
リテールマーケティング
活用法
オンラインとオフラインの顧客を
結びつけるには？
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リテールマーケティングの活用法

オフラインのリテール戦略

オンラインのリテール戦略

データ戦略

事例紹介

Criteoのソリューションを活用

オンラインとオフラインの買い
物客を結びつける方法

買い物客の求める 

ものを提供しよう



はじめに

変化し続ける
小売業界



買い物客が商品を発見し、比較検討・購入するプロセスは今、劇的に変化を遂げています。つまり、小売業
者はオーディエンスとつながる方法を、抜本的に見直さなければならないということです。

2017年は、その傾向が顕著に表れた年でした。AmazonはWhole Foodsを買収し、書店や食料雑貨店などの
実店舗を展開し始めています。WalmartはJetとの提携に引き続き、Bonobosの買収も発表しました。Warby 
ParkerやAway、BonobosといったEコマース企業も、こぞって実店舗による販路拡大を進めています。

一方で、ドローンやセルフサービス機器、ロボット、実店舗での受け取りサービスの普及によって、物流やフ
ルフィルメントのあり方も様変わりしています。オムニショッパーも急速に増えつつあります。Criteoの「シ
ョッパーストーリー」の調査では、買い物客の4人に3人はオンラインからオフライン、あるいはオフライン
からオンラインに移動しながらショッピングを楽しんでいることが明らかになっています。

つまり、小売業界はすでに新たな時代に突入しているということです。

Criteoでは、今どきの買い物客のショッピング傾向をはじめ、さまざまな規模のブランド／企業が時代の
変化にどのように適応しているかについて、さらに効果的なリテール戦略を策定する方法を探るために、
データを深く掘り下げ、分析しました。本書では、その調査結果をご紹介します。

本 書 では 以下について詳しく説明します。 

小売業者とブランドが現在の
オムニショッパーに適応する方法

オンライン・オフラインともに
効果的なリテール戦略の策定法

マーケティング活動に利用する
データ基盤を構築する方法

リテールマーケ ティング 活用法

小売業界に今、変化の波が押し寄せています



リテールマーケ ティング

リテールマーケティングの
３つの段階とは？
今日、効果的なリテールマーケティング戦略では、買い物客が「認知」⇒「検討」⇒「コンバ
ージョン」の順にたどるショッピングジャーニーの途中に、電話やサイト、実店舗など、さま
ざまなチャネルを組み込んでいます。

つまり、デジタル広告やデジタルファーストなブランドは、単にコンバージョンのみにフォー
カスするのではなく、より広範囲に及ぶアプローチが求められているのです。

ショッピングジャーニーの
3つの段階

 

検討

認
知

コンバー
ジ

ョ
ン



66% 60% 39% 34% 33% 26% 26%

リテールマーケ ティング 活用法

買い物客の求めるもの
を提供しよう
オフラインでは、買い物客に実店舗で充実した時間を過ごしてもらうことが極めて重要です。Criteoの
「ショッパーストーリー」が世界中の1万人以上の買い物客を対象に調査を行ったところ、買い物客の
72%は新しい小売店舗を訪れてみたいと回答した一方で、75%はできる限りオンラインでショッピン
グしたいと考えていることが明らかになりました。
 

また、実店舗を利用する理由について尋ねたところ、次のような回答が得られました。

立地 が 便 利だ から 商品 知 識 が豊富な販 売
員 がいるから 

店舗デ ザインが
好きだ から 

商品 がすぐに
必 要だ から 

より効 果 的に試 用
できるから

ユ ニークな商品を販 売
しているから 

ディス プレイが
見られるから



パ ート 3 

オフライン
戦略



オフライン戦 略

認知 

次世代の
販売スタッフ
高級スーツを購入する場合、誰もが実物を試着してから購入したいと思うでしょう。スーツの見た目
や、自分に似合うかどうかについてもアドバイスが欲しいと思うはずです。

個々の顧客に満足感を与えることができる販売スタッフは、ブランドと店舗双方へのロイヤルティ
を向上させることができます。つまり優秀な販売スタッフを実店舗に配置することは、ブランドの認
知度を高め、消費者からの信頼を得るための素晴らしい方法だということです。

たとえば、Apple Storeのジーニアススタッフは、デバイスの使用法やベストプラクティスを顧客に
伝え、商品に関する理解を深めてもらうためのサポートを提供しています。Nordstromでは、客がフ
ァッションについて専門家に個別相談できるパーソナルスタイリストプログラムを用意しています。
また、Bonobosはかつてオンライン販売のみを行っていましたが、今では商品を手にとって確認し
たり、スタッフに相談しながら買い物ができる実店舗を構えています。

買い物客は親切な販売スタッフが
いる店舗を、また利用したいと思う
ものです。こうした販売スタッフの
存在は、売上増だけでなく、競合他
社との差別化にも貢献してくれます。
小売業者は販売スタッフの本当の
価値を認識し、彼らの能力を向上
させる方法を模索することが重要
です。



オフライン戦 略

検討
多くの人と共有できる
ユニークな体験の創出
Macy’sはSamsungと提携し、ホリデーシーズン中のニューヨークのヘラルドスクエアの小売
店舗で、買い物客に「バーチャルジェットコースター」体験を提供することにしました。すると、 

Macy’sの狙い通り、多くの客がジェットコースターを目当てに店舗に足を運んだのです。

Macy’sも他の多くの企業と同じく、買い物客に高価値な体験を提供する「エクスペリエンシ
ャルマーケティング」に力を入れています。個々の買い物客の経験はオンライン上の仮想チャ
ネルで再現できませんが、共有はできます。実店舗にもっと足を運んでもらうには、ユニーク
かつ他者との共有が可能（シェアラブル）な、実店舗ならではの体験を提供するのが効果的
です。

とはいえ、Macy’sのように大がかりなバーチャルジェットコースターを用意する必要はありま
せん。人目を引くディスプレイや店舗でのイベント、限定商品のコレクションなどでも大きな
効果が得られる可能性があります。また、来店客に店舗での体験をSNSでシェアしてもらえる
ような工夫をしましょう。



オフライン戦 略 

コンバージョン： 

ネットとリアルの融合

買い物客１人ひとりの体験をよりパーソナライズされたものにするために、小売店舗はこれま
でも仮想現実（VR）や拡張現実（AR）ソリューションに投資してきました。その一例が「マジッ
クミラー」です。このミラーを使えば、買い物客は自分が選んだ洋服を試着した姿を全方向か
ら確認することができます。さらにミラー内では色のバリエーションを試すこともできます。
美容関連の商品を扱う小売業者の中には、同様の技術を化粧品にも応用しています。

たとえばSephoraでは、買い物客が画面上で口紅の試用ができるアプリを提供しており、買い
物客はスマートフォンのカメラとデジタルフィルターを使って、さまざまなブランドや色合いの
口紅を試すことができます。

モバイル体験の提供も効果的です。IKEAでは拡張現実を利用したアプリを提供しており、
買い物客は家具を自宅に置いた際の様子をプレビューすることができます。こうした技術は買
い物客の意思決定に役立つだけでなく、商品の検討・評価を促し、コンバージョンへと導くた
めの貴重なタッチポイントにもなり得ます。



パ ート 4 

オンライン
戦略



Criteoでは、「Shopper Survey（買い物客に関する調査）」を行い、買い物客が広告をクリックしてサ
イトを訪れた際に彼らを惹きつける要素について尋ねました。以下はその回答です。

送 料 無 料 割引 魅 力的な画 像 購入者のレビュー さまざまな 角度 

からの商品写 真 オンライン チャット

オンライン戦 略

認知 
商品ページの
最適化

67% 64% 48% 48% 34% 20%



検討： 
ユーザー体験

Criteoの「ショッパーストーリー」では、平均的なショッピングジャーニーで使用されるチャネルの数
について調べました。買い物客のおよそ3分の1（32%）は、複数のサイトを検索して商品の候補を
絞り込んでいます。彼らが複数のEコマースサイトを渡り歩くのは、よりよい候補や商品情報の詳細、
配送オプション、商品のレビューを探しているからです。

たとえば、Macy’sのサイトは買い物客が関連性の高い商品をすぐに見つけられるように設計されて
います。あらゆるEコマースサイトにワンクリックでアクセスができる今の時代、買い物客が購入す
る可能性の高い商品をリコメンドする機能を使うことは極めて重要ですが、もはやそれだけでは十
分とは言えなくなっています。

御社のサイトを離脱した買い物客に、再び訪問してもらうための手段も考えておかねばなりません。

オンライン戦 略 

小売業者やブランドは、買い物客が購入に至るまでのプロセスを
なるべくシンプルなものにするために、常に自社のサイトを検証し、
改善を重ねることが重要です。



コンバージョン： 

オムニチャネル
ジャーニーの構築
Alibabaが展開する食料雑貨店のHemaでは、買い物客はレジで現金の代わりにアプリを使っ
て支払いを済ませることができます。そうすることで、買い物客には完全なオムニチャネル体
験を提供するとともに、彼らの購入傾向に関する粒度の高い情報を入手して、今後のパーソナ
ライゼーションに利用しています。

すべての小売業者やブランドが、完璧なショッピングジャーニーを実現するアプリを開発でき
るとは限りません。しかし、買い物客がどのように御社のブランドを発見し、サイトを閲覧した
かを追跡・把握しておくことは、関連性に優れたレコメンドを作成する上で大いに役立つはず
です。すべてのタッチポイントをつなぎ合わせてみると、新たなチャンスがみつかり、既存のマ
ーケティングキャンペーンの最適化を促すことができます。

オンライン戦 略



パ ート 5 

オンラインと 

オフラインの買い物客
を結びつける



これを簡単に実現する5つの
方法をご紹介します

買い 物 客 をつなげる

Eメールの登録 

買い物客が実店舗を訪れたとき
が、Eメールの登録を促すチャンス
です。抽選クジなどを利用した割引
サービスやメンバーシップサービス
を使ってオフライン顧客のEメール
リストを作成しておけば、彼らとの
関係維持に役立ちます。

クリック&シップ 

ソファーや家の装飾品のような大
型アイテムは、大きすぎて実店舗の
カートには入りません。でも、こうい
った大型商品は、顧客が実店舗に
いる間にオンラインショッピング
の便利さを体感してもらうのに最
適な商品です。彼らにオンラインの
便利さを知ってもらえば、次回はオ
ンラインで購入してくれるかもしれ
ません。

SNSでの
エンゲージメント
店舗でソーシャルメディア向けの体
験を提供しましょう。インスタ映え
が良いディスプレイや、特定のキャ
ンペーンや商品のハッシュタグ、実
店舗ならではのシェア特典を用意
するとよいでしょう。また、従業員
が個人的なSNSアカウントを作成し
て、担当した顧客とエンゲージメン
トを維持するために活用するのも
おすすめです。

Eメールでの
フォローアップ
販売員が買い物客の購入をサポー
トした場合、その販売員を今後の全
プロセスをフォローアップする担当
者にしましょう。購入時に客のメー
ルアドレスを収集しておけば、後日、
従業員がパーソナライズしたフォロ
ーメールを送ることができます。

CRMデータの
アップロード
買い物客のメールアドレスをデータベ
ース化し、リターゲティングプラットフ
ォームにアップロードしておきましょう。
たとえば、Criteo Audience Matchを
活用してCRMデータをアップロードす
れば、1万件以上のサイトから買い物
客にリーチできます。つまり、 

1度でも購入履歴のある買い物客なら、
その購入データから関連性の高い商
品・サービスを分析し、パーソナライ
ズした商品レコメンドを使って、つな
がることができるということです。



パ ート 6

データ
戦略



データ = 可能性
巨大テクノロジー企業と他の小売業者との大きな違いは、データにあります。急成長中の大手企業の
代表的存在であるAmazon，Google,Netflix，Spotify，Facebookは、提供するサービスの内容こそ
違えど、膨大なデータを扱っているという点でビジネスモデルが共通しています。 

ところが、小売業者やブランドの多くはいまだに旧式のシステムを使用しており、断片化されたデー
タを各チームが個別に管理しています。顧客データを収集するシステムを導入しているにもかかわらず、
データを効果的に活用するために最適なツールを活用できていないケースも多く見受けられます。 

データはますます複雑化しつつありますが、あらゆるビジネスにとって不可欠な要素となりつつあ
るのです。FacebookやGoogleといったテクノロジー大手が広告業界で大きなシェア（インターネッ
ト上の全広告収益の半分以上）を占めるようになったのも、こうしたことが理由の1つと言えます。

Winterberry Groupの調査レポ
ート「データセントリックな組織 
2018」では、多くのマーケターが自
社の既存のデータ戦略に自信が持
てなくなっていることが明らかにな
りました。2016年の調査において、
自社のデータ戦略は成果を上げて
いると回答したマーケターの割合は
28.6%だったのに対し、2017年に
は12.3%にまで低下しています。

データ戦 略



いつでも、どこからでも、
より多くの買い物客と
つながる

すべての小売業者がテクノロジー大手と張り合えるようなデータを持っているとは限り
ません。しかし、私たちCriteoのサポートを活用すれば、そのギャップを埋めることがで
きます。

マーケターは認知、検討、コンバージョンの3つの段階すべてにアプローチする必要があり
ます。Criteoはこれらの各段階への効果的なアプローチをはじめ、信頼性に優れたデータ
セットの活用、新規顧客の開拓、パーソナライズされたクリエイティブの生成などを強力に
サポートする、一連のマーケティングソリューションをご用意しています。

Criteoの広告プラットフォームでは、以下の実績に裏付けられたデータを活用することが
できます。

Cr i t e oが 誇る3つの強力な
データセット

データ戦 略

$760B 1.9B 19,000+
オンライン取引額 アクティブな買い 物 客／月 小売 業 者と パブリッシャー 

の サイト

 

検討

認
知

コンバー
ジ

ョ
ン
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Criteoの広告 

プラットフォーム



Sephora
課題
美容小売大手のSephoraは、ショッピングジャーニーのあらゆるタッチポイントで、買い物客1人
ひとりに合わせてパーソナライズされた体験を効果的に提供するための戦略を検討していました。
同社が、この取り組みを通じて目指していたのは、メディアプランを一過性の取り組みで終わら
すことなく、長期的かつ持続可能なものにすることでした。

Sephoraが目指したアプローチは、相互補完的に機能する以下の3つのキャンペーンの実施で
した。

認知関連性の高い新規顧客を獲得することによって既存の顧客ベースを活性化し、販売サイク
ルを健全に更新する。

検討各顧客に最適化した体験を提供すると同時に、ロイヤルティプログラム「Beauty Club」
に加入している既存顧客を中心として「顧客生涯価値」の向上を図る。

コンバージョンショッピングジャーニー全体で継続的に買い物客にリーチし、Sephoraのサイト
から始まった購入プロセスを完結まで導く。また、顧客の購入履歴をもとに関連性の高い商品
のコンバージョン件数の増加を図る。

事 例 紹 介



事 例 紹 介

Sephora 
ソリューション
Sephoraはショッピングジャーニー全体でCriteoのフルスイートソリューションを活用して、目標
を達成しました。Sephoraはまず、初期のフェーズで既存のリターゲティングキャンペーンの最適
化と更新を実施。その際、Criteoはバナー広告に2種類のクーポン（「129ドル以上のご注文で送
料無料」と「分割手数料10回まで無料」）を提示するよう、Sephoraに提案しました。

また、SephoraはROIのターゲット値を基準にCPCの入札を定義する「適応型収益最適化
（Adaptive Revenue Optimization：ARO）」と呼ばれる入札最適化の機能も利用しました。
リターゲティングキャンペーンの調整後、Sephoraは「Beauty Club」の会員メンバーを対象
に、Criteo Audience Matchを使ったキャンペーンをローンチ。Criteoダイナミックリターゲティン
グキャンペーンの対象に含まれ、なおかつ「Beauty Club」に加入している顧客は、自動的にこのキ
ャンペーンの対象に設定され、彼らにはSephoraのロイヤルティプログラムに参加していないユー
ザーとは別の、カスタマイズされた特別なオファーを掲載したバナー広告を提示しました。

そして、Criteo Audience Matchキャンペーンを開始してから15日後、Sephoraはさらに
Criteo Customer Acquisitionを利用して、新規顧客獲得に向けたプロスペクティングキャンペー
ンをスタート。自社サイトへの上質なトラフィック誘引を始めたのです。



事 例 紹 介 

Sephora
成果
Sephoraはショッピングジャーニー全体を通じて、消費者と効果的につながるための戦略を策定
しました。

Criteoダイナミックリターゲティングキャンペーンでは、バナー広告に2種類のクーポン（「129ドル
以上のご注文で送料無料」と「分割手数料10回まで無料」）を提示しました。そして、ROIのターゲ
ット値を基準にCPCの入札を設定する、適応型収益最適化（ARO）機能の活用もスタート。Criteo
エンジンが入札のたびに最適な価値を分析・把握して調整を行い、パフォーマンスを犠牲にするこ
となく目標を達成することができるようになりました。

Sephoraのロイヤルティプログラム「Beauty Club」は、ロイヤルティの極めて高い顧客ベースな
ので、Criteo Audience Matchを使ったキャンペーンでは、対象を「Beauty Club」のメンバーに
絞ることにしました。さらに、顧客ベースを刷新するためにCriteo Customer Acquisitionを活
用。Criteoショッパーグラフを通じて高品質なユーザーを新たに獲得することに成功しました。

725% 45% +2600  +1.7M  85%

リターゲティングキャンペー
ンでエンゲージしたCriteo 
Audience Matchのユニー

クユーザーの割合

Criteo Audience Matchと
Criteoダイナミックリターゲ
ティングを組み合わせたキャ
ンペーンによるユーザーのコ

ンバージョン件数

Criteo Customer     
Acquisitionでリーチした

ユニークユーザー数

Criteo Customer Acquisition
キャンペーンの対象となったユ
ニークユーザーで、リターゲティ
ングキャンペーンでもエンゲージ

したユーザーの割合

ROIの向上



C r i t e o のソリューションを活用

さあ、始めましょう
小売業界では、Eコマースと実店舗の境界線はもはや存在しないということが、当たり前になりつつあ
ります。実店舗を訪問中にスマートフォンで商品を確認する買い物客もいますし、オンライン上で同時
に複数の業者のサイトを見比べながら商品について調べている買い物客もいるでしょう。

今日のショッピングジャーニーは予測可能なため、結果として、買い物客に関連性が低い広告やオフ
ァーが氾濫してしまうのです。彼らの興味や関心を引くためには、サイトはもちろん、Facebookやア
プリなど、あらゆるチャネルにまたがって、高度にパーソナライズされた広告を提示することが不可欠
です。もはやチャネルに左右されることのない買い物客が求めているのは、他では得ることのできない
「体験」にほかなりません。

パーソナライゼーションが再優先課題となっている理由は、まさにそこにあります。買い物客への理解
を深めれば、常に素晴らしい体験を提供できるようになります。しかし、御社が持つデータだけでは不
十分かもしれません。しかし、Criteoのソリューションを活用すれば、膨大なデータにアクセスできる
ようになります。

年間7,600億ドルに上る取引と、月間19億人ものアクティブな買い物客に関するデータを活用すれば、
買い物客に関する理解を深め、複数のチャネルを統合したコマースマーケティング戦略を構築でき
ます。何より重要なのは、買い物客一人ひとりの「認知⇒検討⇒コンバージョン」の各ステップに応じて、
適切なアプローチをすることです。

さらに詳しく知りたい方は
Criteoのエキスパートまでお気軽に問い合わせく

ださい。




