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Introduction
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店舗は 買い物という経験にとって今なお不可欠な存在だが、2 万 6,000 人以上の
消費者を対象とした当社の調査によると、今日の “ 力をつけた ” 消費者においては、複

数の小売チャネルを上手に使い分けて、効率のよい購入をする人が増えている。買い
物客が店舗で商品を確認してからオンライン（多くはその店舗とは別の小売業者）で購
入する「ショールーミング」については既に盛んに議論されているが、このトレンドはせっ
かく小売業者が築き上げてきた顧客ロイヤルティーを崩壊させてしまう恐れがある。小
売業者は、消費者とのすべての接点において一貫性、利便性、買い物をめぐる素晴ら
しい経験を提供するシームレスなオムニチャネル型のアプローチによって、顧客を「ス
ティッキー（忠実）」にさせることで、この脅威をチャンスに変えることができる。

これまで小売業者の屋台骨だった店舗は四半期ご

この調査は、変化する小売業 / 買い物客の関係を

とに脆弱さを増しているように見える。 最安値、

明らかにし、今日のような変わりゆく消費者の新

品揃え、サービスを求めて、従来の買い物スタイ

たな購買習慣や嗜好を利用しようとしている小売

ルを変えることに躊躇しない顧客が増えているた

業者のために今後の道筋を示すものである。

め、小売業のヒエラルキーにおける店舗の地位下
落に拍車がかかっているのである。

本調査は、今日の新しいタイプの消費者のニーズ
を満たす上で、シームレスなオムニチャネル型の

新しいタイプの消費者はさまざまなテクノロジーを

顧客経験が不可欠であることを示している。顧客

使いこなし、インターネットを閲覧して商品やサー

の注目が便利なオンライン・チャネルでの購入に

ビスを購入する。多くの場合、将来行うオンライ

向けられるようになるにつれて、長年にわたり小

ン購入の「足場」として店舗を利用している。こう

売業の中心であった昔ながらの実店舗は急速に魅

した消費者はチャネルを問わず、小売業者に対し

力を失ってきている。ほとんどの年齢層および所

て自分たち固有の好みに応じたサービスを提供す

得層の消費者、特に若く裕福な消費者の間では、

るよう求めている。このようなサービスの提供が

オンライン・チャネルを好む傾向が高まっている。

できない小売業者は、これらの新しいタイプの消

情報およびテクノロジーによって店舗に取って代わ

費者を潜在的な競合他社に奪われる恐れがある。

る、便利で安全な買い物の手段が次々と生まれて
いることから、こうした傾向は今後も続く可能性が

こうした新しいタイプの買い物客に小売業者は

高い。

どうすればロイヤ ルティーを植え付けることが
できるの か。 そ の 答 えを 見 つ けるた め、IBM
Institute for Business Value は世界 14カ国
における2 万 6,000 人以上の消費者を調査した。

ますます多くの消費者が店舗を無視して、
オンライン・チャネルを好むようになっている。
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調査方法

健康

購買習慣がどのように変化しているかを調べるために、IBM
Institute for Business Valueは2012 年後半に2 万 6,737
人の買い物客を調査した。この買い物客には、食料品以外の
商品分野（アパレル、高級品、美容、家電、健康、靴、住宅用
品）の買い物客 2 万 3,000 人が含まれる（図 1 参照）。また、
3,200 人以上の食料品買い物客についても調査を実施した
が、本報告書は食料品以外の商品カテゴリーに焦点を合わせ
ている。 食料品との比較については、7 ページの補足説明を
参照のこと。
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出典：IBM Institute for Business Value、「取引から関係へ：変わりゆく買い物
客とのつながりを模索して」、調査対象者（購入品が食料品以外の買い物客）＝2 万
3,466 人

図 2：前回の購入場所が店舗であった消費者の割合
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2.「ショールーマー」ー 少数でありながら
大きな影響を生み出す買い物客
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店舗の脆弱さを示すもうひとつの兆候は、店舗に買い物に出
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かけるが購入はオンラインでする（しかも別の小売業者から購
入することが多い）、少数だが影響力のある消費者グループの

図 1：買い物客の過去および将来の購買嗜好を調査した
IBM Institute for Business Value の買い物客調査

過去の IBM Institute for Business Value の買い物客調査
は、テクノロジーが消費者に力を与えていることを確認してい
る。そして消費者は自分の好みに応じたサービスが期待できる
買い物経験にますます引かれている。※ 1 買い物や購入での複
数チャネルの使用という新たな消費者傾向など、小売業者が変
わりゆく消費者の行動の変化を利用するにはどうすればよいの
か。IBM の最近の調査によると、小売業者は次の 3 つの重要
環境要因に取り組む必要がある。

1. オ
 ムニチャネルの世界では、店舗の優位性に陰
りが見られる
小売チャネルの中で、店舗は依然として圧倒的な強さを誇って
いるが、従来型店舗の優位性にはひび割れが見え始めている。
IBM の調査では、消費者の大半（84%）が前回は食料品以外
の商品を店舗で購入したが、次回も店舗での購入を予定してい
る消費者は 56%にすぎない（図 2 参照）。こうした店舗に対す
るロイヤルティーの欠如は、マルチチャネルの買い物の利便性、
品揃え、価格の利点に気付く買い物客が世界規模で増えていく
に従い、小売カテゴリーや地域を超えて顕著になっている。

台頭である。こうした「ショールーマー」は今のところ買い物客
全体のわずか 6%にすぎないが、オンラインでの販売に与える
影響は驚異的なものがある。調査対象の小売カテゴリーでは、
オンラインでの購入の半数近くがショールーマーによるもので
あった。さらにショールーマーの 25%が、当初は店舗で購入
する予定でいたと答えており、また、65%が次回の購入はオ
ンラインで行う予定である。

3. 消費者は意味のある小売接点に飢えている
小売業者の独自の店舗・オンライン展開によって買い物客を引
きつけ維持するためには、攻略しなければならない高い壁があ
る。調査対象の消費者は、小売業者に消費者自身とその購買
嗜好を知ってもらいたいと思っている。実際、調査した買い物
客の大半は、小売業者が買い物客の希望を理解して、過去の
購入に基づく適切な宣伝活動など、より有意義な提案をしてく
れるのであれば、そのために平均 20 分の時間をかけてもよい
と考えている。ただし、最初こそ小売業者に協力してもよいと
思っているが、その後は小売業者の努力を期待している。

小売業者の独自の店舗・オンライン展開によって
買い物客を引きつけ維持するためには、攻略しな
ければならない高い壁がある。
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オムニチャネルの世界では、
店舗の優位性に陰りが見られる

「ショールーマー」ー 少数でありながら
大きな影響を生み出す買い物客

今日は店舗で、明日はどこで？

「ショールーマー」とは店舗を訪れるが、オンラインで購入する

小売業では、過去の購買パターンの分析が何十年にもわたり重

顧客である。展示商品を見て回って評価し、店員に質問や要求

要な役割を果たしてきた。ところが今日の目まぐるしく変化する

をすることもある。店舗のリソースを活用した上で、ショールー

環境では、消費者の次の行動を予測することの方が重要になっ

マーはオンラインで購入する。同じ店舗のオンライン・チャネ

ている。そして、大きな構造上の変化が見受けられるのもこの

ルで購入することもあるが、ライバル企業のオンライン・チャ

点である。IBM の調査では、前回の購入が店舗であった買い

ネルで購入することが多い。

物客（全体の 84%）について以下のことが明らかになった。
このような消費者は今のところそう多くはない（6%）ものの、
●次
 回も店舗での購入を予定している買い物客は 56%にすぎ

ない

かなりの影響を与えている（図 3 参照）。ショールーミングは
IBM の調査対象者によるオンライン購入全体の約半数を占め

35%は過渡期にあり、次回の購入チャネルを決めていない

ている。ショールーマーの大多数がオンライン専門小売業者か

●9
 %は次回の購入チャネルにデジタル・チャネルを予定して

ら購入するのではなく、従来型小売業者からオンラインで購入

●

いる

している。このことは、オムニチャネル型小売業者にとっては
必ずしも朗報とは限らない。その購入はライバル企業のオンラ

このような買い物客カテゴリーの属性を見る限り、店舗の未来

イン・チャネルで行われた可能性が高いからである。言い換え

は暗い。店舗で買い物をする予定の買い物客は 55 歳以上の

ると、今日のショールーマーは店舗を訪れても、その小売業者

ベビーブーマー世代であり、自分の将来について金銭的に特に

のウェブサイトから購入するとは限らないということである。

楽観的なわけではない。過渡期にある買い物客は広範な人口
統計的属性を持ち、性別を問わず、幅広い年齢・所得層にわたっ
ている。
店舗に忠実な買い物客とは対照的に、デジタル・チャネルへの
移行を予定している買い物客は一般に年齢層が 18 ～ 34 歳、
裕福で金銭に関して楽観的である。こうした買い物客は小売業
界の重要な経済ターゲットである。今後も店舗を繁栄させたい
のであれば、この買い物客グループに対して、チャネルの違い
を意識させないシームレスな経験を創出することが何よりも重
要である。オンライン店舗は実店舗の延長として必要であり、
どのチャネルも魅力的かつ顧客中心であることが欠かせない。
基本的に、小売業者は購入、販売、マーケティング、サービ
スの方法を改革しなければならない。Lowe’s（米国の住宅リ
フォーム・家電販売小売業）はオンライン・ショップと店舗との
シームレスな行き来を実現した小売業者のよい例である。同社
の「MyLowe’s」プログラムでは、住宅リフォームのプランにつ
いて店員にオンラインで相談できる。顧客は部屋ごとの概要を
作成し、さまざまなスタイルをオンラインで試してみることがで
きる。また、購入履歴を記録することやメンテナンスに関する
通知を受け取ることもできる。 ※ 2

ショールーマーは、少数だが洗練された買い物客
のグループである。
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ショールーミングの現象が初めて見られるようになってから、こ
家電

12%

うした “ ひやかし客 ”に多くの小売業者は苦々しい思いをしてき

高級品

12%

た。本来は店舗で購入するはずだったかもしれない買い物客

靴
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子供用アパレル

6%

大人用アパレル

5%

インテリア

5%

美容

に向けて投入された時間と労力をとられてしまうからだ。また、
多くの小売業者は、ショールーマーはロイヤルティーをほとん
ど持ち合わせておらず、店舗を「商品をチェックする」ために利
用していると考えている。

4%

健康

2%

出典：IBM Institute for Business Value、「取引から関係へ：変わりゆく買い物
客とのつながりを模索して」、調査対象者（購入品が食料品以外の買い物客）＝2 万
3,466 人

ショールーマーに関する先入観はさておき、小売業者はこの新
種の買い物客グループのことをどれほどよく知っているのだろ
うか。IBM の調査では、ショールーマーの興味深い側面が明
らかになっている。中でも重要な点は、こうした買い物客が必

図 3：店舗を訪れてもオンラインで購入するショールーマーは調査対象
の買い物客の平均約 6%を占めている。

ずしも意図的に店舗を利用しているわけではないことだ。ショー
ルーミングを行った調査対象者の 25%が店舗で商品を購入す
るつもりで店舗に出かけている。
明らかなのは、ショールーマーが極めて洗練された消費者であ
るということだ。ショールーマーの半数近く（48%）が、価格
を比較し、商品についてもっとよく知るために店舗を訪れてい
る。リサーチを行っているのである。店舗ではショールーマー
の 33%がモバイル機器を使用して商品を比較し、レビューを
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出典：IBM Institute for Business Value、「取引から関係へ：変わりゆく買い物客とのつながりを模索して」、調査対象者（購入品が食料品以外の買い物客）＝2 万 3,466 人

図 4：ショールーミングは世界的な現象であり、最も発生率が高いのは中国、インド、日本、ブラジルである。
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読み、価格の交渉も行っている。彼らが、自由に使えるあらゆ

ショールーマーの発言から学んでいるだろうか。自社は競合他

るツールを活用していることが分かる。

社から購入しているこうした顧客を取り戻すために積極的な対
策をとる準備ができているだろうか。

ショールーマーは適正な商品を適正な価格で購入しようと考え
ている。ショールーマーは情報通で几帳面な買い物客である。
小売業者はそろそろ、こうした消費者が敵ではないことに気付
き、そのロイヤルティーの奪還を目的とするオムニチャネル戦
略の特定に乗り出すべきだろう。

ショールーマーの力を利用する

消費者は意味のある小売接点に
飢えている
IBM の調査によると、多くの顧客が望んでいるのは要するに
パーソナライズされた経験である。買い物客は、小売業者が
買い物客のニーズに応えてくれるのであれば、積極的に時間を

ショールーマーは洗練された買い物客であるだけではなく、積

割いてもよいと考えている。ただし小売業者には、自らとのつ

極的なインフルエンサー（影響を与える人）でもある。また、

ながりを作った上で自分たち買い物客のインプットを利用して、

社交的で自分の経験を仲間と共有する可能性が高い。IBM の

結果を出すプログラムや機会の創出を期待している。買い物客

調査によると、ショールーマーの 58%が 1 日に複数回オンラ

10 人のうち 9 人近くが商品提案やコミュニケーションのパーソ

イン・コミュニティーを訪れており、57%が利用したオンライ

ナライズを期待しており、小売業者に対する各種登録作業に時

ン小売業者について好意的なレビューを書いていた。自分の

間（最長 20 分間）をかけてもよいと思っている。つながりは対

好きな物や欲しい物を知っており、そのことについて話したり、

面でもデジタルでも作ることはできるが、どちらにしても買い

ブログを書いたり、ツイートしたりすることに躊躇しない。

物客の希望に合っていなければならない。

典型的なショールーマーは若い（18 ～ 34 歳）男性である。

こうしたつながりによって、小売業者は商品・サービス内容や

彼らは金銭的にも恵まれた環境にあることから、ショールーミ

販売促進活動を個人の購買嗜好に合わせてプランできるように

ングは特定の金銭的ニーズに関係したものではないことが分

なる。以下は、買い物客の小売業者に対する期待の例である。

かる。
● I BM が調査した消費者の 55%は以前の購入履歴を利用して

ショールーミングは世界的な現象だが、アジアとブラジルでは
その他の地域よりも発生率が高くなっている。IBM の調査に

商品を紹介してもらいたいと思っている
●4
 3%は以前の購入履歴を利用して新商品を勧めてもらいた

よると、中国では最もショールーマーが多く、インタビューを
した買い物客の 24%がショールーマーであった（図 4 参照）。

いと思っている
●

43%はイベントに招待してもらいたいと思っている

●3
 6%は自分の意見を新商品に反映させてもらいたいと思っ

先進的な小売業者はやがてこういう顧客の価値を認識し、力

ている

をつけた情報通の消費者を “ アドボケーター（支持者）”にする
ことに力を注いでいくだろう。また、ショールーマーの店舗で

新たなショッピング・コンセプトも消費者の間で共感を呼んでい

の経験を、共有する価値のあるものにするためにあらゆる手

る。IBM は新しいアイデアに対する消費者の関心度を探るため、

段を取る必要がある。

まだ広く導入されてはいない買い物のさまざまな選択肢につい
てオンライン調査を行った。図 5 が示すように、新しいコンセ

ショールーマーが提示しているチャンスを確実にものにするた

プトに対する関心の度合いは 25 ～ 42%となった。優れた小

めに、先見の明のある企業は次のような点を検討するだろう。

売業者は、この情報を利用して顧客の要望に対してより的確な

自社は、この重要なトレンドに対処する準備ができているだろう

対応をとるだろう。

か。どうすれば自社の店舗を自社ウェブサイトのショールームに
できるのだろうか。店舗での経験に関して、品揃えの差、在庫

パーソナライズした経験の提供にあたっては、顧客が好むコミュ

切れ、時間のかかるレジなど、ショールーミングの一因となり

ニケーション・チャネルの強化に重点的に取り組む必要がある。

得ることがないだろうか。自社はソーシャル・チャネルにおける

IBM の調査によると、最近の消費者の大半は、モバイル・アプ

 取引から関係へ

リをダウンロードして使用するよりも小売業者のウェブサイトに

カギとなるのは、さまざまな分析を利用し、この山のような情

直接アクセスすることを好む。しかし、モバイル・アプリも、買

報を調べて各顧客の要望とニーズへの具体的な対応を可能に

い物客に「今いる場所で」役に立つよう入念に設計されていれ

してくれる価値ある知識を抜き出すことである。そのため、小

ば成功する。購入前のリサーチをしている買い物客を、購入し

売業者は従来の小売の手法に科学を取り入れる必要がある。

ようとしている買い物客と同じくらい効率よくサポートするよう

データは、顧客を市場セグメントとしてではなく“ 個人 ”として

に最適化されたアプリは、小売業者の効果的な販売手段の 1

取り扱うために使用していかなければならない。

つになり得る。ウェブサイトでは、買い物客はさまざまなテクノ
ロジーを駆使してオンライン店舗にアクセスしている。従って

多くの小売業者は、分析とテクノロジーを使用することで、買

オムニチャネル型小売業者は、自社のウェブサイトをあらゆる

い物客が店舗のどこにいるかを特定し、その位置に基づくイン

種類のチャネルからのアクセスに対応できるようにする必要が

スタント・メッセージを提供している。Shopkick（来店時に利

ある。

用者が報酬を得られるスマートフォンやタブレット端末向けの
アプリを開発している米国の会社）は 2012 年のクリスマス・

力をつけた消費者とつながるための
再考と変革

リである。※ 3 Shopkick のユーザーが店舗に入ると、ユーザー

今日の小売業者は、データが爆発的に増加した結果として生成

は店 内 の 顧 客 の 位 置をピンポイントで正 確に特 定できる。

された情報資産を保有している。顧客はコンピューターを触っ

Shopkick のユーザーは、来店場所に応じてポイントを獲得で

たり、スマートフォンで店舗や商品を検索したり、カスタマー・

きる。また、商品のスキャンや購入の完了でもポイントが加算

サービスの部署に電話をかけたりする度にログを提供している。

される。

ショッピング・シーズン中に頻繁に使用されたショッピング・アプ
のモバイル機器から発信される信号が検知され、Shopkick

デジタル・ログには顧客の機微をより奥深く理解するためのきっ
かけがある。どこを確認すればよいかを知っていることが顧客
に対する理解の秘訣である。

専門的なアドバイス

43%

小売業者の販促活動を評価する

43%

ネットの「バーチャル・ストア」
を訪れる

42%

他の購入者によるレビューを見る

40%

お気に入りとして商品を評価する

39%

オンラインで「バーチャル・ミー」
を作成する

37%

オンラインで「バーチャル・クローゼット」
を作成する

33%

キオスクをチェックしてサービス情報を入手する

31%

インストア・モバイル・アラートを受信する

30%

「買い方」のeパンフレットやアプリをダウンロードする

28%

店頭のスタイリスト/専門家とのアポイントを取るために登録する

25%

「スタイリストとのチャット」
をオンラインで申し込む

25%

図 5：消費者は買い物経験を向上させる新たな小売コンセプトに関心がある。
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小売業者はこの大量の消費者情報を収集・分析する能力を備え

食料品の買い物客はテクノロジーをさほど使用しな
いが、やはりパーソナライズされた商品・サービス
を望んでいる

ることによって、人口統計に基づくセグメントのメンバーとして

IBM のオンライン調査に参加した 2 万 6,737 人の買い物客の

きるか」ではなく、「何ができないか」なのである。

ではなく個人として、買い物客とコミュニケーションを取り始め
ることができる。問題は、このような情報を利用して「何がで

うち、3,271 人に対して食料品の買い物経験について尋ねた。
その経験は、特にテクノロジーと買い物に関して、食料品以外
の買い物客の場合とは異なっていた。

次はどこへ向かうのか ?

食料品以外の買い物客と比べて、テクノロジーを使用して小売

消費者中心主義への道筋は、顧客の取引履歴、ソーシャル・メ

業者とつながろうとする食料品の買い物客はあまりいない。買

ディア・ページ、ブログ、アンケートへの回答、一対一の情報

い物リストの作成以外に何らかの準備行動をしている食料品の

提供から発見できる。買い物客は小売業者との “ 契約 ”を望ん

買い物客はほとんどいない。例えば、次回の食料品の買い物

でいる。つまり、「この情報を利用して私に力を貸してくれる小

について、次のように答えている。

売業者には情報を提供するし、その小売業者で購入する」と言っ
ているのだ。

●1
 0%がモバイル機器で食料品店の特売情報等をチェックす

る予定である

この契約を履行するため、小売業者は顧客を常に引きつけてお

●1
 0%がモバイル機器で他店の価格をチェックする予定である

く環境を作らなければならない。これは特に店舗に当てはまる。

●9
 %が小売業者のサイトを事前に訪れる予定である

店舗では、例えば無計画な商品展示、不十分な品揃え、非効

●3
 %がモバイル機器で支払いをする予定である

率な動線、不親切なサービスを理由に顧客は簡単に興味を失っ
てしまう。また、オンラインでは、サイトが使いづらかったり、

店舗の優位性は商品カテゴリーによって異なることが分かって

ブランド・プロミス（顧客に対して約束できること）が反映され

いる。食料品店の 2 つの商品カテゴリー（健康と美容）につい

ていなかったりすると、顧客は 1、2 回クリックしただけで競合

て調査したところ、前回の健康商品購入場所が店舗であった

他社のサイトへ移動してしまう。

のは消費者の 92%である。これに対し、家電の買い物客のう
ち店舗で購入した人は 66%にすぎない。健康と美容の商品カ

小売業者が優れたオムニチャネルを確立し、各チャネルを通し

テゴリーはショールーマーの比率も最も低かった（美容商品が

て顧客ロイヤルティーを維持するには、以下のような取り組み

2.4%、健康商品が 3.6%）。これに対し、高級品は 12.1%、

を行う必要がある。

家電は 11.9%がショールーマーであった。
食料品の買い物客は店舗とより強い結び付きがあってもなお、

特別にパーソナライズした経験を提供する
●顧
 客から提供してもらった情報を、利益に結び付くよう活用

自分たちの要望やニーズに基づく対応を小売業者に期待して

する。顧客から提供された情報は素晴らしい資源である。こ

いる。

の情報からは、顧客のショッピング・ペルソナ、すなわち、
顧客がどのように買い物をし、何が好きで、どこに、どの程

●5
 0%以上が自分の購入履歴を利用して商品を紹介してもら

いたいと思っている
●4
 2%が自分の意見を新商品に反映させてもらいたいと思っ

ている
●3
 9%が自分の購入履歴を利用して新商品を勧めてもらいた

いと思っている

度までかかわりたいと考えているのかが分かる。この洞察を
利用して、顧客の好みに合わせた品揃え、展示、案内標識、
販売促進、サービスを用意する。
●顧
 客の「購入までの道筋」を視覚化する。分析を利用して顧

客が店舗内でどのような道筋をたどり、どの商品を探してお
り、店員にどのようなレベルの関与を求めているのかを明ら

●3
 8%がイベントに招待してもらいたいと思っている

かにする。ワードローブを一新しようとしている顧客のショッ

●2
 6%が次回購入の時期を通知してもらいたいと思っている

ピング・ペルソナが高級電子機器の購入を予定している顧客
のショッピング・ペルソナとどう違うのかを理解する。

 取引から関係へ

●細
 部に力を入れる。消費者は長年にわたり、自分たちのこと

フェースがある。プッシュ通知、位置ベースのテクノロジー、

を知ってもらうこと、自分たちの話に耳を傾けてもらうこと、

QRコードを利用して、店舗内の重要なポイントで顧客を追跡

自分たちに力を与えてもらうことを小売業者に期待してきた。

する。アプリ・ユーザーが範囲内を通過すると、センサーが自

これは単なる商品の有無、価格設定、販売促進にとどまるも

動的にNM サービスの起動を促す。アプリが起動すると、さま

のではない。顧客ロイヤルティーは些細なことに影響される

ざまなことを顧客に知らせることができる。例えば、お気に入

ことが多い。例えば、顧客の好みの支払い方法を知っており、

りの店員が店内にいるか、近く行われる店頭イベント、新製品

記録しているか。顧客は紙のレシートとデジタル・レシートの

の入荷およびセールまたは最新のファッション・トレンドなどを

どちらを希望しているか。オンラインで買い物をするときに、

顧客に教えることができる。 ※ 4

顧客が好む配送方法を理解しているか。

各種チャネルの可能性を最大限に引き出す
●1
 つのチャネルと別のチャネルに一貫性を持たせる。オンラ

ショールーマーを受け入れる
●機
 器を装備する。店舗で商品を見て回る間、ショールーマー

はテクノロジーを駆使して商品・サービス内容を競合他社の

イン店舗は従来型店舗と同じ「外観と雰囲気」を維持しつつ、

ものと比較することが多い。店員に同様のテクノロジーを配

利用可能なテクノロジーによって強化する必要がある。人気

布することにより、まさに購入するタイミングの消費者に店

商品が店頭で在庫切れの場合は、翌日配達可能かどうかウェ

員を接触させることができる。さらに、店員はその場で在庫

ブサイトを通して確認できる。価格、品揃え、外観の一貫性

のチェックや注文のサポートを申し出ることもできる。

によって、買い物客のロイヤルティーを築くブランド・イメー
ジが統一される。
●人
 材を効果的に管理する。店員の接客を再考する。これに

は人材の採用と選定方法の見直しが必要になる場合がある。
店舗に共通する典型的な買い物客（ショッピング・ペルソナや

●店
 舗中心のサービスを追加する。利便性を高めると、店舗

ロイヤルティーの強化につながる可能性がある。例えば、多
くの小売業者が現在、オンラインでの買い物や購入、そして
店舗での受け取りや交換 / 返品をサポートしている。ドライブ
スルーによる返品を呼び物にしている店舗もある。

トリップタイプ）を店員が必ず理解しているようにする。顧客

●旅
 行など他のサービス産業からの教訓を生かす。ほとんど

のニーズに合った知識とスキルを強化するフィードバック手段

のホテルが現在、無料で Wi-Fiを提供しており、宿泊客は好

を用意する。結局のところ、重要でない接客の仕事などとい

きなときにインターネットにアクセスできる。宿泊客がログオ

うものは存在しない。買い物経験全体についての会計時の

ンすると、ホテルは通常、ホームページを立ち上げて、その

質問、購入のお礼、次回の来店を誘う案内などは顧客につ

ブランドやサービスの宣伝をする適切なマーケティング・メッ

ながりを感じさせる上で大いに役に立つ。

セージを伝えている。リアルタイム・マーケティングの手段と

●顧
 客から目を離さない。店舗内やウェブサイト上で、顧客が

して小売業においても店頭 Wi-Fi の提供を検討してほしい。

どこで何をしているのかを知る。店舗内ではモバイル機器の
位置情報を利用して顧客の動きを把握する。 そうした顧客
情報は店内の顧客の「足跡」を知って、店内を見て回りやす

まとめ

くしたり、ストレスを緩和したりする案内標識や通路を作る

小売業界は変化し続けている。昔ながらの店舗の影響力は衰退

上で役に立つ。位置情報は特定の通路上で商品を勧めたり、

傾向にあり、テクノロジーによって力をつけた顧客は、複数の

リサーチ中の消費者にサポートを申し出たりする際に役に立

チャネルを上手に使い分けて、効率よく買い物をするようになっ

つ。買い物客がウェブサイトをどのように移動し、モバイル・

てきている。少数だが影響力の大きい顧客、「ショールーマー」

アプリをどのように利用しているのかを理解すると、買い物

は店舗を利用してリサーチを行い、オンラインで購入する。そ

客にぴったりのプログラムや販売促進活動を企画できる。

れも、おそらく競合他社のオンライン・チャネルで購入する。

例えば、Neiman Marcus（米国の高級百貨店）ではパーソナ

一方、小売業者とその品揃えやサービスについての情報のや

ライズした顧客サービスの促進と店舗経験の強化を目的とする

り取りが、さまざまなソーシャル・メディアのサイト、ブログや

パーソナル・モバイル・アプリを多数の店舗に導入した。その

レビュー、さらには当の小売業者のコミュニケーション・チャネ

アプリ「NM サービス」には顧客用と店員用の 2 つのインター

ルで盛んに行われている。問題は、小売業者がこのような情報
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に耳を傾けているか、ということである。小売業者は変化する
消費者の行動や要望に応じて店員の採用、教育、機器装備を
行っているだろうか。大量の利用可能な消費者情報を利用して
シームレスなオムニチャネル型の経験を構築しているだろうか。
考えられるありとあらゆる接点で顧客との有意義なつながりを
築いてきただろうか。これらの問いにイエスと答えられる小売
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Business Services
Eric Lesser, Research Director, IBM Institute for Business
Value
Jim Phillips, Writer, Thought Leadership Marketing, IBM
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業者は、変わりゆく買い物客の時代において高業績企業になり
得る小売業者の仲間入りをしている。
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IBM Institute for Business Valueによる最新の洞察をご
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覧いただけます。IdeaWatch の購読をお薦めします。これは
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月次の e ニュースレターであり、ibm.com/gbs/ideawatch/
subscribeに掲載された IBV の調査をもとに戦略的な知見と
アドバイスを提供するエグゼクティブ向けのレポートです。
IBM Institute for Business Value の エグゼクティブ・レ
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コンサルティング・セールス・スペシャリストとして 20 年以上にわたり、
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セスできます。
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果とテクノロジーの専門知識を組み合わせることにより、急速
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を可能にします。私たちは、ビジネスの設計と実行に対する統
合的なアプローチを通じて、戦略を行動に転換するためのサ
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