
アイスタイルの
Tableauを活用したデータドリブン営業

株式会社アイスタイル



自己紹介



講演者紹介

杉本 拓聡（スギモト ヒロトシ）
プラットフォーム事業セグメント
顧客体験事業ユニット
ブランドコミュニケーション本部
ブランドデータアナリスト部 部長

複数のベンチャー企業にて、WEBサービスを中心としたサー
ビスの立ち上げを経験。2013年アイスタイルにジョイン。
『メディアからプラットフォームへ』の号令のもと様々なサー
ビス・プラットフォームの開発を推進。

現在は、ブランドデータアナリスト部にて、データ×プラット
フォームを活用した化粧品ブランドの成長支援を担当。

古谷 快（フルヤ カイ）
プラットフォーム事業セグメント
顧客体験事業ユニット
戦略企画本部
シニアデータアナリスト

新卒でSIerに入社し、Webサービスのフロントエンド開発、
インフラ更改、営業、データ活用などの各種業務に従事。
2020年にアイスタイルにジョインしてからは、メディア、EC、
リテールの複数サービスを持つアイスタイルのプラットフォー
ムにおいて、データの利活用を通してToC／ToB両観点でのビ
ジネスグロースの戦略検討、推進を担う。
また、社内のデータ活用人材育成にも従事。
2021年Tableau Data Saber認定。



会社概要



アイスタイルとは

MARKET DESIGN COMPANY
アイスタイルグループは、独自のデータベースをもとに、

常に生活者視点で未来を見据え、マーケットそのものをデザインする企業です。

OUR VISION

生活者中心の市場創造

OUR MISSION

Beauty × IT = istyle

創業以来、「生活者中心の市場創造」をビジョンに、独自のデータベースを活用し、
ネットとリアルを効果的に組み合わせながら、日本だけでなく世界中のビューティに関わる

ヒト・コト・モノをつなぎ、生活者を軸とするマーケットを創造していきます。
また「Beauty × IT」というキーワードで、一番はじめに想起される会社になることを目指します。



アイスタイルの事業領域

海外メディア事業・海外EC事業

Global事業
海外店舗 海外卸売 人材

サービス

その他

On Platform事業

Beauty Service事業

その他

Global事業

化粧品
EC

Beauty Service事業
店舗

広告
メディア

On Platform事業
PRサンプ

リング

※各数値は2021年6月時点

美容に関わる膨大な商品情報・ユーザー情報を蓄積した独自のデータベースを活用し、
ビューティー領域において、様々な分野で一気通貫のサービスを提供しています。



@cosme メディア概要

20~30代女性の過半数が毎月利用
国内最大級の美容情報サイト

ユーザーだけでなく、ブランドの多くのステークホルダーからも支持される
日本最大級の美容系総合サイト

1,430万人 680万人 40,000ブランド1,690万件

月間ユニークユーザー数 @cosmeメンバー数 登録ブランド数登録商品数クチコミ件数

36万点

@cosme
公式SNSアカウント
※各数値は2021年8月時点 489,000 フォロワー 237,000 フォロワー342,000 フォロワー 2,719,000 お友達数

編集企画ブログ Q&A

クチコミ ランキング商品情報

LINE

20~30代女性の過半数が毎月利用する美容情報サイト

Instagram Twitter Facebook

※各数値は2021年6月時点



【E-Commerce事業】 @cosme SHOPPING

“化粧品特化型ECプラットフォーム”

@cosmeのデータベースを活用し、ドラッグストアブランドから百貨店ブ
ランドまで、流通チャネルの垣根を超え、取り扱いブランド数・取り扱い
商品数、共に日本最大の化粧品専門ECへと成長

45,000 商品

取り扱い商品数 代表的なブランド（一部抜粋）

@cosme経由売上比率が高く、@cosmeユーザーとの親和性が高い。

※各数値は2021年6月時点



【店舗事業】 @cosme STORE  / @cosme TOKYO

@cosmeに集まる生活者の声を
反映した日本No.1*化粧品専門店

@cosmeのデータを活用した化粧品専門店を運営
国内最大の化粧品専門店グループに成長
全国の化粧品専門店の中で来店者数Ｎｏ.1

23 店

日本国内出店数 出店店舗

3

2

1
114

3

約半数のお客様が利用するポイントカードは＠cosmeアプリ内にあり、ユーザー情報を共通管理。

TSUTAYA 函館蔦屋店 / TSUTAYA 札幌美しが丘店
ららぽーと富士見店 / イオンモール高崎店 / マルイファミリー溝口店 / ルミネエスト新宿店
/ ルミネ大宮店 / ルミネ池袋店 / ルミネ有楽町店 / 上野マルイ店 / 池袋サンシャインシティ
店 / ニュウマン横浜店 / @cosme TOKYO(原宿)
名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店
マリエとやま店 / アピタタウン金沢ベイ店 / イオンモール高岡店
ルクア大阪店 / TSUTAYA EBISUBASHI店 / 神戸マルイ店 / T-SITECOSME枚方店
TSUTAYA 熊本三年坂店 / アミュエスト博多店

北海道
関東

中部
北陸
近畿
九州

※各数値は2021年6月時点



アイスタイルのデータドリブンな営業



アイスタイルのデータとビジネスモデル

認知 興味
関心 検討 購入 リピート アップセル

クロスセル
ロイヤル
カスタマー

生活者の購買行動の全プロセスに介在

日本最大級の美容に関する「ヒト・モノ・コト・バショ」のデータを持つ
アイスタイルだからこそ、生活者の購買行動の全てのプロセスに介在している。

※各数値は2021年6月時点



アイスタイルデータのリーチポイント

調査会社：株式会社クロス・マーケティング
※ n=3,000
※実査期間：2020年2月21日（金）～2月25日（火）
※対象者条件：-20～59歳の女性
-普段のお肌のお手入れで、スキンケア品1品以上、および、メイクアップ品（ベース、ポイントのいずれか）1品以上を、現在使用している人
-本人および家族の中に、化粧品・トイレタリー関係、マスコミ・広告・市場調査関係に従事している方がいる場合は除外

購買行動

購入者のうち
行動する率

使用する
メディア
・サイト

全体 トレンド把握 商品認知 情報収集 口コミ検索 商品・価格
比較 購入 口コミ投稿

74.7% 67.6% 73.5% 77.4% 71.5% 63.1% 17.6%

ドラッグストア
73.2%

楽天市場
32.7%

百貨店
29.4%

Amazon
25.7%

＠cosme
27.0%

楽天市場
19.2%

メーカー公式HP
20.9%

Amazon
15.5%

Instagram
9.8%

メーカー公式HP
32.0%

＠cosme
5.3%

Instagram
6.2%

Twitter
4.0%

メーカー公式HP
3.7%

楽天市場
3.5%

＠cosme
34.8%

メーカー公式HP
29.7%

Instagram
21.7%

楽天市場
16.5%

Google
11.6%

＠cosme
26.2%

メーカー公式HP
24.1%

Instagram
22.9%

Youtube
12.3%

Twitter
11.4%

＠cosme
26.2%

メーカー公式HP
24.7%

Instagram
22.6%

Twitter
12.3%

Youtube
12.1%

＠cosme
34.0%

メーカー公式HP
33.5%

Instagram
21.4%

Google
15.0%

Yahoo!
14.0%

＠cosme
38.4%

メーカー公式HP
24.3%

Instagram
16.8%

楽天市場
13.5%

Google
11.3%

＠cosme
SHOPPING

6.9%

Beautyトレンドの把握／認知など比較検討だけでない様々なタイミングで
商品に関わる情報/評価を求めて@cosmeを利用



アイスタイルのデータドリブンな営業
salesforce + tableauを統合活用して営業プロセスを最適化
tableauを自社サービスに組み込むことで提案の量と質を向上

営業データ（salesforce）
営業ステータス、契約状況

tableau

PFデータ

クライアント単位の
ユーザーエンゲージメント

クライアント状況把握とプロセス管理
クライアントごとのPF利用状況から
提案戦略を設計しパイプラインを可視化

営業ツール最適化

自社サービス最適化

個別提案最適化

内部管理

提案

ユーザー
クライ
アント

エンゲージ
メント

エント
ランス

提案
クロー
ジング



提案プロセス

定型／非定型問わずデータの可視化と活用を推進

営業ツール最適化

トップセールスの営業ツールを
横展開することで提案の質を向
上させつつ作成工数を削減

自社サービス最適化

マーケティングPF（Brand 
Official）とtableauを連携させ
柔軟なデータの活用を提供

個別提案最適化

クライアントごとにカスタマイ
ズした個別提案のレポーティン
グ、アドホックなデータ分析に
tableauを活用

標準ソリューション

A社個別
提案

B社個別
提案

C社個別
提案



【自社ツール最適化】
アイスタイルのブランドオフィシャルサービスの紹介



@cosme：化粧品マーケティングのトータルパートナー

認知 興味
関心 検討 購入 リピート アップセル

クロスセル
ロイヤル
カスタマー

生活者の購買行動の全プロセスに介在

再掲



@cosmeの広告メニュー

認知拡大メニュー

購入促進メニュー



t a b l e a u

各種効果検証 など

ブランドオフィシャル

営業活動のキーとなる2種類の支援ツール

ブランドコンディション把握
+

ユーザーアプローチ



ブランド担当者が自ら顧客を育成することができる

ブランドオフィシャル

ブランドオフィシャルとは

・生活者とブランドを繋ぐプラットフォーム

・ブランドコンディション把握 ＆ セグメントアプローチ

・月額50万円のSaaS型サービス



ブランドオフィシャルの考え方

AISAS等の一般的なマーケティングファネルに沿った計測が可能

共有/リピート購入

新規購入

エンゲージメント

購入検討

興味

認知



実施した施策の振り返り

2点間比較：＠cosme内外で実施した施策の影響を見える化

実施前 実施後

共有/
リピート購入

新規購入

エンゲージメント

購入検討

興味

認知

マスプロモーションでリーチしたユーザーが
商品に関する具体的な情報や評価を求めて

@cosmeに訪れた



状態に合わせたセグメントアプローチ

購入に関する傾向

クチコミに関する傾向

属性に関する傾向

『セグメント配信』
メール
＆

インフィード など

指定セグメントユーザーに対し、メールやインフィード枠にてアプローチ

他・・・

生活者



t a b l e a u

tableauの活用シーン

・広告メニューの効果検証 他

・ブランド・期間の選択でレポート化
・提案資料にそのまま反映可能な汎用デザイン

※今後、ブランドオフィシャルへのtableau埋め込みも検討

広告メニューの施策効果をレポート化



tableauの活用シーン 例

クチコミによる二次波及効果まで詳細に見える化

▽対象ブランドの選択 ▽対象期間の選択



【営業ツール最適化】
トップセールス営業ツールの横展開



tableauを活用した営業ツール最適化

トップセールスの営業ツールをtableauを活用し横展開
提案の質を向上させつつ作成工数を削減

・社内のデータ整備および、tableauの導入

→非エンジニアでもレポートが可能に

・営業のトップセールスが自ら学習し、tableau化を推進

・提案の質を向上させつつ作成工数を削減

（旧来は、エンジニアへの抽出依頼or複数ツールを活用し営業が個別に資料を作成）



資料例１

クチコミの評価点とクチコミ投稿数の推移（複数商品比較）



資料例２

認知拡大メニュー実施後の、クチコミ件数と評価点の推移



営業の現場に起きた変化

・提案の質向上・作成工数の削減

・自社サービスへの自信（数値的根拠）

・既存メニューの改善提案

・ユーザー体験の改善提案

売上何倍！のような華やかな成果ではないが、成長への大きな一歩！



Sales Change Makers
組織が成長し続けるための極意とは

イノベーターのチャレンジを
正しく評価し

【組織として】支えることができる こと
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