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マーケターのための 
顧客ロイヤルティガイド

各顧客からの収益を増やす方法



顧客生涯価値（CLV）を高められるかどうかは、1回限りの客をリピータ
ーに育て、彼らと長期的な関係を構築できるにかどうかにかかっています。
つまり、CLVを高めるには、顧客ロイヤルティを築く必要があるのです。
しかし、実際にそれを目指すとなると、さまざまな課題が立ちはだかり、
不確定要素も多くつきまといます。マーケターなら誰しも、次のような疑
問を抱いています。「どうすれば、リピート購入してもらえるのだろう？」
「リエンゲージメントに最適な手法は何だろうか？」「どうすればオーデ
ィエンスのCLVを高め、顧客1人あたりの売上を増やせるのだろうか？

このガイドではこれらの疑問に答えるだけでなく、
消費者が特定の企業にロイヤルティを抱き続ける
理由や、顧客ロイヤルティを長く維持するためにブ
ランドができる対策、消費者に利用し続けてもらう
ための方法をご紹介します。

顧客ロイヤルティを見直す
Toys”R”Usから学ぶ顧客体験
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顧客ロイヤルティを見直す
Toys”R”Usから学ぶ顧客体験



1    顧客ロイヤルティを見直す  

「価格がすべて」ではありません  
顧客ロイヤルティを向上させるには「何よりも価格が大事」と考
えがちです。しかし、実際には常にそうとは限りません。Criteoが
Toys”R”UsとBabies”R”Usの元顧客1,000人以上を対象にアンケ 
ートを実施したところ、顧客ロイヤルティに影響を与えるさまざま 
な要素が明らかになりました。 

実生活でのインタラクションが重要
Toys”R”Usでのショッピングで気に入っていた要素を尋ねたところ、
「店舗のロケーション」や「商品価格」よりも、「品揃え」や「実店
舗でのショッピング体験」を挙げる人が多いことが明らかになり
ました。

Toys”R”Us／Babies”R”Usのどんなところが気に入って
いましたか？

出典：Toys”R”Us／Babies”R”Usの買い物客を対象にしたアンケート、2018年第4四半期、回答者数：1,198人
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1    顧客ロイヤルティを見直す  

Criteoがアメリカの消費者1,000人以上を対象に実施した「購入理
由（Why We Buy）」に関するアンケートの回答も、これを裏付け
る結果となりました。回答者は適正価格や低価格を重視する一方
で、商品の品揃えや、カスタマーサービス、店舗の立地もロイヤルテ
ィを高めるための重要な要素として位置づけています。 

これらのデータは、Criteoのこれまでの理解を改めて裏付けるもの
となりました。それは、買い物客は千差万別であり、彼らがショッピ
ングで重視する要素や属性なども、コーホートによってさまざまだ
ということです。低価格で勝負する土俵に乗らないのであれば、
自社の競争力を発揮できる他の道を選ぶべきです。

かつて購入したことのあるブランドのリピーターに
なる理由は何ですか？

値段相応の価値がある

最も低価格

品揃えが豊富

優れたカスタマーサービス

便利な立地

他にはない商品・サービスを提供している

購入時に特典ポイントが付く

迅速な配送

ブランドの理念や方針が気に入っている

好みの支払い方法を利用できる

高級ブランドだから
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出典：Criteo「購入理由（Why We Buy）」に関するアンケート、米国、2019年2月、回答者数：1,003人



1    顧客ロイヤルティを見直す  

価格重視の買い物客も実店舗での買い物を好む 
これまで実店舗に力を入れてきた小売業者が、Toys”R”Usの元顧客の大部分を取り込みつつ
あります。なお、価格重視の顧客は、AmazonよりもWalmartを好んでいることがわかりまし
た。低所得の消費者にとって、Toys”R”Usに代わる最も有力な選択肢は大規模小売店であり、
中流階級の消費者では、Amazonも選択肢に加わります。

立地を重視する回答者の半数以上がWalmartを、約4分の1がTargetをToys”R”Usの代わり
に利用するとし、Amazonを選んだのは6%に留まりました。これらの結果から、実店舗が顧
客の維持に大きな役割を果たしていることがよくわかります。

顧客ロイヤルティを高めるのは「商品」ではなく「体験」 
つまり、実店舗での価値ある体験は、商品そのものよりも重要視されることがあり、実際に商
品を見たり、触ったり、使い心地を試したり、また美しく飾られた空間を見て回ったり、あるい
はただ単に他の人 と々接したりすることさえもが、顧客に高い価値をもたらす可能性があると
いうことです。 

68%
Toys”R”Usの代わりに
Amazonを利用したいと
答えた顧客は、Walmart

の利用も検討



大きな期待
差別化要因となるのはブランドのストーリー



2    大きな期待 

注目を集めるDTCブランド 

データプライバシーから企業の支出や政治活動にいたるまで、
「透明性」が極めて重視される時代、人々は企業のあり方に注目し
ています。そんな状況を受け、独自性やミッション、理念を前面に
掲げるブランドが増えています。

今、Away（旅行バッグ）、Harry’s（カミソリ）、Casper（マットレス）
などの直販（DTC）ブランドが勢力を伸ばしつつありますが、これら
のブランドが示していることは、現代のビジネスの成功方程式にお
いて、製品の品質は成功要因のほんの一部にすぎないということ
です。これらの企業は、自社の製品・サービスをユニークでシェアラ
ブル（共有可能）なストーリーと組み合わせることで、競合との差別
化を迅速に実現しつつあります。 



2    大きな期待 

画像：awaytravel.comより引用

軽量かつ丈夫で容量も十分にあり、機内持ち込みもできるスーツケー
スを探している旅行者の多くが、Awayの「luggage for the modern 
traveler」に魅了されています。Awayのバッグは価格がリーズナブルで
あるだけでなく、高品質なディテール（たとえば、スマートフォンを充電
するための着脱可能なバッテリーなど）を備えており、しかも生涯保証サ
ービスもついています。

AwayをはじめとするDTCブランドは、消費者に対する深い理解をすべ
ての起点としており、これが大きな成功を生み出すための要因の1つと
なっているようです。同社は2018年8月時点、50万個以上ものスーツケー
スを販売しており、わずか3年未満で1億2,500万ドルの収益を達成 
しました。

1億2,500万ドル
の収益



顧客ロイヤルティの新たなトレンド
コーズマーケティングでミッションを遂行



3    顧客ロイヤルティの新たなトレンド 

Criteoの「購入理由」に関するアンケートで明らかに
なった、ブランドの価値観の重要性

6人に1人
消費者の心を掴むためのマーケティングキャンペーンを展開し、
優れた商品を提供するだけでは、現在の市場で注目を集めること
は難しいでしょう。かつてないほど「透明性」が重視される今の
時代、買い物客は単にブランドの知名度で商品を購入するのでは
なく、ブランドの価値観をより重視するようになっています。
つまり、マーケターはもはや「価値観」を無視できなくなったとい
うことです。 

コーズマーケティングでミッションを遂行 
コーズマーケティングとは、買い物客の共感を得ながら自社に対す
る好感を波及させるというマーケティング手法の1つであり、現在
多くのDTC企業がこれに取り組んでいます。ここ数年間で革新的な
スタートアップ企業が数多く登場し、「ミッションドリブン」な商品
を提供することによって、市場シェアを拡大しつつあります。以降
のページでは、コーズマーケティングの3つのトレンドと、それらを
実践してトップの座を目指すブランド3社を紹介します。

ブランドの価値観が自身の価値観と合わない
ために購入を止めた買い物客

51% ブランドの価値観が自身の購入の意思決定を
左右すると回答

35%
初回の購入後、個人的な価値観に合った      
ブランドでリピート購入する傾向のある買い
物客

出典：Criteo「購入理由（Why We Buy）」に関するアンケート、米国、2019年2月、回答者数：1,003人



3    顧客ロイヤルティの新たなトレンド 

メガネを必要としている人のために

2010年に設立されたメガネ製品の販売企業であるWarby Parkerは、
世界中のパートナーと協力しながら、メガネ1つの販売につき、メガ
ネを必要としている人にメガネを1つプレゼントするという、ユニー
クな社会貢献活動を行っています。同社は成人を対象に基本的な視
力検査についての指導を行うとともに、手ごろな価格でメガネを提
供しています。また、就学児童には目の健康に関するサポートやメガ
ネの寄贈を行っています。

画像：warbyparker.comから引用

メガネ 
1つの購入で、 
メガネ1つを 
寄付できます



3    顧客ロイヤルティの新たなトレンド 

透明性＆エシカルな製造 
Everlaneは、カーディガンやTシャツ、靴など、ワードローブに必須の
商品を、オンラインと実店舗の両方で販売するファッションブランド
として、常に倫理に沿った製品製造を推進しています。同社の商品を
製造する工場ではコンプライアンスについての監査があり、賃金の公
正性や労働時間の妥当性、労働環境など、健全な職場を形成するため
の要素が評価されます。さらにEverlaneのサイトでは、商品製造にか
かったコストの内訳を、製造者と消費者の両方に対して開示しています。 

創業からわずか6年後の2016年、Everlaneは 1億ドルの収益を計上し、
前年の実績である5,000万ドルからの倍増に成功しています。ミッシ
ョンドリブンなマーケティングと高品質のアパレル商品という強力な
コンビネーションによって、同ブランドの時価総額は2億5,000万ドル
に達しています。

画像：everlane.comから引用

2億5,000万
ブランドの 
時価総額



3    顧客ロイヤルティの新たなトレンド 

サステナブルな素材の利用 

2015年に創業したAllbirdsが最初に発売したウール製スニーカーは、
業界に革命を起こしました。同社は現在、ユーカリのパルプやリサイクル
されたプラスチックボトルなど、エコな素材で作られたランニングシュ
ーズを販売しています。同ブランドのサイトでは、木の繊維やサトウキビ
など、サステナブルな素材を使用したスニーカーの製造方法を紹介して
おり、森林管理協議会による認証も受けています。

Allbirdsは創業から2年で、1足95ドルの靴を100万足も販売し、約1億ド
ルの売上を達成しました。同社は現在、好調な実店舗での販売に加え、
海外市場へ進出も推し進めています。Allbirdsのこうした実績は、サステ
ナビリティにフォーカスしたビジネスモデルの将来性を裏付けています。

画像：allbirds.comから引用



顧客をリピーターにするために
リエンゲージメントに最適な戦術



4    顧客をリピーターにするために 

Invespの調査によると、既存顧客への販売率は60～70%、
新規顧客への販売率は5～20%です。つまり、新規顧客からは
それほど大きな利益が見込めないため、売上を伸ばすには既存
顧客を維持することが極めて重要になるということです。

しかし、リエンゲージメントキャンペーンを試みる際にも課題は
残ります。たとえば、アプリリエンゲージメントキャンペーンの
場合、Criteoが調査したマーケターの多くは休眠中のユーザの
コンバージョン率と平均購入額は低いと考えています。また、
リピート購入促進キャンペーンの場合にはROIの特定が困難と
なり、また古いファーストパーティデータによる制限を受ける可
能性もあります。



4    顧客をリピーターにするために 

リエンゲージメントに最適な戦術 
ここでは、世界のマーケターが実践している効果的な戦術を3つご紹介します。

魅力的な割引のオファー 
アプリ、Webサイト、ソーシャルメディアを
問わず、魅力的な割引のオファーは、休眠中
の消費者の心を動かし、リピート購入を促す
良いきっかけになります。

最適なタイミング・場所で見込み客をタ
ーゲティング 
ブランドへの信頼を醸成するには、ベストなタ
イミングでコンテンツを提示することが重要
です。たとえば、消費者がオンライン上でスー
ツケースを検索していたら、魅力的な旅行先を
提案するのに最適なタイミングかもしれません。

パーソナライズド広告の提供 
現在のダイナミッククリエイティブ広告は、
個々のユーザに合わせてカスタマイズしたコ
ンテンツやメッセージ、クリエイティブを表示
できます。たとえば、冬物ファッションを検索
しているユーザに、水着やビーチサンダルの
広告を表示しても興味を示さないでしょう。



4    顧客をリピーターにするために 

顧客ロイヤルティを高めるためには、高価値な体験を
最優先する

これまで見てきたとおり、顧客ロイヤルティを高める要因は利便性と価格だけ
ではありません。消費者は今、これまでになかった方法で企業と交流し、かつて
ないほど高い期待を抱くようになっています。こうした新しい環境では、ブラン
ド独自のストーリーやサービス、商品ラインナップ、総合的な顧客体験のすべて
が評価ポイントとなります。

顧客ロイヤルティの向上を目指すキャンペーンでは、魅力的な特典プログラムを
提供するだけではおそらく不十分でしょう。しかし、チャネル全体にわたって優
れた体験の提供を最優先事項に据え、それに向けて取り組めば、競合との差を
大きく開けるようになります。そして、顧客に長期にわたってリピート購入しても
らえるようになるはずです



詳しくは、Criteoまでお問い合わせください。

Criteoについて
Criteo（NASDAQ: CRTO）は、オープンなインターネット環境に最適
化された広告プラットフォームであり、ここでは中立性、透明性、包括
性重視のエコシステムが確立されています。世界各国の1万8,000を
超える広告主およびパブリッシャーと、2,700人以上からなるCriteo
チームのパートナーシップのもと、高度な機械学習機能を優れたデー
タセットに適用して生成される高価値な広告を、あらゆるチャネルを
横断して配信しています。顧客に関する深い理解、および顧客との強
固な関係構築を可能にする独自のテクノロジーを用いて、Criteoはあ
らゆる規模の企業をサポートします。

https://www.criteo.com/jp/talk-to-an-expert/

