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デジタルコンシューマー総研の役割
当研究所は、生活者、小売店舗、ネット、メーカー、テクノロ
ジー企業の結節点として、消費者のデジタルシフトを捉え、新
たな「お買い物体験」の研究・創出を目的とし、2018年4月に
創設されました。

テクノロジーの進歩と社会構造変化により、消費者のデジタル
シフトは急速に進んでおり、お買い物の体験が大きく変わって
きています。
中国では、アリババグループが｢新小売(New Retail)｣の概念を
発表し、ネットとリアル店舗を融合した新たな「お買い物体験
」の提供を武器に、規模を拡大しています。米国でもAmazon
による無人店舗「AmazonGo」や、ホールフーズ買収によるリ
アル店舗とネットの融合が進んでいます。急速に世界中で新た
な「お買い物体験」が生まれ、多くの人が受け入れるように
なってきています。

当研究所は、消費者のデジタルシフトの実態がどうなっている
のかを調査・研究し、発信していくとともに、ワークショップや
コンサルティングを通じて、それぞれの企業に合った「お買い
物体験」の創造を支援していきます。

消費者のデジタルシフト調査2019の目的
当レポートでは、消費者のデジタルシフトの実態を明らかにす
るために創刊いたしました。
約1000名に対するアンケート及びグループインタビューを通じ
て、消費者がどこまでデジタルシフトしており、実際にどういっ
たお買い物体験を行っているのか、その理由がなぜかを明ら
かにしています。
ほとんどの消費者は、買うものに応じて、情報収集、比較、購
買の各タイミングによってネットとリアル店舗を使い分けていま
す。それを10の消費者属性（デモグラフィック）・14の商品カテ
ゴリーに関して個別に調査・分析していくことで、消費者属性
×商品カテゴリー毎のデジタルシフトの実態が“定量的に”見え
てきました。
当レポートでは、紙面の都合上、購買チャネルにフォーカスして
実態を纏めています。調査データの中には、購買だけでなく、
情報収集、比較といった段階でのデジタルシフトの実態につい
てもご用意があります。詳細について興味がある方はぜひ、窓
口までご連絡ください。希望する方には情報交換の機会を頂
きたいと考えております。

当レポートは、デジタルコンシューマー総研を中心としつつ、株
式会社オプトホールディング グループで、小売業を中心とした
有店舗事業者のデジタルシフト支援に特化して活動するグ
ループ会社横断組織オムニチャネルイノベーションセンター、

更には、新規事業及新規事業創出及びデジタル領域において
幅広い実績とノウハウを持つコンサルティングファームである
イグニション・ポイント株式会社及びイグニション・ポイントの
研究機関であるINNOCCが共同で作成し、慶應義塾大学総
合政策学部の上山 信一教授に寄稿頂きました。

株式会社オプト入社後、モバイルマーケティング支援に従事。
2012年からO2O関連のビジネス開発を牽引。現在は、株式会社
コネクトム代表取締役社長・株式会社オプトOMOソリューション
開発部長を兼任。両社で組成した “オムニチャネルイノベーショ
ンセンター”で製品開発全般を管掌。

久米田 晶亮
デジタルコンシューマー総研 ディレクター

消費者のデジタルシフト調査レポート
創刊に向けて

3



消費者のデジタルシフト調査レポートの創刊に向けて

調査概要と調査対象の商品カテゴリー

当レポート発行の意義について

ペイとデリバリーの究極形

オムニ化に伴うOne to Oneマーケティングの進化

編集後記

03

05

14

15

17

19

コラム

コラム

06消費者のデジタルシフト調査2019の結果

目次

4



調査概要
消費者のデジタルシフト調査2019では、消費者のデジタルシフ
トとそれによるお買い物体験がどのように変化しているかを、
明らかにする目的で首都圏に住む20代から60代の男女1000 
名にアンケート調査を実施致しました。
以下の14の商品カテゴリーを対象に、どのように購買している
かを明らかにする質問を設け調査しています。

調査対象の商品カテゴリー
01.
02.
03.
04.
05.

日用品
生鮮食品
洋服・靴・鞄
医薬品
化粧品

06.
07.
08.
09.
10.

本
カー用品
玩具
家具
眼鏡･コンタクトレンズ

11.
12.
13.
14.

家電
携帯電話
旅行
保険

調査概要と調査対象の商品カテゴリー
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ネットで最も購入している比率が高い商品カテゴリーは、本と
なっており、63%の消費者が、Amazonを始めとするネットで商
品を購入しています。
次に大きい比率が、宿泊予約・旅行ツアーとなっており61%と
なっております。
以下、3位が玩具、4位が洋服・靴・鞄、5位が家電の順番で、
ネットで購入している消費者の占める割合が大きい項目が続き
ます。
こういった商品は、消費者のデジタルシフトが進んでいる商品
カテゴリーとなっています。
一方で、消費者のデジタルシフトが進んでいない商品カテゴ
リーとして、生鮮食品、医薬品、日用品があります。ネットで購入
している比率が低く、生鮮食品が12%、医薬品が15%、日用品
が16%となっており、リアル店舗が非常に強くなっています。

ネットで購入している消費者の比率①

100%

本

旅行

玩具

洋服・靴・鞄

家電

家具

保険

カー用品

化粧品

メガネ・コンタクト

携帯電話

日用品

医薬品

生鮮食品
0% 20% 40% 60% 80%

ネットでの購買あり リアル店舗のみで購入
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医薬品 生鮮食品日用品携帯電話

メガネ・コンタクト化粧品カー用品保険家具

家電洋服・靴・鞄玩具旅行本

63% 61% 60% 54% 48%

47% 46% 39% 32% 31%

27% 16% 15% 12%

ネットで購入している消費者の比率②



ネットとリアル店舗の両方を利用する消費者①
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本 42%

旅行

玩具

洋服･靴･鞄

化粧品

ネットのみで購入 リアル店舗とネット両方で購入 リアル店舗のみで購入

51%

31%

21%

8%

37%

39%

40%

46%

69%

21%

10%

29%

33%

24%

消費者のデジタルシフトが進んでいる商品カテゴリーにおいても、リアル店舗の利用状況と組合せることで、2つのタイプに分かれます。
本、旅行では、ネット派とリアル店舗派に別れており、１人の消費者がどちらか一方のチャネルを使う傾向が高いです。一方で、玩具、洋服、靴、
鞄では、１人の消費者がリアル店舗とネットの両方で買い物をしているケースが多くなります。
後者のケースでは、現状リアル店舗とネットのプレイヤーが異なっている場合がほとんどですが、潜在的にリアルとネットを組合せた顧客体験が
有効に働く可能性が高いと言えます。このリアル店舗とネットを組合せることが有効な層は、“オムニチャネル潜在層”と考えられます。
玩具、洋服、靴、鞄以外にもオムニチャネル潜在層が多い商品カテゴリーとして、化粧品（24%）があげられます。



ネットとリアル店舗の両方を利用する消費者②
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オムニチャネル潜在層が小さな商品カテゴリーとしては、携帯電話（4%）、眼鏡・コンタクト（8%）、保険（7%）、が上げられます。
これらの商品は、デジタルシフトが進んでいない商品カテゴリーの生鮮食品（11%）、医薬品（11%）、日用品（14%）よりも低い数値となっており、
オムニチャネル対応が有効に働かない可能性が高いと考えられます。

携帯電話 23%

眼鏡･
コンタクト

保険

日用品

医薬品

生鮮食品

ネットのみで購入 リアル店舗とネット両方で購入 リアル店舗のみで購入

23%

39%

2%

3%

1%

73%

69%

54%

84%

85%

88%

4%

8%

7%

14%

11%

11%
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デジタルシフトの年代別特徴①

60代

50代

40代

30代

20代

60代

50代

40代

30代

20代

60代

50代

40代

30代

20代

60代

50代

40代

30代

20代

本

旅行

洋服・靴・鞄

家具

ネットでの購買あり リアル店舗とネットの両方で購入 リアル店舗のみで購入
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ネットでの購買あり リアル店舗とネットの両方で購入 リアル店舗のみで購入

日用品

60代

50代

40代

30代

20代

生産食品

60代

50代

40代

30代

20代

各商品カテゴリーに対する消費者のデジタルシフトについて、年代別に見ていくと、若い方がデジタルシフトが進んでいるカテゴリーと年代で差が出ないカテゴリーが存在することが分か
ります。
デジタルシフトがある程度進んでいる商品カテゴリーであっても、本、旅行といったカテゴリーでは、年代による傾向が見られない一方で洋服・靴・鞄、家具といったカテゴリーでは若い
方がデジタルシフトが進んでいる傾向が出ています。
また、消費者のデジタルシフトが進んでいない、日用品、生鮮食品の2つの商品カテゴリーであっても、生鮮食品では年代による傾向が見られない一方で日用品では年代によるデジタルシ
フトの傾向が出ています。このことから、各商品カテゴリーにおける将来のデジタルシフトによるインパクトを考えていくことができます。

デジタルシフトの年代別特徴②



12

性別でのデジタルシフトの状況

男性の方が進んでいる

7
カテゴリー

男女で大きな差がない * 女性の方が進んでいる

本
旅行
家電
保険
カー用品
携帯電話
医薬品

4
カテゴリー

玩具
家具
化粧品
生鮮食品

3
カテゴリー

洋服・靴・鞄
眼鏡・コンタクトレンズ

日用品

*男女での差が1%未満

性別で見ていくと、男性の方がデジタルシフトが進んでいるのが、14カテゴリーのうち過半数を超える7カテゴリーとなっており、一般的に、男性の方
がデジタルシフトが進んでいることが分かります。
女性の方がデジタルシフトが進んでいる3カテゴリーは、洋服・靴・鞄、眼鏡・コンタクトレンズ、日用品となっています。今回の調査ではデータを取れて
いませんが、これらの商品は男性よりも高頻度で購入している可能性が高く、購入頻度が高い人ほどデジタルシフトを進めている可能性が高いと言え
るかもしれません。



消費者のデジタルシフトについて、14商品カテゴリー別に調査を行いました。

これまで説明してきた通り、商品カテゴリーによって、デジタルシフトの状況に大きな差があります。
デジタルシフトの数値が同程度であっても、リアル店舗の利用状況と合わせてみると、ネット派とリア
ル店舗派に分かれる本、旅行のような商品カテゴリーが存在する一方で、ネットとリアル店舗の両方
で購入するオムニチャネル潜在層が大きな洋服・靴・鞄、玩具、化粧品のような商品カテゴリーが存
在ます。
年代別でも、若いほどデジタルシフトが進んでいる洋服・靴・鞄、家具のようなカテゴリーもあれば、
年代で差が出ない本、宿泊予約・旅行ツアーのようなカテゴリーも存在しています。
性別で見ていくと、男性の方がデジタルシフトが進んでいる傾向がある一方で、女性の方が進んでい
るカテゴリーも存在しています。

一言で、消費者のデジタルシフトと言っても、商品カテゴリーによって、これだけ大きな違いが生じて
います。皆さんが携わっている商品カテゴリーではどういった傾向があるのか、今後どう変わっていく
のかを考えた上で、戦略的に打ち手を考えていく必要があります。
本レポートが、消費者のデジタルシフトを紐解く一助になりましたら幸いです。

まとめ
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「デジタルトランスフォーメーション」は、現代の企業経営にとって最大のチャンスであり、かつリスク
でもあります。また企業と消費者の関係にもデジタルシフトの波が押し寄せています。しかし従来の
調査は特定の商品カテゴリーについての、あるいは断片的な先行事例の報告がほとんどでした。
今回のレポートではその全体像が数字ではっきりと捉えられています。また今回は消費者行動の動態
もうまく捉えられています。すなわちネットでよく売れる商品の中には書籍のようにネット派とリアル店
舗派に分かれるものもあれば、洋服のように同じ人がネットとリアル店舗の両方を使い分ける商品も
あるとわかりました。さらに年代別にみると若い世代の方がよりデジタルシフトしている商品と年代別
の差があまりない商品があることがわかりました。
この報告書はこうした多種多彩な消費者行動を定量的に捉えており企業の実務家にとってもたいへ
ん有用なものになると考えます。

消費者のデジタルシフトは今後も加速していきます。デジタルコンシューマー総研においては、その姿
を今後も継続的に定点観測し、さらにより深い視点からの分析レポートを出されることを期待しま
す。
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当レポート発行の意義について

1957年大阪市生まれ。京都大学（法）、米プリンストン大学大学
院（修士）卒。旧運輸省、マッキンゼー（共同経営者）等を経て現
職。専門は経営改革。大学での本務及び各種企業の社外取締
役、監査役のほかビジネスモデル学会理事、日本行政学会理事、
大阪府市特別顧問等を歴任。著書に「改革力」、「だから改革は
成功する」、「ミュージアムが都市を再生する」、「行政の経営分
析」等

上山 信一
慶應義塾大学総合政策学部教授



利便性を背景に伸び続けるEC、リアル店舗
を飲み込む勢い？

インターネットやデバイスといったインフラが整ってから、EC
はこれまで順調に利用者を伸ばし続けてきた。消費者は24時
間365日、好きな時に比較検討から購買までオンラインで済ま
せることができる。在庫を気にすることなく、商品数も豊富だ。
決済方法もキャッシュレスで、配送方法も今では細かく時間指
定もできるようになっている。この数年はスマートデバイスの普
及によって自宅からだけでなく、外からでも思い立ったときにワ
ンクリックでほしいものを買うことができるようになった。まさ
に「いつでも、どこからでも」買い物をすることができ、従来の
リアル店舗での買い物では考えられなかった体験を消費者は
十分に享受していると言っていいだろう。一足飛びにECの誕
生から現在実現されているメリットまでをさらってしまったが、
ECの発展はまだまだ続いている。受取時間は発注から数時
間、数十分にまで短縮され、決済方法もキャッシュレスだけで
なくツケ払いやビットコインでの支払いなど、支払いタイミング
や支払いに使う通貨にも様 な々選択肢が新たに出てきている。
リアル店舗にはない手軽さや便利が進む中で、この数年、EC
は逆行する動きも見せている。

ネットとリアルを融合したNew Retail
－中国の事例

実際にどのようにリアル店舗は運営されているのだろうか？
2015年にオープンしたアリババのフーマースーパーマーケット 
の例を取り上げたい。
このスーパーでは専用アプリを通じて購入、配送をそれぞれオ
フラインかオンラインにするかを選べるようになっている。
例えば店舗に直接行った場合、商品情報は商品についたバー
コードを読み取って確認する。読み取った情報から、アプリに
はレコメンドも表示される。支払いの際にはスーパーの会員情
報と紐づいたアリペイが利用できる。
他方、オンラインの場合には、アプリから欲しい商品を購入す
ると店舗の店員が店に陳列してある商品から選んでくれる。店
舗から半径3km以内であれば最短30分で届けられるという。
店舗で従来通り買い物はできるが、その店舗が実はECの拠点
にもなっているという事例だ。決済と配送はECと同じように選
べるように、かつ実物を店舗で見てもらえるので、ECとリアル
店舗の良さをうまく融合させた形だ。
また、2017年の上海で常識を覆す店舗が誕生した。これまで
消費者が「行く」はずだった店舗が、消費者のところまで「来
てくれる」店舗ができたのだ。スウェーデン発のベンチャーが
上海の大学と共同で実証実験しているその名も「Moby Mart
」は自動運転で移動先や倉庫まで移動し、無人で営業ができ
る店舗だ。ドローンも搭載し、店舗周辺へはドローンで商品を
届ける計画もあるという。まだ実験段階ではあるが、これもま
た店舗のメリット残しつつ、店舗までの移動時間と距離の壁を
取り払った新しい店舗の形といえる。

2000年代からAmazonはじめEコマース（以下、EC）の市場が
大きく伸び、その成長と共に今回タイトルに据えた決済方法と
配送方法は大きく変わり始めてきた。正確に言えば、それぞれ
の選択肢が大きく広がってきている。そして2010年代になり、
決済方法と配送方法の話はインターネット上のサービスのもの
だけではなくなった。リアルの店舗であっても、支払いと商品
の持ち帰り方を選べるようになっている。本記事では決済と配
送方法の変化がもたらした購買行動の新しいトレンドについて
考察する。

中野 宜幸

ペイとデリバリーの究極形
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ECが超えられない壁　－リアルへの信頼感

2015年ごろからAmazonやアリババなど、いくつかの大手EC
事業者が実店舗の設置を相次いで発表している。なぜECが
リアル店舗をわざわざ出店するのか？それはECには越えられ
ない壁があったからだ。大手EC事業者が商品数を拡大し、価
格で勝負をしたとしても、決済や配送がどれだけ便利になった
としても、リアルな店舗はなくなっていないのは言うまでもな
い。その最大の理由はリアル店舗でしかできない「自分の五感
を使って確かめる」「専門的な知識を持つ店員の意見を聞いた
り、ホスピタリティを受けられる」といった体験の価値がECで
は代替できないからだ。
今回の調査にあたってインタビューも行ったが、品質にこだわ
りたいときであれば普段ECを使っていても店舗に赴いて買い
物をするという声が多く聞かれた。
ECにとっては、インターネットでリアル店舗の不便さである決
済と配送を克服し、手に取るように比較できる工夫をすればリ
アル店舗での顧客を獲得できると考えたかもしれない。しかし
実際のところ、消費者は自分の目で見て確かめることを重視し
ており、実際に商品を手に取れる信頼感はリアル店舗の絶対
的な強みであるということが消費者だけでなくリアル店舗、
ECの事業者いずれも感じていることだろう。



交錯するO2Oが生み出すトレンド

ここまでEC、リアル店舗がなぜ選ばれてきたか、そして店舗の
変容事例を交えながら振り返ってきた。最新の事例ではECと
リアル店舗がうまく融合している事例を取り上げた。今はまだ
体現しているのは企業や業種によってばらつきがある。しかし
EC事業者によるリアル店舗の展開、そしてリアル店舗の事業
者によるEC対応によって、ネット×リアルのクロスチャネルでの
購買体験は少しずつでも広がっていくだろう。今後もこのトレン
ドを支えていくのは、いかに消費者が求める体験を提供でき
るかどうかがキーになる。もはやECとリアル店舗、どちらで買
うか？という問いは意味を持たなくなり始めている。
クロスチャネルの新しい買い物体験が受け入れられているとこ
ろを見ると、消費者に選ばれていくためにはいかにリアル店舗
にしかなかった「体験」と「信頼感」、そしてECが実現してきた
「利便性」を提供するかにかかっている。
事業者にとってはデジタルとリアル戦略の交錯するところに今
後の生き残りの道が見いだせると言えよう。

2006年オプト（現オプトホールディング）入社。営業部長、事業部
長、ビジネス開発本部本部長を経て、2015年より当社執行役員に
就任、デジタルを起点としたブランディング領域、O2O領域管掌。
2019年よりアカウント領域管掌。

中野 宜幸
株式会社オプト デジタルブランディング領域管轄　執行役員
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さらに深い個人情報を取得する事例

新しい手法でデータを取得している事例として、Alipay、
ZOZOSUIT、スマートスピーカーを取り上げたい。Alipayは中
国でシェア5割を超える決済プラットフォームで、アリババのEC
で使えるだけでなく、他の予約や買い物などで活用が広がり、
普及している。インターネット上だけでなくスーパーなどでも使
え、オフラインの購買行動がすべてAlipayのプラットフォーム
上に記録され、信用情報として活用されている。個人の信用が
ポイント化されており、ポイントが高い人ほど優遇されたサー
ビスが受けられるようになっている。ZOZOSUITは購買行動
ではなく、個人の身体のサイズを計測するものだ。ある意味、
究極の個人情報の1つといえるだろう。計測したデータに基づ
いて、消費者がZOZOTOWNで買い物をする時には自分にぴ

データの取り扱いにはより一層厳しい目が。
一方消費者は？

このように個人情報については取得する方法、そして取得され
る情報の種類も広がり、より深くなってきている。それに伴い、
情報の取り扱いについては政府からもより厳しい目が向けられ
始めている。米国でFacebookのデータ流出問題でCEOが証
人喚問され、EU圏ではGDPRが2018年5月には施行された。
日本でも対応に追われた企業は少なくないだろう。企業にとっ
ては慎重にならざるを得ない状況だ。一方、ユーザーの反応は
どうだろうか？自分たちのデータを出し惜しむことはあるだろう
か？今回の調査にあたって、様々な世代、属性の方にインタ
ビューを行ったが、もしより自分に合ったサービスや、自分が望
んでいるようなサービスが受けられるのであれば、個人情報は
提供してもよいと回答している人が多く見受けられた。個人情
報の提供にネガティブな反応を示さなかったのはインターネッ
トネイティブの世代だけでない。中高年の世代からも好意的な
回答さえ見られた。こうした結果から分かるのは、ユーザー側
は提供した個人情報に基づいてカスタマイズされたサービスの
利便性を確かに実感しており、使い続けたいと考えている、と
いうことだ。テクノロジーの進化によって活用できるデータと分
析の幅が広がれば、オーダーメイド化されたサービスは確実に
受け入れられ、あらゆる場面において、そのニーズも高まってい
くだろうと考えられる。

「One to One」マーケティングを展開するためには、一人ひとり
の好みや行動特性が分からなければ個別の施策を打つことは
不可能だ。リターゲティング広告やレコメンデーション、個人の
属性・傾向にあった内容を送られるマーケティングオートメー
ションを使った施策がその代表的な例で、何回も同じ広告を違
うサイトで目にするリターゲティング広告を見たことがある人は
多いのではないだろうか。なぜこのように個人に合った内容が
配信されるようになっているかというと、主にはcookieを使った
インターネット上のトラッキングが可能にしている。どのサイト
に訪れて、どのページで離脱しているのか？ どれくらい滞在し
ているのか？ ショッピング中であれば、どのタイミングで購買
したのか？カートはどのような状態か？インターネット上での行
動は知らない間に、ほとんどすべて見られていると言っても過
言ではない。そしてそれはインターネット上だけの話のはずだっ
た。それが最近ではオンラインを飛び越え、オフラインでの情
報も取得されるようになってきている。

野上 隆徳

消費者のデジタルシフトに伴うOne to Oneマーケティングの進化
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コラム

ったりのサイズをレコメンドしてくれる。通販でよくあるサイズ
が合わない問題を解消することができるようになっている。こ
のZOZOSUITの動きを受けて、写真や動画から個人のサイズ
を特定する技術も増えており、洋服以外にもダイエット、食事、
保険といった分野で活用されるようになることが予想される。
また、スマートスピーカーはどうだろうか。自分が意図しないと
きに起動してしまったという経験がある人はいないだろうか？
スマートスピーカーは以前からプライバシーの問題が指摘され
ており、スピーカーやカメラが搭載されているので、24時間365
日、もしかしたら個人の生活が覗かれる危険性があると言われ
ているが、北米をはじめグローバルで普及が進んでおり、複数
台を家に設置する人も増えている。一人ひとり異なる生活環境
の中の不便さをなくし、日常を滑らかにしてくれるサービスは、
非常にセンシティブな情報の元に、成り立っていることが分か
る。



外資系コンサルティングファーム アクセンチュア戦略グループお
よびデロイトトーマツコンサルティングを経て現職。小売業・製造
業・サービス業を中心に、ビジョン策定、中期経営計画、海外成
長戦略、新規事業戦略、M&A、R&D戦略、営業戦略および組
織改革といった企業の変革、事業価値向上へ向けた案件を幅広
く手掛ける。特に、新規事業、成長戦略領域においては、スター
トアップとのオープンイノベーションを含めた計画策定から事業
立上・運営まで一貫して支援する方法論および実績を多数有す
る。

野上 隆徳
イグニション･ポイント株式会社コンサルティング本部パートナー
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今後の勝者はだれか？

今後、One to Oneマーケティングを活用して競争を勝ち抜いて
いくためには、何が必要だろうか。シンプルな答えになるが、
ユーザーが個人情報を提供してもよいと納得できるだけの
サービスを開発することではないだろうか。提示した3つの事
例も、利便性を背景に利用が進んできている。ユーザーが使っ
てみて納得できる、または納得できそうなサービスを受けられ
るのであれば、データを提供することは厭わない。そしてユー
ザーは確実に、オーダーメイド化されたさらなるサービスを期
待している。データを渡す対価として、それだけ価値があると
認められるサービスを提供できるかどうか。これが今後のOne 
to Oneマーケティング活用の肝になっていくだろう。

One to One体験の創出

今回の調査でも、オムニチャネル潜在層が最も高かったのは、
洋服・鞄・靴の商品カテゴリーであり、若いほど消費者ほどリ
アル店舗とネットを組合せて上手に買い物をしていることが分
かっている。現在は、ネットとリアル店舗のプレイヤーが必ずし
も一致していないが、こういった商品カテゴリーでは、それぞ
れのチャネルの強みを生かしつつ、One to Oneのサービスを提
供できるプレイヤーが消費者に支持されることがは想像に難く
ない。
本レポートを読んで頂いている皆様は、自身が取り扱っている
商品カテゴリーにおいて、どこまでオムニ化が進むのかを考え
た上で、リアル店舗とネットを組合せた新たなお買物体験につ
いて、検討を進めて頂きたい。



当レポートは、急速に変化している消費者のデジタルシフトの
リアルを明らかにすることを目的に調査を進めてまいりまし
た。そこで見えてきたのは、商品カテゴリー、年代、性別毎にデ
ジタルシフトの状況が大きく異なる現状であり、リアル店舗と
ネットを組合せたデジタルサービスの可能性です。当研究所で
は、消費者のデジタルシフトは、今後も加速していくと見てお
り、そのトレンドを継続的に見ていくことで、その変化のスピー
ド、インパクトを正確に測っていけると考えます。読者の皆さま
には、消費者のデジタルシフトが進む中で、それに合わせた
「お買い物体験」の創出に向けた検討の一助になれば幸いで
す。

当研究所では、消費者のデジタルシフト調査を始め、海外先
進事例研究、ワークショップ、コンサルティング、先進技術研究
を進めております。これらの取り組みを通じて、皆さまのビジネ
スの支援をしていきたいと考えております。

消費者のデジタルシフト調査・発信
消費者のデジタルシフトの実態を定点調査として実施し、発信
していきます。消費者のデジタルシフトによって「お買い物体
験」が今後どのように変化していくか、生活者のリアルにこだ
わって調査・発信していきます。

先進技術研究
消費者のデジタルシフトを促す大きな要因の1つとして、テクノ
ロジーの急速な進化があります。当総研では、消費者のデジタ
ルシフトに影響を与える先進技術について研究を進めていま
す。

運営主体
オムニチャネルイノベーションセンター
オプトホールディンググループの株式会社オプトと株式会社コ
ネクトムが、小売業を中心とした有店舗事業者のデジタルシフ
ト支援を目的に設立した組織。小売業を中心とした有店舗事
業者のデジタルシフト支援を目的とし、オムニチャネルを成功
させるための新しい価値創造を行っていきます。
 https://www.opt.ne.jp/news/pr/detail/id=4314

消費者のデジタルシフトの実態を定点調査として実施し、発信
していきます。消費者のデジタルシフトによって「お買い物体
験」が今後どのように変化していくか、生活者のリアルにこだ
わって調査・発信していきます。

ワークショップ
消費者のデジタルシフトに対応した新たな「お買い物体験」を
創造するためには、従来と異なるアプローチが必要となりま
す。当総研では、新たな体験の創造につながる独自のワーク
ショップを提供しております。

コンサルティング
各種調査、研究を通じた知見を活用し、実際のお買い物の体
験を変えていくお手伝いをしております。消費者のデジタルシ
フトを捉え、どのような「お買い物体験」をデザインし、最新の
テクノロジーを活用してどう実現していくか、ぜひ、当総研にご
相談ください。

海外先進事例研究

編集後記
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株式会社オプト
オプトは、デジタルマーケティングを軸に個客の未来を実現す
る「Innovation Agency」です。持続的な成長を志す企業のビ
ジョンやミッションと並走しながら、ビジネスを革新させ、新し
い価値を創造していきます。一人一人が、誠実な野心家であ
れ。」という理想の姿を追求し、ヒトと社会を豊かにする成長
エンジンとなります。

コネクトムは、ミッションに「 feel good ～パートナーと共に、感
動的で”気持ちの良いお買いもの体験“を届け、生活者、そして
世の中を笑顔にする～」を掲げ、小売業を中心とした有店舗事
業者のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。生
活者の位置情報/店舗情報/シチュエーション情報を駆使し、
最も効率的に“来店客数・購入率・LTV”を高めるソリューション
「toSTORE」を展開しています。

株式会社コネクトム

イノベーションファームとして、コンサルタント、エンジニア、ク
リエイター、データサイエンティスト、研究者など多様な専門性
を持つエキスパートが集まりコラボレーションすることで、企業
の新規事業・サービス創出、ビジネス変革を支援しています。
同時に自社でも毎年複数の新規事業を生み出すなどイノベー
ションを創出しています。

イグニション・ポイント株式会社

イノベーションファームのイグニション・ポイント株式会社がさ
らなる先進技術の研究と、様々な研究機関とのコラボレーショ
ンを行うことを目的として設立した研究機関です。人間とテク
ノロジーの融合をテーマとしたインタラクティブテクノロジーを
中心に研究を進めています。

INNOCC
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