、５９歳、５８歳と年齢層を広げることによって対象者の抽

出を行いＤＭ発送後電話推進。 

 

2. ローン 

① 住宅ローン保全活動 

  住宅ローン利用者を年度当初エリア毎に抽出して渉外担当者が固定選択の２ヶ月

前の１２日に案内が発送されるので訪問し、保全及び紹介活動を行っています。 

② マイカーローン利用者リスト 

マイカーローン契約者をエリア毎に抽出し、住宅ローン借換活動を行う。 

③ 自動車共済契約者リスト 

自動車契約者リストを抽出し、マイカーローン等のＤＭ発送し、訪問する 

 

3. 共済 

① 0歳から 12歳の取引先を抽出し、子供共済の提案 

② 18歳 22歳を抽出し、生命共済の提案 

③ 定期積金契約者を抽出し、年金共済の提案。 

④ 入院乗換の契約応答月の推進 

⑤ がん共済加入先のリスト 

⑥ 建物共済「まもり」リスト 

 

4. 総合ポイントサービス 

各ステージ未達成者をエリア毎に抽出し、ＤＭ発送し来店者を促す。 

 

メリット 

① 渉外担当者エリア毎の抽出が可能 

参考１ 
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② 信用・共済両方の項目抽出が可能 

③ ちびっこ倶楽部やアンパンマンこどもくらぶ等のサークル単位での取引内容の同時

抽出が可能 
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マーケティングのための組合員情報について 

 

組合員情報として保持すべき情報 

 

 

＜参考＞ 

・組合員の区別（正・准・員外） 

・職業（農業・不動産貸付・会社員） 

・家族構成 

・家族関係（仲が悪い、親と子供の貯金管理が別など） 

・健康状態（例えば介護の場合、誰が介護をしているかなど） 

・親戚関係 

・近所付き合い 

・趣味・特技等 

・他金融機関取引状況（貯金、融資、生命・火災保険など） 

・主な生産物の種類（農業の場合） 

・勤め先・職種（会社員の場合） 

・組織、団体の所属（女性部・青年部・資産管理部会・青色申告部会・出荷組合等） 

・肥料・購買品等の購入履歴 

・所有地の種類・場所（畑・田んぼ・雑種地等、市街化・市街化調整） 

・保有不動産の種類・場所（マンション・アパート・駐車場・店舗等） 

・区画整理地の保有有無 

・申告の形態（税理士の有無・青白給与・個人・法人等） 

・相続対策有無 

 

 

データの活用ができれば 

＊例えば女性部に加入している人としていない人との取引状況比較、青色申告部会に加入

している人としていない人との取引状況比較などできれば、各部会に加入してもらうと取

引状況がよくなったなどデータとしてとれれば、各部会の存在価値がわかってくる。 

 

＊渉外担当者のエリアごとのＪＡの取引シェア率の策定。エリアにおける年齢別人口等の

情報から他金融機関との取引シェア率を確認。貯金残高・融資残高・共済取引数・年金件

数等を集計し、渉外担当者が担当エリアを数字として把握する。（一定期間での伸び率がわ

かる）また引継等においても活用していく。 

参考２ 



14 

 

 

組合員情報として保持すべき情報 

 

 

JA山形おきたま 

・ＪＡ外の農業関係組織の加入状況（地域の組織、機械利用組合、農地・水、中山間・・・） 

・契約等にかかる家族内の決定権者 

・車輌（自家用、農業用）の保有台数 

・（会社員の場合）在宅・帰宅時間 

・親しいＪＡ役職員 

・自宅の場所（地図） 

・連絡先（携帯番号） 

・水田面積 

・過去の販売高（品種・品名単位）実績 

・年金情報（予約、他行等） 

 

 

JA松本ハイランド 

１．営農に関わる関係データは基本として全てある事が前提。 

 ・地区、氏名、家族構成、専業・兼業区分、地目、栽培面積、作付け品目等・・・ 

２．農業機械の取得状況 

 ・使用経過年数等・・・ 

３．農産物の系統利用率 

 ・JA出荷比率、系統外出荷比率等・・・ 

４．資材の系統利用率、系統外利用率等・・・ 

 ・品目別利用率（予約・当用利用率）等・・・ 

５．農業所得等・・・ 

 

 

 


