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Salesforce Researchは、全世界10,000人以上の
消費者を対象に、次のことを調査する目的でア
ンケートを実施しました。
• 競合ひしめく小売環境において、小売業者、ブランド、オン
ラインマーケットプレイスが取り組んでいる差別化の方法
• 買い物客のロイヤリティを高める要因
• 新しいデジタルの購入接点に対して、小売業者が競争力を
高める方法
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• 実店舗が果たす役割の変化
• 2019年ホリデーシーズンの買い物客の購買傾向
アンケート調査は2019年6月14日から7月2日にかけて実施
され、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリ
カ、中東、アフリカの1万614人（Salesforceを利用していな
い人も含む）から無記名で回答を得ました。回答者の詳細な
内訳については、47ページを参照してください。
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四捨五入の関係上、このレポートで示す比率の合計は100%
にならないことがあります。比較のための計算には四捨五入
後の数値を使用しています。

Salesforce Research は、データにもとづく洞察を提供することで、
顧客の成功を後押しするビジネスへの変革を支援します。
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このレポートでは、次のような販売業者に影響を
及ぼす動向について分析していきます。
小売業者
Walmart、Woolworths、Tesco、Carrefourなど、さまざまなブ
ランドの商品を取り扱い、販売する企業
ブランド
Nike、Apple、UNIQLO、Samsungなど、同一の名称の下で商品
を製造販売する企業

Open

オンラインマーケットプレイス
Amazon、eBay、Alibaba、Etsyなど、さまざまなブランド、小
売業者、各販売業者の商品を販売するWebサイト

また、アンケート結果の検証は、次の4つの世代別
でも行っています。
• サイレント、ベビーブーマー – 1920年〜1964年生まれ
• ジェネレーションX – 1965年〜1980年生まれ
• ミレニアル – 1981年〜1996年生まれ
• ジェネレーションZ – 1997年〜2001年生まれ
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摘要
小売業の動向を見れば、業界が
今、変革期にあることは誰の目に
も明らかです。
しかし、この変革は単純に「実店舗 vsコ
マース」の対立軸で捉えることはできませ
ん。売上はもちろん、その先にあるロイヤ
リティも獲得するには、変わりゆく消費者
の期待や好み、チャネルによって複雑化す
るエコシステムについて理解し、対処して
いくことが必要です。これは小売業者、ブ
ランド、オンラインマーケットプレイスの
いずれにとっても変わりません。
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小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
（6ページを参照）

オンラインマーケットプレイスは、デジタルショッピングにおいて圧倒的存在感を示していますが、小売業者やブラン
ドも手強いライバルと化しています。買い物客は、状況に応じてさまざまな選択肢の間を行き来する自由があるので
す。86%の消費者が、小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスを組み合わせて利用しています。

02

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング
（9ページを参照）

競合ひしめく環境において優位に立つために、小売業者は幅広い購買活動にわたりエクスペリエンスで差別化を図ろう
と模索しています。ジェネレーションZに属する消費者の61%は、独自のショッピングイベントを展開するブランドや
小売業者から購入することが多いと回答しています。

03

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー
（12ページを参照）

店舗に消費者を集客する従来の小売業の枠組みが、覆されようとしています。ブランドは買い物客がどこにいるかを問
わず、従来の小売業の手が届いていなかったところまでリーチを広げています。オンライン購入の9%は、音声アシス
タントやソーシャルメディアなどの新しいデジタルチャネルで行われています。

04

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
（16ページを参照）

小売においてはeコマースの台頭が目覚ましいものの、実店舗の重要性も失われていません。店舗は単に販売の場とし
て機能するのではなく、多面的な役割を果たすようになっています。オンラインとオフラインの世界をつなぐと同時
に、差別化されたエクスペリエンスも提供しています。現在も、81%の買い物客が店舗で新商品を見つけ、品定めし
ています。

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング
（21ページを参照）

小売業者やブランドにとって、ホリデーシーズンが一番の書き入れ時であることは変わりません。モバイル、ソーシャ
ルなどのデジタルチャネル全体でエンゲージメントを洗練させていくことは不可欠ですが、買い物客を引き寄せる従来
の方法も今なお有効です。買い物客は、ホリデーシーズンの購入に最も影響する要素として、セールやプロモーション
コードの有無を挙げています。
Salesforce Research
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小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
ネットへの常時接続や高度にパーソナライズされたエ
ンゲージメントが実現し、ニッチなセグメントにも豊富
な商品が提供される現代において、買い物という体験
は以前とまったく異なるものとなってきています。

オンラインショッパーが利用する、デジタルな購入先はさまざま

9%

新興のデジタルの
購入接点

デジタル変革により、ビジネスやビジネスの運営モデルが大きく変化す
るなか、消費者は商品の検討や購入をデジタルチャネルに頼るように
なっています。その内訳は、以下のとおりです。
• Walmart、Carrefour、Woolworthsなどの小売業者のWebサイトやア
プリは、オンラインの売上の4分の1以上（26%）を占めている
• D2C（直販）ビジネスモデルの躍進により、Tory Burch、Columbia、
資生堂などのブランドのWebサイトやアプリは、オンラインショッ
ピングの売上の5分の1近く（18%）を占めている

18%
47%

オンライン
マーケットプレイス

ブランドのWeb
サイト、アプリ

オンライン購入の
分布状況*

• Amazon、eBay、Alibabaなどのオンラインマーケットプレイスは、
オンラインショッピングの売上のほぼ半分（47%）を占めている
買い物客がどこにいようと、オンラインで「今すぐ購入」ボタンをすぐ
に押せる時代となり、その他のデジタルチャネルも無視できない存在と
なりました。WeChat、Instagram、Pinterestなどの新たな顧客接点にお
けるトランザクションも、オンライン購入の売上の9%を占めるほどに
なっています。

26%

小売業者のWeb
サイト、アプリ

* 平均売上高にもとづく数値
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小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
86%もの買い物客が、小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスを組み合わせて利用しています。
ウォレットシェアをめぐるこの熾烈な競争で、顧客に選ばれるためには何が必要なのでしょうか。
買い物する理由の上位項目 – 購入先ごとに魅力は異なる

小売業者

ブランド

オンラインマーケットプレイス

1. 返品、交換のポリシー

1. 信頼、品質

1. 価格

2. カスタマーサービス、サポート

2. 商品の独自性

2. 配送手配などの選択肢

3. ロイヤリティプログラム、リワードプログラム

3. 商品のカスタマイズ性

3. 商品の取り揃え

スムーズな返品対応や優れたカスタマーサービ
スの提供ができていれば、買い物客は小売業
者のデジタル店舗も利用するようになります。
消費者はポイントや特典に目がないため、ロイ
ヤリティプログラムも有効な集客手段です。会
員に大きなメリットを提供するプログラムとし
ては、Nordstrom社のNordy Club、Target社の
REDcard、CVS社のCarePassなどがあります。
特別感を求める買い物客にとって、これらのメ
リットは重要な差別化要因となるでしょう。

Glossier、Joybird、Awayなど、D2Cの販売手法
をとるブランドは、信頼や品質に加え、大量生
産の小売業者やマーケットプレイスでは入手で
きない、独自性を持つ商品を提供することで、
それを求める消費者の支持を獲得しています。
仲介業者がいないため、買い物客の指定や好み
に合わせてカスタマイズされた商品を販売する
こともでき、消費者が購入先を選ぶ際には、こ
の点がさらなる魅力となります。

価格を最も重視する場合や、配送手配などの
選択肢を優先する場合、買い物客はオンライン
マーケットプレイスを利用する傾向がありま
す。膨大な商品数のカタログをスクロールして
ワンストップで買い物ができる利便性から、圧
倒的な商品の取り揃えを誇るAmazonのような
マーケットプレイスも優位に立っています。

Salesforce Research

01

コネクテッドショッパー最新動向レポート

8

小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
さまざまなショッピングの選択肢があるなかで、
ある特定の手段が選ばれ
る理由を知るには、カスタマージャーニーの段階によって、消費者のし
たいことが変化する点に注目する必要があります。
初回購入
新しい商品を試す際には、やはり実店舗が好まれます。牛乳を買うため
に近くのスーパーマーケットに立ち寄ったとしましょう。目的のものを
探す買い物客を待ち構えているのは、初めて見る洗剤やジュースといっ
た商品との新しい出会いです。店頭は、新商品に実際に触れ、品質を自
分の目で確かめるのに最適な場所でもあります。

初回購入とリピート購入で異なる購入先を利用する買い物客

初回購入

リピート購入

71%
25%

16%

7% 8%
22%

14%

37%

■ 実店舗 ■ ブランドのWebサイト、アプリ
■ 小売業者のWebサイト、アプリ ■ オンラインマーケットプレイス

オンラインショッピングと比較すると、実店舗で買い物客が初回
購入に至る可能性は2.4倍にも上ります。
リピート購入
しかし、店頭で特定の商品を再度購入する買い物客は4分の1にすぎず、
手元にある商品の補充を目的とする購入先として最も人気があるのは、
オンラインマーケットプレイスです。ただし、補充目的での購入の場
合、その割合はチャネル全体でより均等に分布しています。リピート購
入では、商品を直接手にとって確認する必要がなくなるため、買い物客
は豊富にある購入先のなかから、最も低価格で便利に入手できる場を選
びます。

Salesforce Research
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消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング
買い物は、レジに商品を持っていき、お金を払って終わりと
いうものではありません。商品について調べることから、目的
のものを見つけ、比較検討して購入し、サービスを受け、その
ブランドのファンになることまで、非常に広範な活動を指す
ものになっています。こうした活動に対する消費者のかかわ
り方も大きく変化し、今ではそれが日常生活の一部となって
います。
消費者のうち、1年前と比較して現在の方がショッピングに費やす時間
が増えたと考えているのは30%のみです。モバイルやワンタッチでの支
払い方法など、煩雑さを解消するエクスペリエンスが増えたことに一因
があると考えられます。ショッピングにかかわる活動が日常へとさらに
深く溶け込むにしたがい、消費者の行動には4つの重要な変化が見られ
るようになっています。
• 個別の行動からシームレスな行動へ – 消費者は「今日は買い物に行
こう」と決めて行動することがなくなり、いつでもどこでも、指先で
タップしたり音声コマンドを使ったりして買い物ができるようになり
ました。
• 1つの方法から使い分けへ – ショッピングは、デジタルとリアルの多
種多様な顧客接点で行われるようになりました。
• アナログからデジタルへ – サービス提供のデジタル化が進み、つなが
りのあるパーソナライズされたエクスペリエンスを提供するために、
販売員がツールを駆使する小売業者もあります。たとえば、Appleの販
売員はiPadや店頭用の独自アプリを使って顧客対応を行っています。
• 商品の販売からエクスペリエンスの提供へ – コモディティ化した商品
の場合、いかに「響く」エクスペリエンスを提供できるかが重要になり
ます。Lushの動物実験反対のグッズ販売や、Kiehlʼsのパーソナライズ
された美容液などがその例です。

日常生活にますます溶け込むショッピング

個別の行動

シームレスな行動

アナログ

デジタル

47%

75%

音声アシスタントを
利用して商品を注文した
ことがある消費者*

オンラインで行われる
リピート購入の割合

1つの方法

使い分け

商品の販売

エクスペリエンスの提供

8

83%

企業とのコミュニケーション
で顧客が利用する
チャネル数の平均

企業が提供するエクスペリエン
スは、商品と同じくらい重要で
あると回答した消費者

* 『State of the Connected Customer』（英語）、Salesforce Research、2019 年 6 月
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消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング
ますます複雑化する小売環境において、ブランドや小売業者はどのよう
に差別化を図っていけばよいのでしょうか。消費者10人のうち約8人は、
ロイヤリティプログラムのあるブランドから購入しており、これが最も
多くのウォレットシェアを獲得する方法となっています。しかし、小売
業者に今、必要なのは、あって当然となりつつあるロイヤリティプログラ
ムを特別なものに変えていくことです。たとえば、Shinola社のFoundry
プログラムは、販売員を通してお客様情報の登録を必須とすることで、
新商品をいち早く紹介できるようになり、VIPクラブを作ることに成功し
ました。
特別な商品やイベントも重要です。買い物客の半数以上が、限定商品や
カスタマイズ商品を提供するブランドや小売業者に（54%）、また独自
のショッピングイベントを展開するブランドや小売業者に（51%）魅力
を感じています。

差別化された商品やエクスペリエンスに魅力を感じる買い物客

購入する可能性が高まる商品やエクスペリエンス

ロイヤリティプログラム、
リワードプログラム

78%

限定商品、
カスタマイズ商品

54%

独自のショッピングイベント
（ポップアップストアなど）
独自のコラボレーション
商品

51%
31%

サイレント、
ベビーブーマー

ジェネレー
ションX

ミレニアル

ジェネレー
ションZ

70%

80%

84%

78%

30%

54%

66%

72%

35%

53%

59%

61%

10%

27%

43%

53%

こうした傾向は、若い世代になるほど強くなります。ジェネレーション
Zの消費者の72%は、限定商品やカスタマイズ商品を提供するブランド
や小売業者から購入することが多く、同世代の53%は、アーティストや
アスリート、セレブとのコラボレーション商品を購入することが多いと
回答しています。

ジェネレーションZとサイレント、ベビーブーマーとの比較

14倍

– インフルエンサーを参考にして新しい商品を

“Spalding MVPロイヤリティプログラムがなければ、当社にとって最良の顧客に
ついて、ここまで深く理解することはできなかったでしょう。おかげさまで、
一人ひとりと向き合えるようになりました。”
̶ Spalding社、デジタルマーケティング&eコマースマネージャー、Matt Day氏

発見し、品定めすると回答

Salesforce Research
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消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング
多数の選択肢があるなかで、購入に導くだけでも困難なことです。そこ
からさらに、要求レベルの高い消費者から真のロイヤリティを獲得し、
ブランドのファンへと育てるのは、次元の異なる挑戦だと言えるでしょ
う。お気に入りのブランドについて考えるとき、買い物客が一番に思い
起こすのは、自分好みのエンゲージメントです。
買い物客に愛されるブランドの特徴のトップ5のうち、1位は「個別の
ニーズに対応してくれる」こと、5位は「自分のことを本当に理解して
くれている」ことでした。別の調査によると、69%の買い物客は、企
業に対して自分のニーズや期待を理解してほしいと思う一方で、56%
は多くの企業が画一的な対応をすると考えています* 。幅広い顧客層全
体でひとまとめにするのではなく、買い物客それぞれを個人として捉え
て対応すれば、小売業者はこの期待と現実のギャップを埋め、競争上の
優位性を獲得できるでしょう。

愛されるブランドは、顧客に対する理解を示す

買い物客が最も好むブランドの特徴

1位

個別のニーズに
対応してくれる

2位

独自のショッピング体験や
プロモーションを提供している

4位

希望するチャネルで
対応してくれる

3位

限定商品を提供している

5位

自分のことを本当に
理解してくれている

自分のことをよく理解し、特別に扱ってくれていると消費者が感じた
とき、消費者と小売業者との関係はより強いものになります。独自の
ショッピング体験やプロモーションの展開は、ブランドがつながりのな
かでロイヤリティを育てる（そして利益を上げる）上で効果的な方法
です。

57%

– ブランドを決めて買い物をする傾向がある買い

物客の割合

* 『State of the Connected Customer』（英語）、Salesforce Research、2019 年 6 月
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“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー
ショッピングはかつて、店舗かeコマースサイトで購入するというシンプルなものでした。しかし今日では、10件の購入の
うち1件が新たなデジタルの購入接点、つまり、小売業者やブランドが所有する店舗やサイトとは切り離されたチャネルで
行われています。
実店舗やオンラインショップに集客するだけの時代は終わりました。ブランドを消費者の日常生活に溶け込ませ、場所を問わずに消費者がつながりたいときにつ
ながるようにすることが求められています。
このレポートでは、ブランドや小売業者が所有する店舗などから遠く離れた場所、つまり端（エッジ）に存在するチャネルを利用して購入することを「エッジでの
買い物」と呼びます。これは、消費者がブランドと直接関わることなく、第三者のプラットフォーム上で情報を得たり、購入したり、サービスを受けたりする新た
な枠組みを言い表したものです。こうしたデジタルな顧客接点には、ソーシャルメディア、メッセージングプラットフォーム、音声アシスタントなどがあります。
旧来の小売業の枠組み

エッジでの買い物

ブランドの側に消費者を引き寄せる

消費者の側にブランドを届ける

価

格

商品

プロモーション

在庫

価格

労働

ン
ショ
モー
プロ

労働

商品

在庫

コンテンツ

コンテンツ
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“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー
メッセージングアプリ、音声アシスタントなど、デ
ジタルな新しい顧客接点を利用してジェネレーショ
ンZが購入する割合は、ベビーブーマーの3.5倍で、
エッジでの買い物はごく一般的なものになりつつあ
ります。買い物客の半数以上（55%）は、すでに
商品をアプリから購入するようになっています。
今日の買い物客はモバイルの先にある、次の新たな
購入チャネルを見据えています。ゲーム機経由で
商品を購入する買い物客は、現在わずか4%ではあ
るものの、その4倍の人（16%）がショッピング
にゲーム機を利用することに興味を示しているの
です。これはジェネレーションZでさらに顕著にな
り、ゲーム機経由で商品を購入している人が現在
7%、将来的にショッピングにゲーム機を利用する
ことに興味を示している人が25%となっています。

“エッジでの買い物は、2025年に私たちがどうある
かを決定づける要素となるでしょう。今すぐ実験を
始め、計画に反映すべきです。つまり、店舗などで
直面しているあらゆる課題をまずは洗い出し、在
庫から消費者の360度ビュー、マーケティングテク
ノロジースタックに至るまで、持てるアセットをす
べて使ってその課題にどう取り組むべきかを考える
のです。”

“エッジ”では、ショッピングがさらに簡単、スピーディに

9%

の消費者は、
音声アシスタントやソーシャル
メディアなど、新しいデジタルの
購入接点を通じて購入している

ジェネレーションZは、サイレント、

3.5倍

ベビーブーマーの
割合で、新しいデジタルの
購入接点を利用している

67%

ミレニアルとジェネレーションZの

4人に1人

の消費者は、
1回のトランザクションを
完了するまでに複数の
チャネルを利用している*

2/3

の消費者は、
モバイルサイトで買い物するのは
簡単だと感じている

の

は、ゲーム機を
使ったショッピングに興味を示している

消費者がショッピングに
利用しているモバイル

3

アプリは平均で

個

* 『State of the Connected Customer』（英語）、Salesforce Research、2019 年 6 月

̶ ASICS Digital社、プレジデント、Dan Smith氏
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“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー
デジタルな顧客接点が増加したことで、消費者は企業とのコミュニ
ケーションに平均8つの異なるチャネルを利用するようになりまし
た*。ショッピングジャーニーの各段階で強みを発揮する顧客接点
の概要を、以下に示します。
発見と品定め
検索エンジン、ソーシャルメディアのフィード、インフルエンサー
などは、買い物客がブランドの店舗以外で商品の情報を得るため
の、代表的な手段となっています。ジェネレーションZの70%は、
新しい商品を発見して品定めする場としてソーシャルメディアを好
んでいます。

ショッピングジャーニー全体で台頭する新たな顧客接点

カスタマージャーニー全体で買い物客が利用するチャネル
サービス

発見と品定め

メール 56%

70% 検索エンジン

チャットボット、チャット、
インスタントメッセージング 26%

47% ソーシャルメディア

ソーシャルメディア 21%

35% メール

メッセージングアプリ 20%

18% インフルエンサー

SMS、テキスト 14%

17% メッセージングアプリ

購入
買い物客の大半は、信頼のおける実店舗やWebサイトなどのチャネ
ルを今なお取引に利用していますが、かなりの割合（29%）が、
モバイルウォレットなどショッピングジャーニーの煩雑さをなくす
新しいテクノロジーを活用し始めています。

ショッピング
ジャーニー

サービス
店舗や電話など、従来のチャネルが今も一般的（買い物客の利用割
合は、店舗と電話でそれぞれ62%と53%）ではあるものの、買い
物客はさまざまなサービスの選択肢を期待するようになりました。
若年層になればなるほど、買い物客が利用したいサービスチャネル
の数は増加します。サービスを受ける際には、ミレニアルとジェネ
レーションZの半数近くがWebサイトとアプリを、3分の1がチャッ
トボットを利用しています。

購入

30% メール**
29% モバイルウォレット
19% ソーシャルメディア
11% メッセージングアプリ
5% 画像検索

* 『State of the Connected Customer』（英語）、Salesforce Research、2019 年 6 月

複数回答可。
** ブランドから送信されるメールで、商品の情報やクーポンが提供されるなど。
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“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー
今日の消費者の目の前には、多種多様な購入手段がずらりと取り揃えられています。小売業者やブランドは、そのなかで最も成長が著しい購入手段として、自社
のWebサイトやアプリを直接管理しています。しかし、10%以上の買い物客は、今後12か月間で新しい購入の選択肢を試してみようと考えており、これには音声
アシスタント（18%）、ライブ配信動画（15%）、画像検索（13%）などが含まれています。
今後、若年層が購買力を持つようになったときにどのような変革が起きるかは、世代間の違いを見ることでヒントが得られます。サイレント、ベビーブーマー世
代は、やはり従来の買い物の手段から離れない傾向がありますが、ジェネレーションXからミレニアル、そしてジェネレーションZまでのその他の世代は、モバイ
ルウォレット、メッセージングアプリ、ソーシャルメディアなどの新しい購入手段を活用する傾向があります。そして、意外に思われるかもしれませんが、ジェ
ネレーションZが新しい顧客接点の活用をリードしているわけではありません。音声アシスタント、ビデオチャット、チャットボット、画像検索、ライブ配信動画
などは、若い世代よりもジェネレーションXとミレニアルの世代で人気があります。
世代間で異なる購入手段の好み

今後12か月間で、次のチャネルを利用した購入を増やしたいと考えている買い物客
成長率が低い

成長率が中程度

成長率が高い

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
平均

9%

11%

13%

13%

15%

15%

17%

18%

25%

25%

28%

32%

32%

35%

SMS、テキスト

ビデオチャット

画像検索

ゲーム機

ライブ配信動画

メール

チャットボット、
チャット、インス
タントメッセージ
ング（IM）

音声
アシスタント

実店舗

モバイル
ウォレット

メッセージン
グアプリ

小売業者また
はブランドの
Webサイト

ソーシャル
メディア

ショッピング
アプリ

■ サイレント、ベビーブーマー ■ ジェネレーションX ■ ミレニアル ■ ジェネレーションZ
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店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
eコマースが隆盛を極めていますが、買い物客は慣れ親
しんだ実店舗での体験を忘れてしまったわけではあり
ません。
2018年、米国では小売業の破綻や規模縮小が相次ぎ、大手小売業者は
5,524もの店舗を閉店しました*。49%の消費者は、日常の買い物に
こうした閉店が大きな影響を及ぼしたと回答しています。
店舗の時代の終焉とデジタル時代の到来を思わせるような書き出しで
はありますが、店舗は現実的な意味でも、象徴としても、重要な場所
であり続けるでしょう。商品を実際に手にとれることの意味は大き
く、消費者が実店舗で買い物をする理由の第1位となっています。ま
た、商品が配送されるのを待っていられない場合、消費者は最寄りの
店舗に足を運んで購入することを選びます。商品がすぐ手に入ること
は、買い物客が実店舗で買い物をする理由の第3位となっています。

実店舗は買い物客にとって中心的な場所で有り続ける

実店舗で買い物する理由の上位

1位

2位

商品を手にとれる

店舗での全体的な
エクスペリエンス

4位

店舗の割引を利用できる

3位

すぐに商品が手に入る

5位

送料が発生しない

消費者のニーズに応えるため、小売業者は実店舗のあり方を再構築し
ようとしています。一方、消費者の方は、店舗の役割が進化しても
発見、体験、提供の場として機能することに変わりはないと回答して
います。

* 『Reviewing 2018 U.S. and U.K. Store Closures』（英語）、Coresight Research
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店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
発見の場

店舗は商品を見つける中心的な場所

商品情報の詳しさではGoogle検索に及ばないかもしれませんが、81%
の買い物客は、新しい商品を見つけ、品定めするために変わらず実店舗
を訪れています。
このように買い物客が店舗で商品を見て回る機会は、小売業者に恩恵
をもたらしています。62%の買い物客は、実店舗で買い物するときに
当初の目的以外のものも購入すると回答しています。
だからといって、買い物客が商品を見つけるのはオフラインだけ、と
いうことにはなりません。今日の買い物客はマルチタスクが得意で
す。商品を手にとって確認すると同時に、スマートフォンを使ってオ
ンラインでもチェックします。買い物客の来店時にスマートフォンの
位置情報を使ってクーポンを配信するなど、リアルの世界とデジタル
の世界とをつなぐ店舗づくりを行うことが、競合の一歩先を行くカギ
となるでしょう。

78%
81%

81%

83%

新しい商品を見つけて品定め
するために実店舗に行く

82%

52%
63%

62%

68%

店舗で買い物するときは、当初の
目的以外のものも購入しがち

68%

26%
57%

57%

店舗内でモバイルデバイスを使い、
商品についてオンラインで調べた
ことがある

■ サイレント、ベビーブーマー

■ ジェネレーションX

74%
74%

■ ミレニアル

■ ジェネレーションZ
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店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
体験の場

店舗は体験の中心的な場所

ショッピングは、実用的なニーズを満たすだけのものではありません。
売り場を見て回ることは、それ自体が社会的な活動でもあり、なにより
楽しいものです。

25%
36%

消費者のなかでも特にジェネレーションZは、商品やレジでの精算と
いったこと以外に独自のエクスペリエンスを提供する店舗を求めていま
す。ジェネレーションZの買い物客の51%は、ポップアップストアを訪れ
たことがあり、42%は、店舗内での体験を主眼とするソーシャルイベン
トや実演などに参加したことがあります。

37%

このデジタル時代において、ブランドがカスタマーエクスペリエンスの
あらゆる要素を集約して伝え、意義深い関係を直に築けるのが、店舗と
いうほかにはない環境なのです。

39%

25%

店舗での独自の体験に
参加したことがある
（ソーシャルイベントや実演など）

45%
42%

24%
37%
47%

ポップアップストアを
訪れたことがある

■ サイレント、ベビーブーマー

51%

■ ジェネレーションX

■ ミレニアル

■ ジェネレーションZ

の買い物客は、店舗での体験の質が低いことを
直接の理由として、最近別の店舗を利用するようになったと回答
しています。
小売業における優れた体験の提供事例は多数あります。カナダの衣料品
小売業者のRoots社は、シカゴのマグニフィセントマイル地区の店舗にラ
ウンジを設け、地域の小売スタートアップ企業が新しいコンセプトを試
す場を提供したり、カスタマイズワークショップを開催したりしていま
す。また、資生堂がシンガポールに作った、香りで演出を行うアートイ
ンスタレーションや、Lululemon社が店舗で運営するヨガ教室も新鮮な
取り組みです。そして、
オンラインの販売業者であるAmazon、Rent the
Runway社も、顧客の記憶に残るエンゲージメントを提供しようと実店舗
の運営に乗り出しています。

“店舗はお客様に新しい商品を発見し、体験していただくための特別な場所です。
だからこそ、マグニフィセントマイルにこの半年で初めての店舗をオープンさ
せたのです。”
̶ Roots社、最高eコマース責任者、James Connell氏
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店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
提供の場

店舗は商品を提供する中心的な場所

今日の店舗は、オンラインの世界とオフラインの世界とをつなぐ提供の場
としての役割も果たしています。ほとんどの買い物客は、次のような3つ
の方法でこれを利用しています。
返品時に購入 – 買い物客が返品するとき、別の商品を購入するつもりはな
いかもしれませんが、しないとも限りません。67%の消費者は、商品を
返品するために店舗を訪れ、最終的に別の商品を購入したことがあると
回答しています。
クリック＆コレクト – ミレニアルの3分の2は、オンライン注文を行って
店舗での受け取りを選択したことがあると回答しています。クリック&コ
レクトは、BOPIS（Buy Online, Pickup In-Store）とも呼ばれ、Cortefiel社
やPets At Home社など、世界的にオムニチャネルで展開する小売業者の
間で標準的なサービスとなりつつあります。
エンドレスアイル – 買い物客の半数以上（52%）は、店舗在庫のない商
品の配送を手配してもらったことがあると回答しています。小売業者に
とって、これは在庫を最適化し、売上の機会を逃さないようにするため
の施策です。革新的な取り組みを行うBonobos社では、実店舗を純粋な
ショールームとして機能させ、販売した商品を買い物客の自宅に配送する
という方法で、このモデルをさらに進化させています。

61%
68%

67%

71%

店舗に商品を返品しに行って
別の商品を購入したことがある

69%

49%
58%

59%

66%

オンラインで商品を購入し、店舗で
の受け取りを選択したことがある

61%

42%
51%

52%

店舗在庫のない商品の配送を
手配してもらったことがある

■ サイレント、ベビーブーマー

■ ジェネレーションX

60%
57%

■ ミレニアル

■ ジェネレーションZ
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店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
スマートフォンを手に店舗内を歩き回る買い物客の姿は、ありふれた光景とな
りました。店舗内での行動にモバイルデバイスが与える影響は決して小さくあ
りません。ジェネレーションZの買い物客の4分の3は、店舗内でモバイルデバ
イスを使って商品について調べたことがあると回答しており、4分の1以上は
結果としてレジでの精算を行わなかったことがあると回答しています。しか
し、モバイルウォレットなどの著しい革新が進む一方で、店舗の多くは買い物
客のモバイルを中心とする考え方に対応できていません。

43%

の買い物客は、店舗は一般的に、店舗内でスマート
フォンを使ったエンゲージメントの手段を提供できていないと回答し
ています。

モバイルファーストで変わる、店舗でのエクスペリエンス

57%

55%

32%

27%

店舗内でモバイルデバイスを使い、
商品について調べたことがある

店舗内やその近辺で、SMSまたは
プッシュ通知による特典やメッセ
ージを受け取ったことがある

位置情報にもとづく特典や
体験の提供を受けたい

店舗内でモバイルデバイス
を使って商品を購入したこ
とがある

小売業者がモバイルと店舗を連携させるにあたっては、位置情報テクノロジー
が特に大きなビジネスチャンスをもたらします。55%の買い物客は、店舗の
近くに来るとプッシュ通知で配信される割引クーポンなど、位置情報にもとづ
いて提供される特典や体験を望んでいますが、そのような体験をしたことがあ
ると回答したのは3分の1以下でした。店舗が消費者のモバイルファーストの
ライフスタイルに追いつくまでの道のりは、まだまだ長そうです。

Salesforce Research
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2019年ホリデーシーズンの
ショッピング
多くの小売業者やブランドにとって、11月と12月
のホリデーシーズンは、消費者の動機や購入習慣を
理解することが最も重要な時期です。
小売業者にとっては嬉しいことに、今シーズンは
83%の消費者が店舗での買い物を予定していま
す。しかし、3分の2は、オンラインマーケットプレ
イスでさらに買い物をする予定です。つまり、それ
ぞれのチャネルの強みを理解し、それに応じた対応
をする必要があるということです。
世界中の消費者のモバイルファースト傾向が強まる
なか、それを反映するかのように、5分の3近い買
い物客が、このホリデーシーズンにアプリから購
入することを予定しています。これは、2018年の
ホリデーシーズンにおいて、モバイルデバイスで
のeコマースの注文処理数が初めて多数派となった
トレンドをさらに強めるものです*。
早めのホリデーショッピングも、以前から続くトレ
ンドとなっています。昨年の感謝祭では、当日にブ
ランドからSMSで送信されたマーケティングメッ
セージは通常の159%増*で、売上はシーズン全体
の5.3%を達成しました。

39%

ホリデーシーズンの買い物客の予定

83%

で
実店舗
定
る
す 予
買い物

オン

67%

ライ
ンマ
ーケ
プレ
ット
イス
で
さ
買い
ら
に
物す
る予
定

58%

アプリを使って
買い物する予定

の米国の消費者は、感謝祭を
祝いながらオンラインでショッピングすること
を予定しています。
* 『2018 Holiday Shopping Report』（英語）、Salesforce
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2019年ホリデーシーズンの
ショッピング
T.J. Maxxなどのディスカウントショップが、お買
い得品狙いのハンターをけしかけるようにバーゲ
ンセールを繰り出すこの時期、特にミレニアルの
間では買い物の意思決定においてセールが最も重
要な要素となります。47%の買い物客が、ホリ
デーシーズンにはセール品以外の商品は購入しな
いと宣言しています。
ホリデーシーズンの買い物客に対する、実店舗の
アピール力は失われていません。サイレント、ベ
ビーブーマー世代の3分の2を含む58%の消費者
は、ホリデーシーズンの買い物は、実店舗で手に
入る商品に影響されると回答しています。しか
し、検索エンジンの果たす役割が大きくなるにし
たがって、デジタルチャネルも影響力を増してき
ています。
68%の買い物客は、ホリデーシーズン中は企業
から届くメールに注目していると回答しており、
割引や商品情報などを知ってもらう絶好の機会と
なります。しかし、ジェネレーションZの買い物
客とデジタルにつながるには、小売業者やブラン
ドはモバイルアプリやソーシャルメディア対応の
ための人員を確保しておくのが賢明でしょう。

オンラインとオフラインの情報がホリデーシーズンの買い物のヒントに

ホリデーシーズンの購入に影響を及ぼすと買い物客が回答した内容

セールや
プロモーションコード

60%
58%

実店舗で手に入る商品

52%

配送料の無料化や特急便
検索エンジン
（Google検索やBingなど）

39%

サイレント、
ベビーブーマー

ジェネレー
ションX

ミレニアル

ジェネレー
ションZ

52%

61%

64%

61%

64%

55%

56%

58%

47%

54%

55%

53%

37%

42%

39%

35%

ブランドや小売業者からの
メール

36%

37%

39%

36%

31%

アプリ

35%

16%

35%

44%

46%

ソーシャルメディアの広告

23%

8%

22%

30%

35%

ギフトガイド（プレゼントに
最適な商品をまとめたリスト）

22%

16%

22%

27%

24%

ソーシャルメディアの
投稿や体験談

21%

6%

19%

30%

34%

20%

の買い物客、そしてジェネ
レーションZの37%は、ホリデーシーズンに
何を買うか、Instagramを参考にしたいと
考えています。

Salesforce Research

まとめ

コネクテッドショッパー最新動向レポート

23

信頼の獲得とサステナビリティの実現がカギ
買い物客が期待している、パーソナライズされた一貫性のあ
るエンゲージメントを実現するには、膨大な量のデータが必
要です。幸いなことに、今日のエンゲージメントのためのシ
ステムと人工知能（AI）などの最先端技術のおかげで、必要
なデータを活用してアクションにつなげることができるよう
になっています。
ほとんどの買い物客は、自分のニーズに合わせた特典の提供やチャネル
間、デバイス間のシームレスな連携など、透明性が高く、自分にメリッ
トのある形で利用される限りは、個人情報を提供することに抵抗があり
ません。しかし、不透明、あるいは誠実さに欠けるプライバシーポリ
シーの運用が横行するようになり、多くの買い物客は企業が責任ある行
動を取るのかどうかを疑問視するようになっています。
買い物客のデータの取り扱いにおいて透明性を確保することは、顧客の
信頼を獲得するためだけでなく、競争上の優位性を獲得する上でも重要
なものとなっています。77%の消費者は、データの取り扱いに透明性を
確保している企業に対して、より強いロイヤリティを示しています*。

パーソナライゼーションが進む世界で、信頼の危機に瀕している小売業者*

個人情報の透明性が高く、自分にメリットのある形で利用されるのであれば抵抗はない

55%

26%

19%

■ そう思う ■ どちらとも言えない ■ そう思わない

63%

企業の大半は個人デー
タの利用について透明
性を確保していないと
回答した消費者

55%

企業は消費者にメリットが
ある形で個人データを
利用していないと回答した
消費者

“小売業者は、パーソナライズすることと誠実であることを両立させる必要
があります。顧客の好みを本当の意味で理解し、尊重していることを誠実
に示し続けることで、信頼を築くことができるのです。効果的なパーソナ
ライゼーションの基盤には、信頼が欠かせません。”
̶ Salesforce、小売・消費財担当シニアバイスプレジデント、John Strain

* 『State of the Connected Customer』（英語）、Salesforce Research、2019 年 6 月
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信頼の獲得とサステナビリティの実現がカギ
社会がさまざまな環境問題に直面するようになり、消費者は自らの購買活
動が及ぼす影響にも厳しい目を向けています。56%の消費者は、1年前と
比較して、サステナブルで倫理的なビジネスに関心が向くようになったと
回答しています。
若い世代をターゲットとしている小売業者やブランドは特に、環境フット
プリントを低減することを期待されるようになっています。ミレニアルと
ジェネレーションZは、それより上の世代と比較すると、1年前よりも商
品の生産元やサステナビリティに関心を示すようになっています。ジェネ
レーションZの買い物客に至っては、サイレント、ベビーブーマーの買い
物客と比較して、特定の商品カテゴリーについて最大で17%も強い環境
面での関心を示すようになっています。
消費者向けの食品とセルフケア商品においては、消費者がサステナビリ
ティや製造元について示す関心が、衣料品や高級品よりもわずかに高く
なっています。Lush、Everlane、Whole Foodsなどが、商品だけでなく環
境への配慮についてもプロモーションを行い、H&Mが気候変動問題に前
向きに取り組む姿勢を示すなかで、このような価値観の面でリードしてい
くことが、最新のショッピング環境においてさらなる差別化につながるで
しょう。

商品のサステナビリティや製造元情報が、ショッピングの最大の関心事に

サステナビリティや製造元について1年前よりも買い物客が関心を強めている商品の種類

67%

食料品、飲料

58%

健康、美容

54%
衣料品

43%
高級品

“56%の消費者が、サステナブルで倫理的なビジネスを行う企業の商品
を買いたいという結果となり、小売業者に残された選択肢は明白になりま
した。サステナブルなビジネスを行うか、顧客のロイヤリティを失うかの
どちらかです。”
̶ Salesforce、業界担当エグゼクティブバイスプレジデント、Neeracha Taychakhoonavudh
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国別の統計データ

*

*地域ごとの調査結果には、文化的相違が影響を及ぼすことがあります。
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オーストラリア、ニュージーランド（501人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

81%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
17%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

37%

40%

5%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

48%

62%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル
初回購入
3% 10%

6%

1
2
3

13%

33%

21%

34%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

独自のショッピング体験やプ
ロモーションを提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

希望するチャネルで
対応してくれる

10%
メッセージングアプリ
3%

39%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
セールやプロモーションコード
ブランドや小売業者からのメール

8%

買い物客による商品の購入手段

ソーシャルメディア

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

45%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット
（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

43%

買い物客が最も好むブランドの特徴

17%

店舗での全体的なエクスペリエンス

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

個別のニーズに対応してくれる

すぐに商品が手に入る

80%

リピート購入

1

商品を手にとれる

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

2

個のショッピングアプリをインストール
している
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ベルギー（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

82%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
20%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

26%

41%

13%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

62%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

66%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
6%

6%

10%

20%

30%

31%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

新商品をいち早く紹介して
くれる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

限定商品を提供している

ソーシャルメディア
19%
メッセージングアプリ
8%

57%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便

19%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

58%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

25%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

56%

買い物客が最も好むブランドの特徴
独自のショッピング体験やプ
ロモーションを提供している

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

78%

リピート購入
19%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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ブラジル（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
実店舗で買い物する理由の上位

88%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
24%

32%

33%

12%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

54%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

67%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
15%

18%

15%

27%

34%

15%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

パーソナライズされた体験を提
供している

ソーシャルメディア
33%
メッセージングアプリ
25%

80%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

配送料の無料化や特急便
セールやプロモーションコード
ショッピングアプリ

38%

買い物客による商品の購入手段

33%

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

62%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

店舗の割引を
利用できる

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

68%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

商品を手にとれる

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

すぐに商品が手に入る

52%

リピート購入
24%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している
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カナダ（502人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

81%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
14%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

25%

55%

6%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

51%

52%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル
初回購入
3%

3%

10%

18%

33%

40%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

個別のニーズに対応してくれる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

希望するチャネルで
対応してくれる

ソーシャルメディア
9%
メッセージングアプリ
4%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
セールやプロモーションコード
配送料の無料化や特急便

8%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

37%

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

49%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

17%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

47%

買い物客が最も好むブランドの特徴
独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

商品を手にとれる

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

すぐに商品が手に入る

84%

リピート購入
9%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

2

個のショッピングアプリをインストール
している
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フランス（501人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

90%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
20%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

21%

51%

9%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

52%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

76%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
9%

9%

18%

17%

35%

28%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

自分のことを本当に
理解してくれている

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

ソーシャルメディア
15%
メッセージングアプリ
7%

53%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

セールやプロモーションコード
配送料の無料化や特急便
実店舗で手に入る商品

15%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

63%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

23%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

61%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

65%

リピート購入
21%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している
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ドイツ（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

90%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
13%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

19%

62%

6%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

44%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

51%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
8%

7%

28%

15%

51%

24%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

新商品をいち早く紹介
してくれる

ソーシャルメディア
10%
メッセージングアプリ
5%

46%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便

13%

買い物客による商品の購入手段

21%

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

53%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

49%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

商品を手にとれる

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

すぐに商品が手に入る

57%

リピート購入
9%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

2

個のショッピングアプリをインストール
している
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香港（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

96%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
21%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

28%

37%

14%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

49%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

72%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
10%

5%

7%

1
2
3

すぐに商品が手に入る

店舗での全体的なエクスペリエンス

78%

リピート購入
23%

30%

26%

20%

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

74%

買い物客が最も好むブランドの特徴

1

商品を手にとれる

個別のニーズに対応してくれる、
希望するチャネルで対応してくれる

3

独自のショッピング体験やプロモーションを
提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

ソーシャルメディア
39%
メッセージングアプリ
37%

1
2
3

セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便

32%

買い物客による商品の購入手段

54%

73%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

77%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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インドネシア（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

88%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
21%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

24%

38%

17%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

59%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

50%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
15%

7%

14%

15%

44%

19%

77%

買い物客が最も好むブランドの特徴

2

3

パーソナライズされた体験
を提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

個別のニーズに
対応してくれる

買い物客は、モバイルデバイスに平均で
58%

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）
メッセージングアプリ
45%

1
2
3

ショッピングアプリ
セールやプロモーションコード
ソーシャルメディアの投稿や体験談

65%

買い物客による商品の購入手段
ソーシャルメディア

87%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

83%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

48%

送料が発生しない

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

自分のことを本当に
理解してくれている

店舗での全体的なエクスペリエンス

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

64%

リピート購入
22%

1
2
3

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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イスラエル（201人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

88%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
21%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

24%

42%

13%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

55%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

62%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
9%

10%

12%

18%

34%

22%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

希望するチャネルで
対応してくれる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

ソーシャルメディア
20%
メッセージングアプリ
18%

67%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便
セールやプロモーションコード

25%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

64%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

27%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

61%

買い物客が最も好むブランドの特徴
個別のニーズに対応してく
れる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

69%

リピート購入
25%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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イタリア（503人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

94%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
16%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

18%

58%

9%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

53%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

56%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
7%

7%

24%

15%

55%

15%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

独自のショッピング体験やプ
ロモーションを提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

希望するチャネルで
対応してくれる

ソーシャルメディア
12%
メッセージングアプリ
7%

69%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

配送料の無料化や特急便
セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品

20%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

63%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

34%

店舗の割引を利用できる

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

78%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

62%

リピート購入
14%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している
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日本（501人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

89%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
11%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

16%

71%

3%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

53%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

33%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
4% 4%

20%

10%

60%

22%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

独自のショッピング体験やプ
ロモーションを提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

限定商品を提供している

ソーシャルメディア
6%
メッセージングアプリ
4%

39%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2

実店舗で手に入る商品
検索エンジン、
配送料の無料化や特急便

13%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

61%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

10%

商品を見て回りながら新しいもの
を見つけるため

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

44%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

73%

リピート購入
8%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

2

個のショッピングアプリをインストール
している
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メキシコ（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

84%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
21%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

21%

43%

14%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

56%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

62%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
9%

6%

19%

14%

37%

25%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

限定商品を提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

ソーシャルメディア
37%
メッセージングアプリ
22%

79%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便

31%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

64%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

41%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

76%

買い物客が最も好むブランドの特徴
個別のニーズに対応してく
れる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

66%

リピート購入
24%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している
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オランダ（501人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
実店舗で買い物する理由の上位

79%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
23%

38%

29%

11%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

56%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

65%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
8%

16%

7%

1
2
3

18%

38%

17%

27%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

新商品をいち早く紹介して
くれる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

限定商品を提供している

15%
メッセージングアプリ
6%

49%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
セールやプロモーションコード
配送料の無料化や特急便

17%

買い物客による商品の購入手段

ソーシャルメディア

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

55%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

41%

買い物客が最も好むブランドの特徴

24%

店舗での全体的なエクスペリエンス

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

個別のニーズに対応してく
れる

すぐに商品が手に入る

69%

リピート購入

1

商品を手にとれる

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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北欧（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に
実店舗で買い物する理由の上位

89%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
23%

35%

31%

12%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

64%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

75%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
9%

13%

14%

1
2
3

20%

32%

24%

24%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

個別のニーズに対応してく
れる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

希望するチャネルで
対応してくれる

20%
メッセージングアプリ
10%

53%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
セールやプロモーションコード
配送料の無料化や特急便

20%

買い物客による商品の購入手段

ソーシャルメディア

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

60%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

54%

買い物客が最も好むブランドの特徴

34%

店舗での全体的なエクスペリエンス

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

限定商品を提供している

すぐに商品が手に入る

65%

リピート購入

1

商品を手にとれる

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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シンガポール（500人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

90%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
21%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

24%

45%

9%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

46%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

59%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
8%

6%

13%

1
2
3

24%

19%

37%

19%

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

71%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

2

3

独自のショッピング体験やプ
ロモーションを提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

自分のことを本当に
理解してくれている

46%

メッセージングアプリ
13%

74%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便

27%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

71%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

19%

店舗での全体的なエクスペリエンス

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

ソーシャルメディア

すぐに商品が手に入る

73%

リピート購入

1

商品を手にとれる

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

4

個のショッピングアプリをインストール
している
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南アフリカ（201人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

71%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
18%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

29%

35%

18%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

60%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル
初回購入
2%
3%
4%

59%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

1
2
3

商品を手にとれる
店舗の割引を
利用できる

91%

リピート購入
18%

21%

23%

38%

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

63%

買い物客が最も好むブランドの特徴

1

すぐに商品が手に入る

個別のニーズに対応してく
れる

2

3

限定商品を提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

希望するチャネルで
対応してくれる

ソーシャルメディア
21%
メッセージングアプリ
12%

1
2
3

実店舗で手に入る商品
セールやプロモーションコード
ブランドや小売業者からのメール

24%

買い物客による商品の購入手段

33%

73%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

70%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している
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スペイン（501人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

88%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
18%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

18%

55%

9%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

63%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

63%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
6% 5%

17%

13%

47%

23%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

限定商品を提供している

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している

ソーシャルメディア
14%
メッセージングアプリ
9%

67%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便
セールやプロモーションコード

23%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

57%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

32%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

62%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

71%

リピート購入
17%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している
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アラブ首長国連邦（200人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

88%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
26%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

23%

36%

14%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

64%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

56%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

1
3

商品を手にとれる、
店舗での全体的なエクスペリエンス

すぐに商品が手に入る

初回購入
12%

4%

10%

74%

リピート購入
32%

16%

32%

20%

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

76%

買い物客が最も好むブランドの特徴

1

個別のニーズに対応してくれる、独自のショッ
ピング体験やプロモーションを提供している

3

自分のことを本当に理解してくれている

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

ソーシャルメディア
48%
メッセージングアプリ
28%

1
2
3

セールやプロモーションコード
ショッピングアプリ
実店舗で手に入る商品

48%

買い物客による商品の購入手段

51%

83%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

77%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

5

個のショッピングアプリをインストール
している
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イギリス、アイルランド（501人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

90%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
15%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

29%

52%

4%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

52%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル

81%

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入
5%

12%

18%

27%

41%

20%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

2

3

希望するチャネルで
対応してくれる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

独自のショッピング体験やプロ
モーションを提供している、限
定商品を提供している

ソーシャルメディア
10%
メッセージングアプリ
2%

46%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

実店舗で手に入る商品
セールやプロモーションコード
検索エンジン

11%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

46%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

20%

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

51%

買い物客が最も好むブランドの特徴

個別のニーズに対応してくれる

すぐに商品が手に入る

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

商品を手にとれる

65%

リピート購入
12%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

2

個のショッピングアプリをインストール
している

Salesforce Research
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アメリカ（2,002人の買い物客）
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイスによるウォレットシェアの争奪戦
小売業者、ブランド、オンラインマーケットプレイス
を組み合わせて利用している

実店舗で買い物する理由の上位

85%

デジタルチャネル別のオンライン購入の平均売上高
14%

店舗が担う発見、体験、提供の役割は今後も重要に

28%

52%

5%

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 新たなデジタル顧客接点

61%

66%

店舗在庫のない商品の
配送を手配してもらっ
たことがある買い物客

オンラインで
商品を購入し、
店舗での受け取りを
選択したことがある

初回購入とリピート購入で買い物客が好むチャネル
初回購入
4% 7%

13%

23%

37%

30%

消費者が求める、新たなエンゲージメントで進化するショッピング

独自のショッピング体験やプ
ロモーションを提供している

2

3

個別のニーズに対応してく
れる

ブランドを決めて買い物をする傾向がある

希望するチャネルで
対応してくれる

10%
メッセージングアプリ
3%

52%

ショッピングアプリで
購入する予定の買い物客

1
2
3

セールやプロモーションコード
実店舗で手に入る商品
配送料の無料化や特急便

7%

買い物客による商品の購入手段
モバイルウォレット（Apple Pay、Android Pay、Venmoなど）

オンラインマーケット
プレイスでの買い物が
増える予定の
買い物客

46%

“エッジ”にまで行き届くショッピングジャーニー

ソーシャルメディア

店舗での全体的なエクスペリエンス

ホリデーシーズンの購入に
影響を及ぼす上位の要因

66%

買い物客が最も好むブランドの特徴

22%

商品を手にとれる

注目トレンド – 2019年ホリデーシーズンのショッピング

■ ブランドのサイトやショッピングアプリ ■ 小売業者のサイトやショッピングアプリ
■ オンラインマーケットプレイス ■ 実店舗

1

すぐに商品が手に入る

77%

リピート購入
10%

1
2
3

買い物客は、モバイルデバイスに平均で

ホリデーショッピングは
Instagramを参考にしたい
と考えている買い物客

3

個のショッピングアプリをインストール
している

Salesforce Research
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アンケート回答者の内訳

Salesforce Research

アンケート回答者の内訳
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国

地域

世代

オーストラリア、ニュージーランド ..............5%
ベルギー ..............................................................5%
ブラジル ..............................................................5%
カナダ..................................................................5%
フランス ..............................................................5%
ドイツ..................................................................5%
香港......................................................................5%
インドネシア ......................................................5%
イスラエル ..........................................................2%
イタリア ..............................................................5%
日本......................................................................5%
メキシコ ..............................................................5%
オランダ ..............................................................5%
北欧......................................................................5%
シンガポール ......................................................5%
南アフリカ ..........................................................2%
スペイン ..............................................................5%
アラブ首長国連邦 ..............................................2%
イギリス、アイルランド ..................................5%

北米、中米、南米 ........................................... 24%
欧州、中東、アフリカ ................................... 43%
アジア太平洋 ................................................... 24%
ラテンアメリカ ..................................................9%

サイレント、ベビーブーマー（1965年より前の生まれ） ...
25%
ジェネレーションX（1965年〜1980年生まれ) ........... 30%
ミレニアル（1981年〜1994年生まれ） ........................ 34%
ジェネレーションZ（1995年〜2000年生まれ） .......... 11%

性別
男性................................................................... 42%
女性................................................................... 57%
その他..........................................................1%未満
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地域種別
地方................................................................... 17%
郊外................................................................... 36%
都市................................................................... 47%

アメリカ ........................................................... 19%
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