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はじめに	

	

EC サイトは競合の激しい市場です。多くの企業が安易にネットショップを⽴ち上げ、思う

ように集客ができず、利益を上げられずにいます。Amazon や楽天市場とどのように関係を

築くか。店舗では商品を眺めるだけで購⼊はスマートフォンで済ませるようになるなど、変

化する消費者⾏動にどのように対応するか。EC サイト運営において悩みの種は尽きません。	

EC サイト成功のためには、⼀つの施策が全てを解決してくれるということはなく、サイト

運営で考えられるあらゆる⾯で最適な⼿段をとらなければ、競争の激しい市場で利益を上げ

られなくなってきます。最適な顧客層に対して効率的に集客する施策を探し、訪問者を購⼊

者へと変換する⼿段を模索し、そして、購⼊者をリピーターへとつなげる⽅法が求められて

います。	

本書では EC サイト運営において参考になる国内・海外事例を“38 件“掲載しています。関連

するテーマは、コピーライティング・動画・お試し商品・⼈⼯知能・評価指標（CPA や

LTV）・カゴ落ち・E メール・レコメンデーション・ソーシャルメディア・インフルエンサ

ー・コンテンツマーケティング・O2O・オムニチャネル・リピート対策・カスタマーレビュ

ー、と多岐に亘ります。	

EC サイトを運営するマーケティング担当者や IT システム担当者にとってアイデアの宝庫と

⾔えるでしょう。また、EC サイト制作を請け負う制作会社の⽅々にとっても、事例を参考

にして新たな提案に利⽤していただけます。	
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発⾏者紹介	

株式会社クリエイターズネクスト	
「価値の⾼い、仕組みを、ともにつくる」	

メディア事業と WEB 制作事業を運営。介護施設の⼝コミサイト「⽼⼈ホームマップ」は年

間アクセス数 1000 万 PV 達成。「つぶやきレシピ」は 1 年半で 1 万 6000 件名の会員を獲得

した。	

WEB 制作では、顧客の⽬標を正しく認識した上で、それに近づける提案が出来るパートナ

ーとして、これまで 400 サイト以上のサイトプロデュースを経験。企画からマーケティン

グまで⼀気通貫の WEB 制作⽀援を⾏う。特に、シニア向けサイトの構築には⽋かせないノ

ウハウを集約したコンサルティングサービス「シニアユーザビリティ研究所」を提供する。	

各種依頼、質問の宛先は以下の通り。	

•	 メールアドレス：info@cnxt.jp 	

•	 電話番号：0120-21-7070	

•	 FAX 番号：03-3466-4739	

•	 URL：http://cnxt.jp  	

GOOGLE	アナリティクス⾃動解析サービス「KOBIT」	
Google	アナリティクスのデータを⾃動で解析し、WEB 担当者の役に⽴つレポートを作るサ

ービス。Google	アナリティクスを⾒るだけでは分かりづらい部分を分かりやすい図表を使

って説明する。解析したデータの特徴を元に、改善案を算出。パワーポイントを⽣成し、ダ

ウンロードが可能。	

•	 URL：http://kobit.in 	
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会社概要	
設⽴	 2004 年 10 ⽉ 19 ⽇（旧有限会社 Creatorʼs	NEXT、個⼈事業主として

2003 年 9 ⽉より運営）	

会社所在地	 品川オフィス：〒141-0001 東京都品川区北品川 5 丁⽬ 12-5	御殿

⼭河惣ビル 6 階	

代表取締役	 窪⽥望	

資本⾦	 1000 万円	

連絡先	 メールアドレス：info@cnxt.jp	

電話番号：0120-21-7070	

FAX 番号：03-3466-4739	

主要取引先	 株式会社アウンコンサルティング	

エン・ジャパン株式会社	

湖⼭医療福祉グループ	

株式会社 NTT コミュニケーションズ	

株式会社スプール	

株式会社セブン・イレブン・ジャパン	

株式会社セールスフォース・ドットコム	

ソニー⽣命保険株式会社	

株式会社ドミノ・ピザ	ジャパン	

株式会社電通	

⽇本マイクロソフト株式会社	

株式会社マウスコンピューター	

森ビル株式会社	

株式会社パソナキャリア	

株式会社富⼠通総研	

富⼠通株式会社	

株式会社リクルートキャリア	その他多数	

（敬称略、五⼗⾳順）	

顧問	 湖⼭泰成	(湖⼭医療福祉グループ代表)	
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フェロー	 古⽊康太郎	(⽇本旅⾏業協会副会⻑・株式会社グローバルユースビ

ューロー	代表取締役副社⻑)	

	

代表取締役社⻑	窪⽥望のプロフィール	
株式会社クリエイターズネクスト創業者。	

アメリカ合衆国ニューヨーク州⽣まれ。慶応義塾⼤学総合政策学部卒業。上級 Web 解析⼠。

19 で起業し、創業して 10 周年。省庁やメーカー、介護医療業界不動産分野での SEO 対策コ

ンサルティングを担当。SEO 対策・Web 解析を担当し、売上増⼤、費⽤削減⾯での成果を

あげる。	

はじめて Web サイトを作ったのは中学⽣の時。介護の⼝コミサイト「⽼⼈ホームマップ」

を 3 年で業界 No.1 の会員数にすることに成功。20 代の牽引する成⻑企業 100 に選出。	
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1.	消費者⼼理を巧みに突いた事例	

EC サイトで商品を購⼊するかどうかは、合理的な判断だけではなく、感情的な意思決定が

伴うものです。同じ商品でも異なる⽂⾔で宣伝しただけでコンバージョン率が上がったり、

値上げをしても全く購⼊数に響かなかったりするのが証拠と⾔えるでしょう。消費者⼼理を

上⼿に利⽤すると、顧客満⾜度を向上しながらも、EC サイトの利益率上昇が可能です。	

	

1.1. コピーライティングの妙	
カーネギーメロン⼤学の調査では、「5 ドル！」と表記した場合よりも「たったの 5 ドル！」

と表記した⽅のコンバージョン率が 20%も上がったという報告がありました。1わずかな⾔

葉遣いが EC サイトの成果に直結します。異なる⽂⾔を試して、顧客の⼼に響く宣伝⽂句を

⾒つけるようにしましょう。	

	

Dropbox：⼀⾔で誰でも理解できるプラン	
ファイル共有サービス Dropbox からは複数のプランが提供されています。限られた容量では

あるものの無料で利⽤できる「Basic（基本）」、⽉額 1000 円程度でより多くの容量が使え

る「Pro（プロ向け）」、チームでのファイル共有に適した「Business（ビジネス）」、そし

て、⼤規模な法⼈向けの「Enterprise（企業）」です。	

これ以上に簡潔なネーミングはあるでしょうか？プランを⽬にしたユーザーは、⾃分の利⽤

⽅法がどれに当たるかをすぐに理解できます。	

https://www.dropbox.com/ja/business/plans-comparison	

	

																																																													
1	http://bazubu.com/7-customor-11690.html 	
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Hipmunk：⼈間の感情をよく表す俗語	
Hipmunk は単なる旅⾏費⽤⽐較サイトではありません。可愛らしいリスのキャラクターと、

⼈間の感情を的確に表現する俗語を使って印象的なデザインに仕上げています。⻑距離路線

の場合、乗り継ぎの時間が⻑い場合など、⼤きな「苦痛」を感じるでしょう。その「苦痛

（Agony）」が少ない順に旅⾏プランを表⽰するオプションを提⽰しているのです。価格・

移動時間といった定番のオプションに、俗語を使った選択肢を加えて、⼈間味のある⽂⾔を

創り出しています。	

https://www.hipmunk.com	
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Firebox:	説明とユーモアのバランス	
ロンドン発の E コマースサイト Firebox は⼀⾵変わった商品を取り扱います。びっくり箱や

キャラクター⼩物など、他では⼿に⼊れにくい品ぞろえです。Firebox の商品詳細画⾯では、

商品の⾯⽩さを説明とユーモアにあふれた表現がバランスよく並び、訪問者の興味をひきつ

けます。すぐに概要を掴みたいユーザー向けの箇条書きと、購⼊を真剣に考えるユーザー向

けの⻑い⽂章の両⽅を⽤意している所に⼯夫が⾒られます。	

下記の例は「折りたたむとハンバーガーに⾒える靴下のセット」です。「たたむと美味しそ

うな⾷べ物、広げると美味しそうなデザイン」というユーモアに加え、「⾊が⻑持ちするよ

うにデザインは印刷ではなく編み込み」という真⾯⽬な解説も交えています。	

https://www.firebox.com/Fast-Food-Socks/p7574	
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1.2	動画における創意⼯夫	
動画を⾒た消費者は、そうでない場合に⽐べて、73%⾼い確率で商品を購⼊すると⾔われま

す。2動画は EC サイトのマーケティング活動で⽋かせない要素となりました。動画には様々

な⽤途があり、商品のデモ・ハウツー・商品⽐較・ユーザーの感想などを動画として掲載す

るのが⼀般的です。優れた動画は多数のユーザーにシェアされてインターネット上で⼤きな

流⾏を⾒せる「バズ」現象をもたらす可能性があり、⾼い宣伝効果を秘めています。動画の

作成にはノウハウが必要で、簡単ではありませんが、低コストで⾼品質な動画を制作できる

EC サイトには⼤きな機会が拡がっています。	

	

ミナト電機⼯業：実演動画で⼤きな買い物でも不安なし	
ミナト電機⼯業は、耕運機や草刈り機といった農業機械からガーデニング⽤品・⾃動⾞整備

⽤品・建築機械まで取り扱う E コマースサイトを運営しています。専⾨性が⾼く、値段も⾼

いため、DIY を⾏う個⼈や購⼊を希望する中⼩企業の担当者は、商品についてより詳細に知

りたいというニーズが⾼いと考えられます。	

そこで、ミナト電機⼯業は、商品詳細ページに商品を様々な⾓度で撮影した画像や、商品を

実演する動画を添付しています。商品の機能や特徴を字幕で説明する丁寧さで、分かりやす

い構成に仕上がっています。	

http://minatodenki-online.jp/shopdetail/000000015677/	

	

																																																													
2	https://thejibe.com/articles/curious-case-shoppable-video 	
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Paintball-Online.com：テンプレート化した動画を効率的に作成

しコンバージョン率向上	
ペイントボールは⽶国で⼈気のスポーツで、既に⼀⼤市場を築いています。⾊素の付いた弾

丸を空気銃で打ち合い得点を競う形式になっており、空気銃や防護服など、様々なグッズが

必要です。Paintball-Online.com はペイントボールを運営する企業にも、初⼼者にも、製品を

効率的に訴求するため、動画の活⽤を試みました。	

同サイトの責任者は「ユーザーは、5 段落の⽂章を読むよりも、30 秒の動画を閲覧する⽅

が簡単に製品を知ることができる」と述べます。5000 種類に上るペイントボール関連製品

を効率的に紹介するため、あらかじめ動画のテンプレートを作成し、商品画像やナレーショ

ンを加えるだけで簡単に動画をサイトへ掲載できるようにしました。動画を閲覧しなかった

ユーザーの購⼊率が 2.58%だったのに対し、動画を閲覧したユーザーは 3.26%が購⼊すると

いう成果を上げています。3	

http://www.paintball-online.com/ 	

																																																													
3	http://tubularinsights.com/ecommerce-product-videos-convert/ 	
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Dollar	Shave	Club：動画が切り開いた 6000 万ドルのビジネス	
男性にとって髭剃りの道具を揃えるのは⾯倒なものです。定期的に替え刃を⽤意し、清潔に

保たなければいけません。Dollar	Shave	Club は髭剃りの画期的なアイデアを考案しました。

同社に登録したユーザーに毎⽉、品質が⾼く安価な替え刃が定期的に届くようにするもので

す。	

2011 年に創業した同社は限られた予算ながら、そのサービスを紹介する動画を作成し、翌

年 3 ⽉に YouTube へ投稿しました。投稿した直後、ビデオは多くの共感を集め、48 時間で

チャンネル登録したユーザーは 1 万⼈以上！2015 年には 90 万⼈の登録者と 6000 万ドルの

売り上げが⾒込まれる⼀⼤ビジネスへと成⻑しています。4	

https://www.dollarshaveclub.com/ 	

	

	

																																																													
4	http://www.realdigitalproductions.com/video-marketing-case-study-dollar-shave-club/ 	
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1.3.	お試し商品によるマーケティング	
EC サイトの弱みは、商品が届くまでユーザーが現物を⾒られない点にあります。商品や EC

サイト事業者に不安を抱いた消費者は、購⼊に⼆の⾜を踏んでしまいがちです。そのような

場合に、少ないリスクで利⽤を開始できる「お試し商品」の提供は有効な⼿段と⾔えます。

特に、⾷品や化粧品といった分野では⾼い効果が期待できます。そして、お試し商品のユー

ザーを、いかに本商品のユーザーへと転換できるかが EC サイトとしての	“腕の⾒せ所”	と⾔

えるでしょう。	

	

よなよなエール：多彩なお試しセットで収益につなげる	
独⾃の地ビール「よなよなエール」を製造するヤッホーブルーイングは、他とは異なる味わ

いを届けるため、お試しセットの展開を始めました。楽天市場では 2 ⽸で 500 円（送料無

料）と⾚字覚悟で展開したキャンペーンは、広告費をかけずとも話題を呼んだため、結果的

には⿊字へとつながりました。	

現在は、楽天市場だけではなく、⾃社の EC サイトも構築し、4 種類のビールを詰め合わせ

た“お試しセット”を導⼊しています。1 ⽇先着 300 名限定といった条件をつけるなど、お試

しセットにも⼯夫を凝らしてきました。5	

http://yohobrewing.com/	

	

	

																																																													
5	http://ascii.jp/elem/000/001/138/1138900/ 	
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Birchbox：毎⽉化粧品サンプルが届くニューヨーク発 EC サイト	
Birchbox は 2010 年にニューヨークで創業された EC サイトで、スキンケア・⾹⽔・オーガニ

ック製品などを取り扱っています。⽉額サービスに登録したユーザーには、毎⽉ 5 種類程度

のメーク⽤品や化粧品が届きます。サンプルを試したユーザーは、アンケートに回答してポ

イントを貯められ、また、回答に応じて好みが登録されるため、⾃分の好みに合ったサンプ

ルが届くようになる仕組みです。	

また、Birchbox の EC サイトやニューヨークの店舗で、サンプルだけではなく本製品も購⼊

が可能です。様々なサンプルが試せる仕組みが評価され、100 万⼈以上の登録ユーザーと

800 もの化粧品ブランドが Birchbox を利⽤しています。	

https://www.birchbox.com/	

	

	

	

Finch	Goods	Co：ポイント制度と無料特典で顧客との関係構築	
Finch	Goods	Co は男性向けファッション⼩物のオンライン・セレクトショップを運営してい

ました。創業者によって⽴ち上げられたばかりの同社は洗練された商品の選定に注⼒するた

め、EC サイトを訪問したユーザーは確実にコンバージョンへつなげる⽅針を⽴てています。	

同サイトの特徴は個性的なポイント制度です。購⼊時はもちろん、アカウント作成や友⼈の

紹介といったイベントでもポイントが蓄積されるため、ユーザーとの関係深化に役⽴ちます。
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また、何かしてもらった⼈には恩返ししたくなる⼼理を利⽤し、無料特典の進呈にも積極的

です。配送時に⼿書きの⼿紙を添付したり、無作為にプレゼントを送付したりして、顧客の

⼼をつかんでいます。6	

https://finchgoods.com/	

	

	

	

1.4.	チャットボットの登場	
カスタマーサポートに電話をかけたとき、電話⼝の前で延々と待たされた経験はありません

か？EC サイトで購⼊する前に何か質問をしたいユーザーにとって、回答の得られない電話

サポートは⾮常に腹⽴たしいものです。最近は 24 時間 365 ⽇、⾃動的にユーザーサポート

を⾏うチャットボットが導⼊されてきました。Facebook や LINE といったテクノロジー企業

が率先して⼈⼯知能技術を開発しており、チャット形式で対話すると、ユーザーが求める回

答が得られる仕組みです。FAQ（よくある質問）の代替だけではなく、商品選択の⽀援も⾏

えるため、販売員の代わりに商品提案を⾏う使い⽅も考えられます。	

	

アスクル：チャットボットがユーザーサポートの 3 割を担当	
オフィス⽤品販売で知られるアスクルが、EC サイト「LOHACO」を開設し、個⼈向け通販に

参⼊しました。⽂房具に限らず、⾷品・⽇⽤品・化粧品・医薬品・家電製品など豊富な品揃
																																																													
6	https://receiptful.com/blog/5-ecommerce-case-studies-that-will-inspire-you-to-start-one/ 	
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えが魅⼒です。業界最速と⾔われる急成⻑を遂げる同サイトでは、増加する顧客からの問い

合わせ対応が課題でした。EC サイトは 24 時間開いているにも関わらず、顧客窓⼝は⽇中の

みの対応なので、質問が解消されなかったユーザーは購⼊をためらってしまいます。	

アスクルはチャットで質問すると適切な回答を返してくれる⼈⼯知能チャットボット「マナ

ミさん」を導⼊し、24 時間対応を実現しています。2014 年 9 ⽉の導⼊以来、使い勝⼿の向

上を進め、全問い合わせの 3 割以上をチャットボットが対応するに⾄りました。ユーザー満

⾜度の向上と共に、サポート側の省⼒化にも貢献しています。7	

https://lohaco.jp/support/index.html 	

	

	

	

Operator：専⾨家と繋げてくれるチャットボット	
欲しい家具が⾒つからない、プレゼントに何を買えばよいか分からない。そんな場合は専⾨

家の⼒を借りたいと思うでしょう。Operator のアプリを使えば、店舗に⾏かなくても、チャ

ットボットにメッセージを送るだけで、適切な回答が得られます。Operator は 24 時間 365

⽇、いつでもショップスタッフや同社が抱える専⾨家とマッチングし、その⼈に合った商品

の推薦を返す仕組みになっています。	

ユーザーから⾒ると、膨⼤な情報の中から商品を探す⼿間が省けたり、アドバイスに基づい

て満⾜できる選択できたりするというメリットがあります。	

https://www.operator.com/	

																																																													
7	https://www.ecnomikata.com/ecnews/9117/ 	
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	 本章のまとめ	

•	 EC サイトでは、わずかな⽂⾔の違いが⼤きくコンバージョン率を向上させる	

•	 動画やお試し商品によって消費者の不安を取り除ける	

•	 ⼈⼯知能型チャットボットがカスタマーサポートや販売員の助けとなる	
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2. CRM を上⼿に連携させた事例	

最適な顧客層へ最適なメッセージを届けるには、ユーザーの⾏動を正確に把握する必要があ

ります。CRM（顧客関係管理）システムなどで、ユーザーの情報をデータベースに保存して

おけば、誰にどのように訴求するのが最も投資対効果の⾼い施策になるかが理解できるから

です。どの広告を⾒たユーザーが、どのページを閲覧し、何の商品をどのくらい購⼊したか、

といったデータを分析すると、マーケティング活動の⾼度化へつながります。	

	

2.1. 評価指標（CPA、LTV）	
ユーザーの⾏動をデータベースに蓄積するメリットの⼀つに、定量的な分析が可能になる点

が挙げられます。例えば、CPA（顧客獲得⼀⼈あたりのコスト）が分かれば、広告の投資対

効果が分かります。また、LTV（顧客⽣涯価値）を計算すると、獲得した顧客がどれほどの

利益をもたらすかが理解できます。さらに、CPA よりも LTV が遥かに⼤きければ利益率の⾼

い EC サイトであると判断できるのです。定量的な評価によって、広告キャンペーンの精度

向上が図れます。	
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サイタ：LTV が⾼い顧客層へ重点的に広告予算を配分し売り上

げ向上	
サイタ（cyta.jp）は趣味や資格取得に役⽴つプライベートコーチを紹介するサービスです。

リスティング広告やソーシャルメディア広告で集客し、無料体験レッスンの申し込みへ誘導

しています。KPI として無料体験レッスンのコンバージョンを採⽤していましたが、継続的

なレッスン受講によって売り上げが形状されるため、無料体験レッスンからは広告の費⽤対

効果が分からないという課題がありました。	

同社は会員登録後の売り上げを含めた LTV を注⽬するように戦略を変更し、リスティング広

告のキーワード毎に成果を計測し始めました。計測の結果、「カメラ教室」の⽅が「写真教

室」よりもサービスの継続率が⾼く、LTV が上回るということが分かったのです。そこで、

「カメラ教室」へ広告予算を重点的に配分し、投資対効果の向上へつなげました。8	

https://cyta.jp/ 	

	

	

	

Secret	Escapes：会員登録を必須にして LTV 向上	
Secret	Escapes は期間限定の⾼級リゾート予約を提供する企業です。世界中の 5 つ星ホテル

と提携し、⽶国やドイツで急激な成⻑を遂げました。競争の厳しい旅⾏予約サービスの中で

利益を確保するため、モバイルアプリの最適化は急務です。	

																																																													
8	http://liskul.com/ltv-13834 	
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モバイルアプリでは利⽤ユーザーの利便性を考えて、ユーザー登録プロセスを後で⾏う「ス

キップ」ボタンを⽤意し、ユーザー登録を⾏わなくても物件が確認できるようにしていまし

た。しかし、⾼級ホテルを利⽤するという場⾯を想定すると、会員登録を必須として希少性

をアピールするという考え⽅もあります。そこで Secret	Escapes は⼆つのバージョンを⽤意

し、成果を⽐較する A/B テストを実施しました。	

結果として、ユーザー登録プロセスを必須にした⽅が、ユーザー登録のコンバージョン率が

⾼い傾向が確認されています。広告にかかる費⽤を考えて、LTV：CAC の⽐率が正となった

ため、ユーザー獲得にかかるコストよりもユーザー⼀⼈から得られる利益が⼤きいことが証

明されたのです。9	

https://www.secretescapes.com/ 	

	

	

	

2.2. カゴ落ち対策	
EC サイトのユーザーが商品をショッピングカートに⼊れてから決済を完了させる間に、購

⼊⼿続きを⽌めてしまうことを「カゴ落ち」と呼びます。購⼊を半ば決意したユーザーが、

それを取りやめてしまうのは⼤きな損失であり、カゴ落ちを防げれば、EC サイトの利益率

は⼤きく向上します。カゴ落ちの原因は、購⼊プロセスの⾄る所にあるため、EC サイト構

築においては細⼼の注意が必要です。	

	

																																																													
9	https://blog.optimizely.com/2015/05/27/increase-lifetime-value-signup-mobile/ 	
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ブルックス：決済⼿段を増やし新規顧客のカゴ落ちを減少	
ブルックスはコーヒー通販の⽼舗企業です。1993 年にネットショップを開設し、さらに、

2009 年には海外向けの EC サイトを始めました。新たな市場に進出する際には、常に新規顧

客の獲得が必要になります。新規顧客の場合、クレジットカードや住所の⼊⼒が必須である

ため、カゴ落ち率が⾼くなる傾向がありました。	

ブルックスはクレジットカードに加え、ペイパルでの決済も可能にしました。特にペイパル

のサービスによって、アカウント作成の⼿間が削減できたため、カゴ落ち率の現象に貢献し

ています。10	

https://www.brooks.co.jp/ 	

	

	

Envelopes.com：カゴ落ちした場所に応じた E メールにより 40%

の改善	
Envelopes.com は、あらゆる封筒を取り扱う国際的な EC サイトです。主な顧客層は企業であ

り、Web サイトを訪問した⽇に購⼊するユーザーが多い傾向がありますが、⼀⽅で、購⼊

⼿続きの途中でサイトを離脱してしまうユーザーもいるため、販売機会の損失を課題として

いました。	

そこで会員登録したユーザーが離脱した場所に応じて、最適な E メールを送信し、サイトへ

の再訪を促す施策を実施しています。まず、商品詳細ページで離脱したユーザーには、その

																																																													
10	https://www.paypal.jp/merchant/service/case/case4/ 	
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商品と⾊違いの商品を紹介する等のコンテンツを送り、すぐに購⼊するよう促します。次に、

買い物カゴに商品を⼊れたものの購⼊⼿続きを⾏わなかったユーザーには、購⼊⼿続きを続

けたくなるような E メールを送ります。そして、購⼊⼿続きの途中で離脱したユーザーに送

るのは、単純な「今すぐ購⼊」のメッセージです。	

それぞれ E メールの開封率は 4 割以上、コンバージョン率は 2 割以上と⾼い効果を⽰し、

全体としてカゴ落ちは 40%の改善が⾒られました。購⼊に近づいたユーザーに働きかけるの

が⾮常に⾼い成果につながっています。11	

https://www.envelopes.com/	

	

	

	

2.3. E メールマーケティング	
無数のマーケティング⼿法が提案される昨今でも、いまだに E メールは効果的な⼿段の⼀つ

です。しかし、適切な顧客層に最適なタイミングで正しいメッセージを届けなければ、どん

なにメールを送信しても意味がありません。ユーザーの年齢層・興味や関⼼・購⼊履歴とい

った情報をデータベースに蓄積し、どのようなユーザーに何のメールを送るのかを決めたル

ールの定義が重要です。	

	

																																																													
11	http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/cart-abandonment-checkout-conversions-ecommerce 	
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⽯巻元気商店：顧客像に合わせた E メールにより売り上げ倍増	
東⽇本⼤震災の後、⽯巻市の振興のために⽴ち上げられた⼩さな EC ショップ、⽯巻元気商

店。当地の新鮮な海産物と共に、ハンドメイドのブレスレットなどの販売を⾏っています。

同社の持続的な成⻑のため、CRM システムを導⼊し、顧客特性の分析と、それに合ったキ

ャンペーンの実施を⽬指していました。	

販売動向を分析すると、海産商品にリピート購⼊が多いという傾向があり、その購買層は⾼

額商材に関⼼の⾼い 40 代〜50 代だと分かりました。この顧客層に訴えかけるため、メール

マガジンの内容を変更し、⾼級⾷材を紹介する企画を中⼼としています。結果として、利益

率の⾼い商品を購⼊する優良顧客の割合が増え、メールマガジン経由での売り上げが 2 倍に

なるという⾼い成果を上げました。12	

http://funade311.com/item/b-01/	

	

	

	

																																																													
12	https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/otr-ishinomaki/ 	
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Li-Ning：	E メールの内容をダイナミックに変更しコンバージョ

ンに貢献	
Li-Ning は数⼗億ドルの売り上げを誇る中国のスポーツブランドです。ランニングやバスケ

ットボールに関連する商品の売り上げを⽶国で伸ばすため、E メールを使ったキャンペーン

の実施を計画しました。最初のステップとして E メールアドレスの収集を進める運びとなり、

限定品オファーやコンテストの開催などを通して、E メールリストの充実を図っています。

次に、性別・年齢といった情報に加え、過去の購買履歴や Web サイトのクリック歴を記録

し、顧客層や購買習慣の推定を⾏いました。	

E メール・キャンペーンを実施する際には、中⼼となるコンテンツは全員同じとしながらも、

部分的に顧客層や購買習慣に応じてコンテンツを変更する仕組みになっています。例えば、

スペイン代表バスケットボールチームとの提携は、特定の顧客セグメントにのみ紹介する、

といった具合です。	

ダイナミックに内容を変更した E メールの効果は⾼く、変更した部分のクリックは全体の

11%に及び、売り上げベースで⾒ると全体の約半分に達します。E メール配信を⾃動化して

いるため、⼿間をかけずに E メール・キャンペーンの効果向上に成功したのです。13	

http://li-ning.luhta.com/	

	

	

																																																													
13	http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/li-ning-dynamic-email-content 	
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Doggyloot：⽝のセグメンテーションによってクリック率 750%	
Doggyloot は⽝に関連した商品のセールス販売を⾏う E コマースサイトです。同社は⼈間で

はなく、エンドユーザーである「⽝」に注⽬した顧客層の分類を⾏い、E メール・キャンペ

ーンの効果向上を実現しました。	

同サイトへ訪問したユーザーは E メールの登録と共に、飼い⽝の⼤きさ（重さ）を登録する

のが必須になります。また、値引き商品の購⼊などの際には、⽝の名前・種類・⼤きさ・性

別・誕⽣⽇の登録を促します。	

収集した⽝の情報に合わせて E メールの内容を変更して配信します。⼤型⽝には⼤型⽝の、

⼩型⽝には⼩型⽝の商品がそれぞれ存在するからです。また、⽝の誕⽣⽇には特別のメッセ

ージを送信し、飼い主の購買意欲を促進します。結果として、クリック率は他のキャンペー

ンと⽐べ、750%の⼤幅増加を実現しました。14	

https://www.doggyloot.com/	

	

	

	

2.4. レコメンドシステム	
「この商品を買った⼈は、こちらの商品も購⼊しています」Amazon の取り組みによって有

名になった推薦システムは、EC サイトには⽋かせません。商品の特徴と、これまでに購⼊

																																																													
14	http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/email-personalization-ctr-ecommerce-site 	
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したユーザー層の特徴を組み合わせてデータ分析を⾏うと、優れたレコメンドシステムが構

築できます。	

	

タビオ株式会社：購買履歴の解析で購買⾦額が 1.5 倍	
靴下の製造・⼩売りを専⾨とするタビオ株式会社は EC サイトを運営し、⾼品質な商品を低

価格で販売する⽅針をとっていました。E メールによる販売促進を⾏っていたものの、顧客

データを⼗分に分析していなかったため、期待されたほどの効果を上げていないと思われて

いました。	

同社は会員データ、商品データ、購買履歴、商品レビューを組み合わせて分析し、どの顧客

にどの商品をリピート購⼊してほしいかを導き出す分析⼿法を開発しています。過去の購買

履歴を考慮しているため、適切なユーザーに適切な商品を推薦できるのがメリットです。改

良した E メールは、開封率が 2 倍、クリック率が 2.2 倍、そして購買⾦額は 1.5 倍という効

果を得ています。15	

http://www.tabio.com/jp/	

	

	

	

																																																													
15	https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/tabio/ 	
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JD	Sports：プログラムと⼈間の知⾒を組み合わせた推薦システ

ム	
イギリスのスポーツ・ファッションブランド JD	Sports は「Millets.co.uk」と「Blacks.co.uk」

という⼆つの EC サイトを運営しています。コンバージョン率の向上を⽬指し、A/B テスト

を始めとする施策を実⾏する中で、レコメンドシステムの改善にも⼿をつけました。JD	

Sports のレコメンドシステムの特徴は⾼度にパーソナライゼーションされた点です。	

Amazon でよく知られるように、「この商品を買った⼈は、この商品も買っています」とい

うレコメンドシステムは JD	Sports も使⽤しています。さらに、同社のマーケティング担当

社員がルールを適宜作成し、より精緻な推薦システムを作成するようになりました。ブーツ

とその⼿⼊れ⽤品といった組み合わせを定義しています。結果として、3 倍以上のコンバー

ジョン率を達成しました。16	

http://www.blacks.co.uk/ 	

	

	

	

	 本章のまとめ	

•	 顧客の購買履歴を蓄積し、顧客毎に最適なコミュニケーションを⾏うのが有効	

•	 カゴ落ち等のように EC サイトの利益に直結する数字を定量的に評価できる	

•	 E メールやレコメンデーションの最適化には購買履歴のデータベース化が必須	

																																																													
16	http://www.smartinsights.com/ecommerce/web-personalisation/case-study-personalised-product-recommendations/ 	
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3. ソーシャルメディアを活⽤した事例	

ソーシャルメディア抜きで現代のマーケティング活動は語れません。消費者はソーシャルメ

ディアを使って情報を収集し、商品の評価を確認し、購買意欲を⾼めていきます。この新た

な購買習慣は「SIPS」モデルによって解説されました。17	

• S（Sympathize	：	共感する）	

o 企業や友⼈・知⼈が発信する情報に触れ、興味を抱く 	

• I（Identify	：	確認する）	

o ⾃分の興味・関⼼に合った情報かどうかを積極的に調査する	

• P（Participate	：	参加する）	

o 商品の購⼊はもちろん、リピート購⼊によってファンになる	

• S（Share	&	Spread	：	共有・拡散する）	

o ファンとして情報発信したり、感想を知⼈に共有したりする	

EC サイト成功には SIPS モデルに深く関わるソーシャルメディアを上⼿く活⽤し、ユーザー

からの興味を獲得し、商品購⼊を促し、ファンの育成に励む必要があります。	

	

3.1. SNS 連携	
ソーシャルメディアと⼀⼝に⾔っても、チャネル毎に得⼿不得⼿があるものです。Pinterest

や Instagram は画像を使ったコミュニケーションが得意ですが、Twitter は短⽂を⼤量に投稿

する傾向にあります。顧客層や商品の特性に合致したソーシャルメディアを選択し、最適な

キャンペーンを⾏わなければなりません。	

mame：Instagram を使って単価 5 万円の商品が即完売	
デザイナー⿊河内	真⾐⼦⽒が⼿掛けるファッションブランド mame は⾃社の EC サイトの他

にソーシャルメディアを活⽤しています。特に、デザインした⾐服・⼩物や気になる商品を

投稿する Instagram は⼈気があり、デザイナー個⼈のアカウントであるにも関わらず、6 万

																																																													
17	http://www.dentsu.co.jp/sips/ 	
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⼈以上のフォロワーを有します。場合によっては単価 5 万円以上の⾼額商品も発売後すぐに

完売。ブランドとユーザー層が合致し、深い関係が築けている証しでしょう。18	

http://www.mamekurogouchi.com/ 	

	

	

	

⼩峰玩具製作所：リツイートでプレゼントキャンペーン	
栃⽊県宇都宮市にある⼩峰玩具製作所は EC サイト「ぬいぐるみ⼯房 moco	 moco」を運営し、

ぬいぐるみの製造・販売を⾏っています。Twitter による販売促進に熱⼼な同社は、広報担

当者がカワイイぬいぐるみの写真を定期的に投稿してきました。	

Twitter フォロワーが 5000 ⼈を超えた際には、リツイート（返信）するだけで抽選でオリジ

ナルのぬいぐるみがもらえるキャンペーンを実施し、⼤きな反響を呼んでいます。ニュース

サイトに取り上げられるなど、「バズ」ったキャンペーンの効果により、フォロワーは 1 万

⼈に届く勢いです。19	

http://www.kominegangu-mocomoco.com/ 	

	

																																																													
18	http://24h.aratana.jp/?p=23426 	

19	http://smmlab.jp/?p=39177#komine_gangu 	
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Sephora：ユーザーは Facebook よりも Pinterest を 15 倍多く利

⽤	
Sephora はフランスで⾹⽔や化粧品を展開するリーダー企業です。29 か国 1900 の店舗に加

え、250 のブランドと協業する EC サイトを展開し、国際的に発展してきました。Sephora は

Pinterest にアカウントを作成し、ユーザーの動向を詳細に把握するよう努めています。ユー

ザーは気分に合わせて好みの化粧品を「ピン」しておき、後⽇、保存した画像から商品を購

⼊する傾向がありました。	

そこで、Sephora の Web サイトでは全ての商品画像に Pinterest でピンする機能を設け、画

像を保存してもらい、購⼊を促すようにしたのです。Pinterest のユーザーは Facebook より

も 15 倍多く利⽤する、E メールキャンペーンによるトラフィックが 60％増加するという効

果も得られました。20	

http://www.sephora.com/ 	

	

	

	
																																																													
20	http://www.smartinsights.com/digital-marketing-platforms/c-pinterest-case-studies-drive-engagement/ 	



EC サイト成功のために知っておきたい海外・国内事例	

	

COPYRIGHT(C) 株式会社クリエイターズネクスト ALL	RIGHTS	RESERVED 

34 
 

3.2. Facebook コマース、LINE コマース	
ソーシャルメディアは集客を⾏うマーケティング・プラットフォームとして利⽤されてきま

したが、そのプラットフォーム上で販売も⾏えるように機能追加が⾏われてきています。

「Facebook コマース」「LINE コマース」といった⾔葉が⽣まれ、興味・関⼼に関するデー

タが豊富なプラットフォームが商品の提案に活⽤されると共に、チャット形式の便利なイン

ターフェースが消費を活性化する期待が持たれています。	

	

ドミノ・ビザ：LINE から注⽂できる宅配ピザ初のサービス	
宅配注⽂の王道であるピザが LINE から注⽂できるようになりました。ドミノ・ピザ公式ア

カウントを友達登録してから宅配時間や決済⽅法についてチャット形式で質問に答えるだけ

でドミノ・ピザの注⽂が完結します。配達場所は⾃動で取得された位置情報を修正するのみ

なので、⼿続きは簡単です。21	

http://www.dominos.jp/ 	

	

	

	

																																																													
21	http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/368/368199/ 	



EC サイト成功のために知っておきたい海外・国内事例	

	

COPYRIGHT(C) 株式会社クリエイターズネクスト ALL	RIGHTS	RESERVED 

35 
 

Spring：Facebook メッセンジャーに導⼊された買い物アシスタ

ント	
Facebook が⼈⼯知能型チャットボット機能を導⼊し、ボットを検索できるボットストア構

想を発表した際、そのアプリケーション例として紹介されたのが Spring です。ファッショ

ン EC サイトを展開する同社は、チャットボットを使った先進的 Facebook コマースの代表例

と考えられています。	

「今⽇は何をお探しですか？」「どんな靴が欲しいですか？」「どのくらいの価格帯が良い

ですか？」このような質問に、ユーザーは Facebook メッセンジャーで回答します。ユーザ

ーの反応に合わせて、⼈⼯知能が適切な商品を提⽰し、ユーザーが気にいった場合は、すぐ

に決済へと進む仕組みです。22	

https://www.shopspring.com/ 	

	

	

	

3.3. インフルエンサーマーケティング	
インフルエンサーマーケティングとは、ある業界において有名な⼈物と提携し、商品やブラ

ンドの普及を協⼒して進める⼿法です。ソーシャルメディアの広まりと共に、いわゆる芸能

⼈や有名経営者ではなくとも、ニッチな分野で存在感を持つインフルエンサーが増えてきた

のが背景として考えられます。⾼品質な個⼈ブログを書く専⾨家や、個⼈で⾯⽩い動画を投

																																																													
22	http://www.forbes.com/sites/rachelarthur/2016/04/12/shopping-start-up-spring-launches-one-of-first-bots-on-facebook-messenger/#c89b5504ee7e 	
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稿し注⽬と広告収⼊を上げる YouTuber などが増えているのです。EC サイト運営においても、

インフルエンサーと提携したマーケティング活動は、少ないコストで⾃社の信頼性・専⾨性

を訴求するための良い⼿段となります。	

	

ミコアメリ：イベント毎に読者モデルをインフルエンサーとし

て招待	
“くみっきー”の相性で知られるモデル⾈⼭久美⼦⽒がディレクターを務めるブランド

MICOAMERI（ミコアメリ）はインフルエンサーマーケティングの好例と⾔えます。同⽒は

Twitter で 28 万⼈以上、Instagram で 20 万⼈以上のフォロワーを抱える⼀流モデルです。そ

の知名度を活かし、ソーシャルメディアや Web マガジン、リマーケティング、メールマー

ケティングなどを⾏い、前年⽐売り上げ 5 倍という急成⻑を遂げました。	

“くみっきー”だけに頼るのではなく、インフルエンサーマーケティングは他のイベントでも

実施してきました。商品発表やイベントを実施する際には、読者モデルやタレントを招待し、

オシャレに敏感なユーザーを取り込んでいます。23	

http://micoameri.jp/ 	

	

	

	

																																																													
23	http://boutiquestar.jp/feclab/ec-casestudy-micoameri-661/ 	
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Sami	Slimani：EC サイトから有名ブランドまで提携する名物
YouTuber	
動画を投稿して多額の広告収⼊を得て⽣活する YouTuber は世界中に存在します。ドイツの

YouTuber である Sami	Slimani は、くだらない動画から⾼級ファッションブランドの画像まで

掲載し、インフルエンサーとしての存在感を⽰してきました。Instagram では 140 万⼈、そ

の他のソーシャルメディアでも数⼗万⼈のフォロワーを有し、⼤きな影響⼒を持ちます。国

際的なファッション EC サイトの Asos（http://www.asos.com/）や英国発のファッションブラ

ンド Topman、そして、Tommy	Hilfiger まで、多くのブランドと提携を⾏っています。	

企業がインフルエンサーを探す場合、そのジャンルに合わせたタレントを⾒つける必要があ

ります。ファッション系 EC サイトであれば Sami	Slimani のような有名⼈を使うのが良いで

しょう。24	

http://samislimani.com/ 	

	

	

	

	 本章のまとめ	

•	 ソーシャルメディアでの情報収集及び共有・拡散が消費者の⼀般的な⾏動	

•	 インフルエンサーなどを利⽤し、⼝コミを起こせれば宣伝効果は⾼い	

•	 ソーシャルメディアで販売を⾏う Facebook コマース等が話題	

																																																													
24	http://merit-de-merit.com/blog/2016/09/11/influencer-marketing-4/ 	
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4. 「メディア化」に成功した事例	

情報が氾濫するインターネット上では、企業から消費者へと⼀⽅的に情報を送りつける「プ

ッシュマーケティング」のコストが上昇し、投資対効果が悪くなっています。⼀⽅で、消費

者が欲しい情報を探した際に、その答えとなる情報を提供して、関係構築の⾜掛かりとする

「プルマーケティング」に注⽬が集まってきました。	

EC サイトのプルマーケティングとして考えられるのが、サイトの「メディア化」です。例

えば、釣り道具の EC サイトを運営するのであれば、釣りスポットの有益情報や釣り道具の

選び⽅を指南するコンテンツを掲載したサイトを作成するのです。該当する顧客層が求める

情報を掲載したメディアには、ユーザーが⾃然と定期的に集まってきます。そして、⾃社メ

ディアで購買意欲を⾼めたユーザーに⾃社商品を提案すれば、購⼊してくれる確率が⾼まる

と考えられます。	

	

4.1. コンテンツマーケティングの⾼い効果	
コンテンツマーケティングを実施した結果、37.8%の企業は「コンテンツ経由での WEB サイ

ト流⼊が増えた」「コンテンツ⾃体が WEB で拡散することが増えた」という成果を報告し

ています。また、33.3%の企業は「コンテンツ経由での売り上げや問い合わせが伸びてきた」

と回答しました。25集客からコンバージョンまで、コンテンツマーケティングは⾼い効果を

もたらすのです。	

	

⽯鹸百科：基本的なハウツー記事で潜在顧客にアプローチ	
⽯鹸百科は原料にこだわった⾃然派商品を取り扱う企業です。ニッチ向けの商品であるため、

ファンになったユーザーが継続利⽤する⾒込みはあるものの、潜在顧客にアプローチする⼿

段が限定されるという課題がありました。	

																																																													
25	http://markezine.jp/article/detail/22375 	
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潜在顧客が検索エンジンを利⽤する際には⾃然派⽯鹸について検索する可能性はほとんどあ

りません。かわりに「⽯鹸 ⾷器洗い」といった⼀般的な単語で検索するケースが多いと考

えられます。そこで⽯鹸百科は「⾷器の上⼿な洗い⽅」といった基本的なハウツー記事を作

成し、潜在顧客の獲得を図りました。⽯鹸百科は「⽯鹸⽣活の総合情報サイト」として豊富

な情報を掲載し、多数のユーザーを集客しています。26	

http://www.live-science.com/ 	

	

	

	

無印良品：より良いライフスタイルを提案するオウンドメディ

ア	
⽣活雑貨で知られる無印良品は「くらしの良品研究所」というサイトを開設し、コンテンツ

マーケティングを展開しています。このサイトの特徴は、⾃社商品の訴求がほとんどなく、

より良い商品づくりや、新しいライフスタイルの提案に特化している点です。研究所という

名前が⽰すように、⾐料品デザインの考え⽅や⽇本ローカルな商品・イベントの考察などを

中⼼に記事を掲載してきました。ライフスタイルの提案を通してブランドを構築するという

無印良品のコンテンツマーケティング戦略は注⽬です。27	

http://www.muji.net/lab/ 	

	

																																																													
26	https://promonista.com/contentmarketing-compare-ec/ 	

27	https://ownedmedia-engine.jp/blog/detail/entry/40 	
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Van	Winkle：時事ネタを絡めて眠りに関する記事を掲載	
マットレスを製造するベンチャー企業 Casper は、あらゆる眠りに関する記事を掲載するコ

ンテンツマーケティングを開始しました。Van	Winkle と命名されたサイトは、調査レポート、

意⾒、トレンド、製品紹介などの情報を提供しています。例えば、「寝つきを良くする電球

4 選」といった記事が掲載されました。リオ五輪の際には、競泳のメダリストであるマイケ

ル・フェルプスが良い眠りを得るために何をしているか、といった話題を紹介しています。	

同サイトは、どのような検索ワードが流⾏しているのかを調査した上で、⼈々が既に探し始

めているコンテンツを作成しています。この試みによって、情報を検索している⼈を購⼊者

へと変換（コンバージョン）させることができるのでしょう。28	

https://vanwinkles.com/ 	

	

	

	

																																																													
28	http://www.cio.com/article/3110425/e-commerce/12-companies-that-do-ecommerce-content-marketing-right.html#slide2 	
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	 本章のまとめ	

•	 検索ユーザーが求める答えを準備しておくコンテンツマーケティングが普及	

•	 コストの⾼い広告に頼らなくても、集客やコンバージョンを向上させられる	

•	 潜在顧客へのリーチや、トレンドに乗ったマーケティングが可能	
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5. ネットとリアルを融合させた事例	

モバイルが普及するにつれて、ネットとリアルの垣根が低くなってきました。店舗で⾒た商

品をスマートフォンから購⼊したり、EC サイトで購⼊した商品を店舗で受け取ったりする

のが⼀般的になってきたため、企業側は全てのチャネルを統合したサービスを提供し、さら

に、この購買⾏動の変化をチャンスとして捉えるようになりました。	

	

5.1. O2O（オンライン・トゥ・オフライン）	
オンラインのユーザーを実店舗へ誘導する取り組みは O2O と呼ばれます。場所を選ばない

オンラインの集客⼒や品揃えという利点を残しつつ、対⾯での確かな接客とリアルな体験を

同時にもたらす効果があります。O2O の代表例がオンラインクーポンです。グルーポンな

どで有名になった期間限定の割り引きサービスが実店舗への誘導を促します。最近では、ポ

ケモン Go も⼀例と⾔えるでしょう。モバイルゲームというオンライン空間が、マクドナル

ドなどの実店舗と連携し、O2O 施策を実現します。	

	

コメリドットコム：いつでも注⽂、いつでも店舗で受け取り	
ホームセンターのコメリは国内 1182 店舗を展開しながら、EC サイト「コメリドットコム」

でオンライン販売も⾏っています。店舗とネットを連動させた O2O 施策を実施し、ユーザ

ーにとっての利便性を⾼めてきました。	

EC サイトで購⼊を⾏う際には、通常の⾃宅配送の他に「お店の在庫を取り置きする」の選

択肢があり、ユーザーは店舗受け取りが選べる仕組みです。ユーザーは⾃宅受け取りが難し

い単⾝者などは店舗受け取りに利便性を感じるでしょう。コメリにとっても店舗受け取りの

⽅が配送の⼿間が省けるというメリットがあります。また、店舗に受け取りに来たユーザー

が⽇⽤品を「ついで買い」する場合もあるので、売り上げへの貢献も期待できます。29	

																																																													
29	http://www.aiship.jp/knowhow/archives/20358 	
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http://www.komeri.com/top/CSfTop.jsp 	

	

	

	

リーボック：店舗を訪れるとアプリを使って割引クーポン配信	
スポーツブランドのリーボックは、フィットネスセンターLesMills と提携し、フランスのパ

リに期間限定のイベントを開催しました。イベント会場には「ビーコン」と呼ばれる近距離

通信装置を設置し、LesMills のアプリを導⼊してあるスマートフォンへ歓迎メッセージや割

り引きクーポンを送信する仕組みを導⼊しています。また、会場内を歩き回るごとに、異な

るメッセージがアプリへと送信されます。リーバックは店舗内で 35％のコンバージョン率

を記録し、⼆⽇間で 350 点の商品が購⼊されたと報告しました。30	

http://www.reebok.fr/ 	

	

	

																																																													
30	http://www.retailtouchpoints.com/features/executive-viewpoints/5-ways-location-based-services-are-transforming-the-retail-industry 	
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5.2. オムニチャネル	
オムニチャネルとは、複数のチャネルを完全に連携させ、ユーザーが「いつでも、どのチャ

ネルでも」商品を購⼊・受け取りできるようにする施策です。EC サイトと実店舗を並⾏し

て運営している企業でも、顧客情報や在庫情報が分断されている場合も少なくありません。

オムニチャネルでは、顧客が店舗を訪れても、スマートフォンからサイトを開いても、全く

同じ体験が得られるようになります。企業は、ユーザーの活動をより理解し、クロスセル・

アップセルの機会を逃さないようにできるのが利点です。	

前項の O2O が新規顧客の獲得を⽬指しているのに対し、オムニチャネルは既存顧客の継続

利⽤を⽬的とします。ユーザーについて知っている情報が少ない状態でも実店舗へ誘導する

キャンペーンが O2O とすれば、ユーザーの購買履歴を蓄積して「囲い込み」による利益率

向上がオムニチャネルの効果です。31	

	

丸善&ジュンク堂書店：絶版書籍も探し出す取り置きサービス

で売り上げ 2 倍	
Amazon による書籍 EC に押される国内書店販売において、丸善&ジュンク堂書店は EC サイ

トをリニューアルし、新たな取り組みを開始しました。鍵となったのは、蔵書数 200 万冊

を超え、全国に散らばる店舗と、国内出版社との強い結びつきです。	

丸善&ジュンク堂書店の EC サイトでは、書籍の取り置きが可能で、予約から 1 時間後には

メールで通知され、店舗で受け取れるようになりました。同社では、⾃社倉庫や池袋本店・

全国の丸善&ジュンク堂書店、並びに出版社へ在庫を問い合わせるため、たとえ絶版になっ

ていても、⽬当ての本を探し出してくれるサービスが多くのファンから好評を得ています。

																																																													
31	https://orenocloud.tokyo/cloudinfo/useful/DifferenceOfO2OandOmnichannel.html 	
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ユーザーの囲い込みに成功した同社は EC サイトのリニューアル以来、2 年で売り上げが 2.3

倍へと⾶躍的に向上しました。32,33	

http://www.junkudo.co.jp/ 	

	

	

	

Staples：店舗内のキオスク端末を起点にネットとリアルを⾃由

⾃在	
Staples は⽶国にある世界最⼤級のオフィス⽤品メーカーです。同社はオムニチャネル戦略

に⼒を⼊れており、コンバージョン率の改善と売り上げの向上を⽬指しています。このオム

ニチャネル戦略の中⼼は、各店舗内に設置されたキオスク端末です。店舗を訪問した顧客は、

この端末を操作し、オフィス⽤品・⽂房具・⽇⽤品・家具・IT 製品などを含む 10 万種類の

商品から好みの商品を選択できます。決済は、キオスク端末、または店舗内のレジで⾏いま

す。⽶国内にある 98%の地域では無料で翌⽇配送が可能です。オンラインで予約した商品を

店舗で受け取るなど、ネットとリアル店舗の融合も実現されています。	

キオスク端末を設置した店舗は、少ない商品陳列でも、これまでと同等の品揃えを提供でき

るため、店舗スペースの節約になります。余ったスペースでは、中⼩企業の顧客向けのコン

																																																													
32	http://ecclab.empowershop.co.jp/archives/5042 	

33	http://orangeretail.jp/blog/o2o/4370 	
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サルティングや、簡易会議室、パソコン作業スペースなどを設置し、その場で仕事や商談を

⾏いたいビジネスパーソンの要望に応えています。34	

http://www.staples.com/ 	

	

	

	

	 本章のまとめ	

•	 モバイルの普及と共にネットとリアルの融合が進んでいる	

•	 オンラインユーザーを実店舗へ誘導する O2O が新規顧客獲得に有効	

•	 いつでもどこでも購⼊・配送ができるオムニチャネルが顧客を囲い込む	

	

	 	

																																																													
34	http://www.businesswire.com/news/home/20130620005079/en/Staples%E2%80%99-Omnichannel-Stores-Showcase-Future-Retail 	
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6. ユーザーとの関係を密にした事例	

「1：5 の法則」を知っていますか？新規顧客へ商品を販売するのに要するコストは、既存

顧客の 5 倍要するという経験則です。さらに、「5：25 の法則」というものも存在します。

顧客離反を 5%改善すれば、利益が 25%改善されるというものです。EC サイトの利益率はユ

ーザーの継続利⽤が鍵を握るといっても過⾔ではありません。35	

ブランド構築や広告キャンペーンなど、マーケティング活動の多くは新規獲得を⽬的にして

います。しかし、既に顧客になってくれたユーザーに対する施策を組み合わせると、中⻑期

的な EC サイトの発展へとつながるのです。	

	

6.1. リピート購⼊の促進	
あなたの財布には何枚のポイントカードが⼊っていますか？ポイント制度のように、既存顧

客が再度購⼊してくれるような動機付け（インセンティブ）を与える施策は、リピート購⼊

を促進します。実店舗に限らず、EC サイトでも同様であり、上⼿にインセンティブを設計

すると、少ない労⼒・コストで利益率を劇的に改善する可能性があります。	

	

smarby：利⽤継続率を改善するアプリ開発	
⼦供服を割り引き価格で購⼊できる smarby は、期間限定セールを毎⽇実施し、安く良い物

を簡単に購⼊したいと考える⺟親から⼈気を博してきました。このアプリの成否を分けるの

は、利⽤継続率です。毎⽇開催しているセールに、できるだけ多く訪問してもらい、多くの

商品を閲覧してもらえれば、「衝動買い」あるいはクロスセル・アップセルが実現できます。	

同社はユーザーがアプリを使⽤している間の画⾯遷移を録画するツールを導⼊し、ユーザー

がどのような⼿順で商品に辿り着いているかを解析しました。例えば、商品カテゴリーより

もブランド⼀覧から商品を選択している点や、商品画像を 5 枚以上⾒たユーザーは継続率が

																																																													
35	http://www.e-ssp.net/mk/mkla1_6.html 	
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⾼い点などを導き出しています。その結果から、画像の⾒せ⽅などを改善し、継続率の向上

を実現しました。36	

https://smarby.jp/ 	

	

	

	

BONOBOS：優良顧客限定の送料無料キャンペーンでリピート売

り上げ 10%拡⼤	
BONOBOS はニューヨーク発のファッション・アパレル EC サイトです。同社は、⼀定⾦額以

上の商品を購⼊した場合のみ送料無料にする、少し変わったキャンペーンを実施しました。

具体的には、125 ドル以下の購⼊の場合は送料 8 ドル、125〜275 ドル未満の場合は送料無

料、そして、275 ドル以上で送料無料かつ 2 ⽇以内に届ける速達配送という仕組みです。	

送料無料の仕組みが明確になったため、損をしたくないという⼼理が働いたユーザーは、積

極的に「まとめ買い」を⾏うようになり、顧客単価が向上する結果が得られました。また、

速達配送のサービスにより、複数商品を購⼊するリピーターの獲得にも貢献しています。結

果として、リピート売り上げは 10%向上、リピート売上率は 60%を超えるという成果をあげ

ました。37	

https://bonobos.com/ 	

	

																																																													
36	https://growthhackjournal.com/smarby-growth/ 	

37	
https://wakuten.net/%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99%E3%81%AF%E3%83
%AA%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%92%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%99%E3%82%8B/ 	
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6.2. カスタマーレビューの活⽤	
商品選定時に「⼝コミが気になる」のは全体の 81.6%、「⼝コミを参考にして購⼊を決める」

⼈は全体の 39.3%に上るという調査があります。また、全体の 81.0％が「⼝コミを信じる

（信頼できる）」と回答し、「⽂章がしっかりしている」「⾃分と同じ考え⽅である」「同

じような年代、⽴場の⼈の意⾒」であることが信頼できる理由としました。38	

⼝コミを掲載し、ユーザーの興味を喚起する⼿法は「レビューマーケティング」と呼ばれ、

EC サイトの信頼度を⾼めるために⽋かせないようとなりました。好意的なレビューが書か

れるように良い商品・サービスを提供するのはもちろんですが、否定的なレビューがあった

としても適切に対応していれば、そのサイトの信頼度を⾼めるのに役⽴ちます。他⼈の評価

を気にするソーシャルメディア時代において、レビューは無視できない存在なのです。	

	

クロックス：レビューの活⽤でコンバージョン率・返品率が⼤

幅改善	
軽いプラスチック素材で製造され、⽳の開いた特徴的なデザインのサンダルで知られるクロ

ックスは世界的に⼈気の商品です。豊富なカラーバリエーションやサイズを揃えているため、

⼦供から⼤⼈まで、多くの⼈に愛されています。	

クロックスの EC サイトでは返品率が⾼いという課題を抱えており、その主な理由はサイズ

の間違いとなっていました。そこで、⾃社スタッフが実際に履いてみた感想をサイトに掲載
																																																													
38	http://research.nttcoms.com/database/data/001436/ 	
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し、普段の靴のサイズと⽐べて⼤きいか・⼩さいかといったレビューを公開する施策を実施

しました。レビュー掲載後は、サイズ選択ミスによる返品が 10%も低減したと⾔います。さ

らに、同価格帯・同⾊の商品であっても、レビューが掲載されている商品はコンバージョン

率が 42.8%も⾼いという驚くべき成果も報告されました。39	

http://www.crocs.co.jp/ 	

	

	

	

Flipkart：ソーシャルメディアで 1 時間以内に苦情へ返信するカ

スタマーサポート	
Flipkart はインドで⼈気の EC マーケットプレイスで、2007 年の創業から現在では 3 万⼈以

上の従業員を有する⼤企業になりました。Flipkart はソーシャルメディアでの顧客との関係

構築に注⼒しており、インドでは最もフォロワーが多い EC 企業です。例えば、Twitter で同

社に対して不満を述べていたり、質問を投げかけてきたりしたユーザーに対して、1 時間以

内の回答を⾏っています。さらに、ソーシャルメディアに倉庫の様⼦を撮影した会社の裏側

に関する投稿を⾏うなど、顧客との距離を近づけるための努⼒を惜しみません。ユーザーへ

好意的な態度を継続的にとることが会社の成⻑につながっているのでしょう。40	

https://www.flipkart.com/ 	

	

																																																													
39	https://markezine.jp/article/detail/19545 	

40	http://www.slideshare.net/simplify360/how-ecommerce-compa 	
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	 本章のまとめ	

•	 新規顧客への販売より、既存顧客の⽅が要するコストが低い	

•	 リピート購⼊を促進すると、利益率が改善され、中⻑期的な発展につながる	

•	 他のユーザーの購買⾏動へ影響するレビューを蓄積し、ファンを増やす	
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付録	

商標について	
本書で表記される各社ブランドのロゴや商標については、各社がその権利等を有しています。	


