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7%

27%

オムニチャネルマーケティングが今、注目を集めています
それには納得できる理由があります。

Criteoが発表した最新の「グローバルコマース調査レポート」では、世界の消費者はさまざまな環境
で商品の閲覧・購入を行っており、モバイルデバイスの利用がかつてないほど活発になっていること
が明らかになりました。オムニチャネル展開する小売業者（デスクトップ、モバイルウェブ、アプリ
内）が提供する商品・サービスを購入する消費者は、買い物客全体のわずか7%です。しかし、その売
上は全体の27%を占めています。*さらに、調査では複数のチャネルを利用する顧客はロイヤルティと
エンゲージメントがともに高く、チャネルを1つしか利用しない買い物客よりも高い生涯価値をもたら
すこともわかりました。

今日の消費者は、ショッピングジャーニーの認知から検討、そしてコンバージョンまで、直線的なル
ートをたどりません。買い物客のショッピングジャーニーは、特定のデバイスまたはチャネルから開
始したジャーニーを別のデバイス／チャネルで完結、あるいはオンラインで開始したジャーニーを実
店舗で完結するといったことが珍しくなく、またその逆のパターンも多く見られます。新しいハイパ
ーコネクテッドな世界で買い物客にリーチし、エンゲージメント高めるためには、オムニチャネル型
のアプローチが不可欠です。

*Criteo、世界、オムニチャネル展開する小売業者（2018年上半期）

オムニチャネルで
ショッピングする消費者は、
買い物客全体の7%。
しかし、その売上は全体の
27%を占めている。
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オムニチャネルマーケティングの定義

マルチチャネルマーケティング 

mul·ti·chan·nel / mar·ket·ing

SNS、モバイル、ダイレクトメール、実店舗など、複数の異なるチャ
ネルを通じて行うマーケティング戦略で、各チャネルは他のチャネル
から分離・独立しています。それぞれのチャネルが独自の戦略と目標
を掲げ、基本的には単独で機能します。現在多くの小売業者がこの方
式を採用しています。

オムニチャネルマーケティング 
om·ni·chan·nel / mar·ket·ing

デスクトップからモバイル、オンラインからオフライン、またその他の
すべてのタッチポイントを横断したチャネル全体で、一貫して個々の顧
客に最適化された体験を提供するマーケティング戦略です。

27%
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マルチチャネルからオムニチャネルへの転換
マルチチャネルのアプローチが十分に統合されていないことが原因で、買い物客にとってわ
かりにくく、関連性に欠けるショッピング体験が生じ、これが買い物客のストレスとなるこ
とがよくあります。一方、オムニチャネル戦略では、買い物客はチャネルやデバイスに関係
なくシームレスな体験を楽しむことができます。たとえば、ノートPCで見たシャツは、ス
マートフォン上のFacebook広告で閲覧したシャツと同じで、さらに2日後に受け取ったセー
ルを告知するメールも同じシャツに関するものだということがあります。こうしたメッセー
ジには一貫性があり、ユーザが利用するデバイスに依存することもありません。そして最も
重要なことは、ユーザの閲覧行動にもとづきカスタマイズされているということです。

主役はチャネルではなく、買い物客
オムニチャネルマーケティングで重要なのは、チャネルではなく、買い物客を主体としたマ
インドセットをもとに戦略を実践しなければならないということです。その目的はショッピ
ングにおける買い物客の利便性を最大限に高め、買い物客とコミュニケーションする場所／
方法を問わず、常に高いエンゲージメントを維持することにあります。

消費者動向に関するコンサルティング会社・Walkerの調査によれば、主要なブランドの多く
は、2020年までに、自社のビジネスの差別化要因として「買い物客の体験」が「価格」や「
製品」を上回ると予想しています。つまり、買い物客1人ひとりにカスタマイズされた体験
の提供を通じて、彼らを導いていくことによって、これまでにない大きな成果を獲得できる
ようになると考えているのです。

主要なブランドは2020年までに、
自社のビジネスの差別化要因として
「買い物客の体験」が「価格」や
「製品」よりも上回ると考えていま
す。	
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買い物客のショッピングジャー
ニー：ジャック
熱烈な音楽ファンのジャック

友人のサラが近々バースデイパーテ
ィーを開くことになって、ジャック
は急いでプレゼントを探すことにな
りました。ジャックは、先日サラと
レコードのサウンドの素晴らしさ、
そしてデジタル機器の便利さについ
て、熱く語り合ったことを思い出し
ました。

そこでジャックは、その２つを最高	
の形で組み合わせたBluetooth	のレ
コードプレーヤーをサラに贈ること
にしました。

ジャックがレコードプレーヤーを購
入するまでのオムニチャネルジャー
ニーをたどってみましょう。

4.オンライン
ショッピング
ジャックはプレゼントにぴったりの

レコードプレーヤーを見つけ、それ

をカートに入れましたが、まだ	

購入はしていません。

2.オンライン検索

ジャックはプレゼントのアイデアを探し始

めます。

3.アナログ	
VS. デジタル
ジャックはサラと交わした会話を思い

出し、彼女にBluetoothのレコードプ

レーヤーを贈ることに決めます。

5.アプリの提案
翌日、ジャックがスマホアプリ

を立ち上げると、昨日のレコー

ドプレーヤーの小売業者からス

ペシャルオファーが掲載された

広告が表示されました。

1.スマホの
通知
サラの誕生日まで 

あと2日。

6.クリック＆
コレクト
ジャックはスマホアプリから	

そのレコードプレーヤーを	

購入し、バースデイパーティー

に	行く途中、実店舗でそれを

受け取ることにしました。
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オムニチャネルマーケティング時代の到来
火のないところに煙が立つことはありません。	

オムニチャネル戦略は一過性のトレンドなどではなく、マーケティングの進
化の過程で必要なステップの1つであり、この市場で競争する上でなくてはな
らないものとなっています。それには、以下のような理由があります。

今日のクロスチャネルのショッピング習慣と共生する。
BigCommerce.comが行った調査によると、デジタル消費者の39%が実店舗
で商品を購入する前にブランドのWebサイトを訪問し、36%は顧客のレビュ
ーを読み、33%はオンライン上で価格の比較を試みるという結果が出ていま
す。また、Z世代では22%がブランドのソーシャルチャネルのいずれかを訪
問してから実店舗での購入を決めています。	

買い物客はもはや特定のチャネルや企業をひいきにすることはなく、その多くはシ
ョッピング1件ごとに検索エンジンからモバイルウェブ、そして実店舗へと切り替
えていきます。

1対1のマーケティングを適切に実践するための唯一の方法
小売業者との交流方法がどうであれ、買い物客は常に「大切にしてもらいたい」「
安心したい」「歓迎されたい」と思っています。自分の好みを覚えていて、希望に
応えてくれ、さらにどのチャネルでも同じように扱われることを望む今日の買い物
客は、ストレスフリーの効率的なショッピング体験を求めています。ジャックの例
を思い出してみてください。ジャックはモバイルアプリでプレゼントを注文し、そ
れを実店舗で受け取りました。

実店舗のビジネスとのつながりを維持する
前向きな小売業者は従来のアプローチに固執しようとはせず、デジタル化の波に
乗って実店舗を再創造し、よりインタラクティブでパーソナライズされた体験を
提供しています。そして、ショッピングをより楽しく、社交的なものにしたいと
考えています。中には実店舗をデジタル販売のためのショールームや、オンライ
ン注文用の出荷センターとして使用している小売業者もあります。

**.bigcommerce.com/blog/ecommerce-trends/#96-data-points-on-the-state-of-ecommerce-around-the-world

Z世代では22%が、ブランドの
ソーシャルチャネルのいずれか
を訪問してから実店舗での購入
を決めています。
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オムニチャネル 
マーケティングの課題
企業が直面しがちな障壁には、
主に次のようなものがあります。

データの不足
買い物客を中心に据えた戦略のカギとなるのはデータです。しかも、膨大なデ
ータが必要となります。小売業者の多くは自分たちの買い物客に関する十分な
知識がなく、複数のチャネルを行き来する個々の買い物客を把握するのに悪
戦苦闘しています。そのため、パーソナライズされた体験やメッセージ、オフ
ァーを提供できない状況にあります。

テクノロジー統合の課題
今日のマーケターのほとんどは、他のテクノロジーやデータ資産との連携性に
欠ける古いシステムに依存しています。最近の調査によると、マーケターは
オムニチャネル戦略を進めるための重要な要素として、データ管理、マーケテ
ィングテクノロジーのより緊密な統合、チャネルを横断してオーディエンス
のプロフィールをマッチングできるシステムの必要性を挙げています。

サイロ型の組織
オムニチャネル戦略においては、組織のさまざまな部門／部署間における
連携・情報共有が不可欠です。サイロ型の組織構造を打破し、情報フローを
促進することは、組織にとって難しい課題となるかもしれません。特に大規
模な組織や長い歴史を持つ組織の場合には、組織構造のサイロ化が根深い問題
になっていることが多いようです。また、デジタルチームと店舗チーム間での
販売・マーケティング予算をめぐる綱引きも悩みの種となることがあります。
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オムニチャネルを
有効活用する方法

小売業者は買い物客の購入履歴、SNS上での習慣／傾向、そして地理情報を活用することで、シ
ョッピング体験をより一層パーソナライズすることができます。ここでは一流のブランドが、オン
ラインとオフラインの買い物客を効果的につなぐために実践しているオムニチャネルのアプロー
チを４つご紹介します。

魅力的なロイヤルティプログラムの導入
成功を収めているオムニチャネル小売業者の多くが、ブランドロイヤルティを高めるために特典や
会員プログラムを導入しています。米国有数の大型百貨店であるNordstromでは、会員はオンラ
イン／オフラインを問わず、あるいは同社の子会社であるNordstrom	RackやHauteLookでも、購
入のたびにポイントを獲得することができます。さらに、会員が他社に目移りしないよう、美容
やスタイル改善に役立つワークショップをはじめ、店頭受け取りサービス、特別セールへの早期
アクセスといった多彩な特典を利用できるようにしています。小売業者は買い物客に会員プログ
ラムや専用アプリへの登録を促すことによって、彼らとのエンゲージメントを強化するだけでな
く、インタラクションの追跡もできるようになり、結果としてショッピング体験をより一層パー
ソナライズすることができるようになるのです。

消費者の要望に応じる
e-tailing.comが実施した第7回「パーソナライズ化に関する年次消費者調査（Annual
Personalization	Consumer	Survey）」によると、消費者の53%が「小売業者はすべてのチャネ
ル	を横断して、同一の消費者を認識することが重要である」と回答しています。また消費者の50
%が、	「小売業者が自分たちの個人情報をショッピング体験全体の改善に利用することを望んでい
る」と回答しました。企業やブランドはジャックのように常にモバイルブラウザやアプリを使って
商品を検索・購入している人の習慣や傾向から多くを学ぶことができるでしょう。新型テレビでは
なく、ジャックが検討する	可能性が高いもの、たとえば音楽関連の商品などを提案することで、ジ
ャックの好みに応えることができます。

消費者の53%は、小売業
者はすべてのチャネルを
横断して同一の消費者を
認識することが重要で
あると回答しています。	

53%
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関連性が高く、なおかつ説得力のあるタイムリーなコミュニケーションを
管理の行き届いたオムニチャネルアプローチを実践している企業の場合、いつ、どこで、ど
のようにショッピングする可能性が最も高いのかなど、買い物客のショッピング習慣や傾向
を学習するためのデータを絶えず収集しています。これらすべての情報を有効に活用すれ
ば、消費者にとって関係性の高いコンテンツを最も重要なタイミングで提示することができ
ます。たとえば、プリンターのインクが切れかかっているタイミングでインクカートリッジ
のクーポンを提	供したり、また本を購入したばかりの消費者に、同じ著者による他の著作
をリストしたメール	を配信することもできます。さらに小売業者は、ジオターゲティング
（地域特定技術）を使用して店舗の近くにいる消費者にクーポンを送信するなど、地理的な
要素を活かしたアプローチも可能になります。

物理拠点を設ける
オムニチャネルアプローチを実践する企業は、実店舗など従来型の物理チャネルも持ってお
り、同時にデジタル販売用のショールーム、出荷センター、あるいはデジタルとフィジカル
が融合したインタラクティブな体験スペースなども活用しています。AIを活用したミラーは
その好例であり、TopshopやRebecca	Minkoffなどのブランドは、これを活用して消費者が
さまざまなカラーやスタイルの衣服を試せるようにしています。買い物客はもはや試着室に
入る必要がなく、VR（仮想現実）を駆使したスマートミラーの前に立つだけで、自分が選
んだ商品を着た自分の姿を確認することができるのです。こういった新しいテクノロジーを
店舗に取り入れることで、ショッピング体験はより充実した楽しいものとなり、結果として
オンライン店舗を利用する消費者の多くが実店舗に足を運ぶようになります。

新しいテクノロジーを店舗
に取り入れることで、
ショッピング体験はより
充実した楽しいものとなり
ます。
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オムニチャネル
マーケティング
の実践事例
オムニチャネルマーケティング
を理解する最もよい方法の1つ
は、他社の事例を見ることで
す。一流のオムニチャネル小売
業者が、オムニチャネルマーケ
ティングをどのように実践して
いるかをご紹介します。

ユニクロは、優れたオムニ
チャネル戦略を長く実践し
てきた成功企業です。

ファッションブランドの中には、買い物客が商品を
簡単にSNSでシェアできるように店内にタッチスク
リーンを設置しているブランドもありますが、ユニ
クロもまた複数のタッチポイントを横断して優れた
イノベーションを実現しています。

ユニクロのアプリに登録すると、買い物客は自分の
購入履歴を表示したり、それらの商品をもとにパー
ソナライズされたおすすめの商品をチェックするこ
とができます。また、オンラインで注文可能か、あ
るいは近くの店舗での受け取りが可能かなどの在庫
状況も確認できます。グローバルで事業を展開する
同社では、プレミアムTシャツやジャケットをスト
ックした自動販売機を世界中の空港やモールに設置
する計画も進んでいます。Web、モバイル、実店舗
を問わず、さらには空港のターミナルビルにおいて
も、ユニクロのオムニチャネルアプローチはフィジ
カルとデジタルの両方の体験をシームレスに連携さ
せ、買い物客は自分が望む商品を、いつでも、どこ
からでも購入することができます。

Sephoraは、デジタルを活用
して魅力的な実店舗を実現し
ているブランドの1つです。
 
買い物客は、この化粧品アウトレット企業が提供する
「My	Beauty	Bag」アプリとWebアカウントを使っ
て購入履歴やポイントプラグラムで獲得したポイント
を確認したり、また商品の購入やショッピングリスト
への追加などが行えるため、店頭はもとより、オンラ
イン上で自分の購入ステータスを確認することができ
ます。

さらに、同社が主催するビューティーワークショップ
では、実際に専門のスタイリストによるイメージチェ
ンジ体験を無料で受けられるほか、タッチスクリーン
を利用してファンデーションやコンシーラー、香水な
どをその場で試してみることもできます。これは同社
がデジタルと実店舗の垣根を限りなくゼロにすること
に成功した、楽しくインタラクティブな手法の例で
す。また、Instagramはビューティーアイテムの買い
物客とつながることができる強力なチャネルとして知
られています。たとえば、SephoraのInstagramのペ
ージは魅力的な商品のお知らせから、インフルエンサ
ーによる楽しい投稿まで、さまざまなコンテンツが満
載です。

Decathlon S.A.は、オンラ
インのみの販売から実店舗へ
の拡大に成功しています。
 
同社がシンガポールに開設したフラッグシップストア
は、eコマースの体験と密接にかみ合うよう設計され
ており、RFID（無線周波数同定技術）が商品を自動
的に識別・追跡して買い物客の仮想カートに直接送信
するため、精算時に行う商品をスキャンする必要は全
くありません。

オンライン／オフラインを問わず同社の商品を一度購
入すれば、誰もがオンラインロイヤルティプログラム
に自動的に登録されます。これにより同社はチャネル
やデバイスを横断して移動する買い物客を効果的に追
跡することに成功しています。また、Decathlonはオ
ムニチャネル戦略を地域のコ	ミュニティでも展開し
ており、地元のスポーツクラブとの提携によって潜在
顧客とつながり、店舗への客足の増加を促していま
す。



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。

おめでとうございます！ 
これでオムニチャネルマーケティング 
の基礎の習得が完了しました。
Criteoのソリューションやサービスについて詳しく知りたい方は、

以下よりお気軽にお問い合わせください。 

お問い合わせ


