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化粧品業界におけるOMOトレンド
コロナ禍による化粧品市場の変化が加速、
オンライン体験をメインにしたオン・オフ
共存の動きが活発化
これまで化粧品業界は不況に強い業界とされ
ていましたが、コロナ禍による社会活動の制
限、外出の自粛、人々の消費行動の変化など
により大きな影響を受けました。東京オリン
ピックに向けて盛り上がりを見せていた訪日
外国人向けマーケットも渡航制限により厳し
い状況に立たされています。
化粧品に対する消費の落ち込みと、感染拡
大を防ぐためオフライン店舗における様々な
制約という大きな逆風の中で、各社はオフ
ラインで提供していた顧客に対するきめ細か
いサービスや体験をオンラインで再現しよう
と試みています。代表的なものとして肌診断
アプリを提供し顧客とのエンゲージメントを高
めようとする施策が挙げられるでしょう。
オフラインでの体験を完璧に代替するサー
ビスをオンラインで提供するのではなく、こ
れまでにない新たな体験や、ワクワクする体
験を提供しようとする傾向があります。また、
オフライン店舗においても「買う場所」とい
う役割だけではなく、「体験する場所」とし
ての役割が求められ始めています。この流れ
は今後より一層、強まることでしょう。

01

COSMETIC OMO TREND

NEW SHOPPING EXPERIENCE REPORT 2021

化粧品業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING

消費行動のデジタル起点がより鮮明に

CHALLENGE 01

早まるオンラインシフト、
変わる店舗の役割

これまで生活者が化粧品を購入する際には、
購入前に店頭のテスターを用いて製品を試し
たり、高級化粧品の場合はBA（Beauty
Advisor）との対話を通して生活者自身にあ
う製品を選択してきました。しかしコロナ禍
の影響により、外出する、化粧品を試すこと
が難しくなったことを背景に、購買促進手法
のデジタル化が急速に進んでいます。「買う
場所」がオンラインに移行しつつある中で、
オフラインの店舗は「買う場所」としての役
割から「体験を提供する場所」として新しい
価値を生み出すための取り組みが行われてい
ます。
オンラインにおける購買促進活動のひとつ
に、SNSやYouTubeを通した生活者への訴求
が挙げられます。よりリアルな口コミがわか
る場としてInstagramやYouTubeが以前から
注目されており、オンラインでの化粧品購入
への緩やかなシフトはありましたが、コロナ
禍がこの流れに拍車をかけました。

化粧品購入決定までのプロセスも変化しつ
つあります。生活者は店舗で化粧品をゼロか
ら検討するのではなく、予めインターネット
上で自分自身に合う化粧品について検討し、
購入する候補となる製品の目星をある程度つ
けてから店舗に来店したり、オンラインで購
入するという動きがより強まりました。さら
に、リピート買いの化粧品については、店舗
ではなくオンラインで直接購入する動きがよ
り加速したこともコロナによる大きな変化と
言えるでしょう。
オフライン店舗はブランドが持つ世界観を
伝え、プロダクトを体験するための新たな場
所として意味づけし変革する動きが加速して
います。コロナパンデミック以前から始まっ
ていた取り組みではありますが、生活者の行
動様式が変わる中で、販売ではなく体験する
ことを主軸においた店舗は増えていくことで
しょう。
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WHAT’S NEXT

新しい出会いをオンライン・オフライン通じて
デザインする

ブランドはオフライン・オンラインそれぞれを活用
しながら新しいユーザーエクスペリエンスを提供し
始めています。新しいテクノロジーを活用したり、
「売る」ためのスペースから「体験する」ためのス
ペースへの変革等の試みがみられます。

機能的価値提供だけはなく、楽しい体験を
デジタル技術が容易に利用可能となることで
様々な事業者が市場に参入可能になるため、
これからのデジタル体験では、機能的価値だ
けで差別化を図ることが難しくなっていきます。
画像認識やチャットボットによる商品推薦だ
けではなく、BAがデジタルを活用しつつも
顧客に寄り添うフィジカルな接客が再度注目
されています。
一方、実店舗のようなオフラインのコンタ
クトポイントにおいては、オフラインでしか
提供できないエモーショナルな体験や人数を
限定したより付加価値の高い体験を、オンラ
インと連携してさらに先鋭化させていく必要
が出てきています。具体的には、メイクレッ
スンやワークショップ、カウンセリング等の
体験です。
偶然の出会いをデザインすることで来店動機
が生まれる
実店舗来店の動機のひとつは、店舗内におけ
る新しい出会いであると言われています。デ
ジタル技術を活用してこの出会いを創出する
ことで、新たな購買に繋げるだけではなく、
信頼を構築してLTV(Life Time Value)を高め
ようとする試みがなされていくでしょう。

１

BAの専門知識、経験をデジタルにオン・
オフを通じたブランドプレゼンテーターの
ポジションに

WHAT’S THE CHALLENGES NEED TO BE SOLVED?

今取り組むべきチャレンジ・チャンスエリア

BAの専門知識や経験とデジタル技術を融合さ
せることによって、顧客に新しい体験を提供
する試みがなされ始めています。この試みは
大きく２つの方向性にわけられます。
ひとつはオフラインの店舗においてデジタ
ル技術を活用した接客を顧客に提供するもの
です。具体的には化粧品メーカー各社がコン
セプトストアの立ち上げや、既存店舗へのデ
ジタル技術の導入を進めています。また、こ
れまで主にオンラインでサービスを提供して
いた事業者がデジタル技術を活用したオフラ
イン店舗を提供する等オフライン、オンライン
の境界は曖昧なものとなりつつあります。
もうひとつはオンライン上でBAが、ある
いはBAの専門知識や経験を蓄積したAIが
顧客に対して接客を提供することです。BA
が顧客をリモートで接客して商品選択の相談
に乗るサービスの他、BAの代替としてAIや
AR技術などを活用したバーチャルメイク
サービスなど、オンラインでの商品選択を支
援するサービスも広がりつつあります。一方
で、BA自身がInstagram等での情報発信に
取り組み、商品購入や店舗来店へ向けた導線
を構築する試みも始まっています。

BA体験のDX化

楽しい体験

偶然の出会いを
デザイン

BAの専門知識・経験をオンラインで
どのように生活者に届けることが出
来るでしょうか？

Eコマースの体験、店舗での体験をどの
ようにワクワクする体験にできるで
しょうか？

生活者は偶然の出会い、新たな出会い
を求めています。どのように偶然の出
会いをデザインすることができるで
しょうか？

今後、BAは単なる販売員としてではなく、
オン・オフを通じたブランドプレゼンテーター
としてのポジションに変化していくでしょう。
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WHAT’S HAPPENING

データ活用したユーザーエクスペリエンス
の提供が今後の経営アジェンダに

CHALLENGE 02

データ活用の重要性

化粧品業界はデータを活用し、個人の肌質や
コンディションに併せて、パーソナライズさ
れたサービス・プロダクトを提供してきまし
た。しかし、どのようにデータを取得するべ
きか、取得したデータをどのように活用する
べきか、どの程度個人データを使用して良い
のかこれまで以上に慎重に検討する必要があ
るでしょう。

デジタルならではの新しい価値提供の在り
方も登場しつつあります。化粧品各社はスマ
ホアプリを通してデータを取得し新しいデジ
タルサービスを提供しています。ひとつの例
として、スマホに装着出来る肌水分測定セン
サーを配布し、日々の肌情報を共有、フィード
バックを通して新しいエクスペリエンスを提
供するサービスがあります。

まず、生活者の行動パターンが変わり、対
面を通じたデータ取得機会は顕著に減少して
います。生活者が店舗を訪れる際には明確な
理由が必要になりました。一方で、オンライ
ンで得られる個人データは増え続けています
が、得られるデータ、提供できる体験には現
時点で限界があります。特に人の肌やヘルス
コンディションに関わる分野では、一人一人
に最適なコンサルテーションを提供する必要
があり、オンラインで得られるデータでは現
状十分ではありません。

今後、生活者にとってオンラインの重要性
が下がることはありません。オンラインで得
たデータと店舗で得るデータを統合し、オン
ライン・オフラインそれぞれに最適化された
ユーザーエクスペリエンスをいかにして提供
していくかが、重要な経営アジェンダとなる
でしょう。
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WHAT’S NEXT

パーソナルデータを活用し、それぞれの生活
者に最適な価値を提供すること

パーソナライズされたストーリーがより
重要に

新しい生活者体験を通じてパーソナルデータ
を取得、コンサルテーションへ活用

人々の価値観やライフスタイルの細分化に伴
い、単一のプロダクトであって顧客によって
求める価値やニーズが大きく異っています。
WebサイトやSNSを通して様々な情報が顧客
に提供される一方で、それら膨大な情報の中
からひとりひとりの顧客に最適な化粧品を選
択することは簡単なことではありません。デ
ジタル技術を活用した化粧品をリコメンドす
るシステムがあったとしても、ただ商品が推
薦されるだけでは購買にはつながりません。
「なぜ、多くの商品がある中で、その化粧品
が私にぴったりなのか？」をあわせて提示する
こと、つまり取得したデータやその分析結果
の伝え方が重要となるでしょう。

従来はBAによるヒアリングにもとづき、顧
客に適切と思われる商品を推薦するスタイル
の接客が中心でした。実店舗に設置されたデ
ジタル機器や、スマートフォンアプリを通し
て顧客のパーソナルデータを蓄積し、顧客への
コンサルテーションへ活用するなど、オンラ
インとオフラインを組み合わせた新しいコミュ
ニケーションの形が登場していくでしょう。

WHAT’S THE CHALLENGES NEED TO BE SOLVED?

今取り組むべきチャレンジ・チャンスエリア

パーソナライズ
されたストーリー

購入ポイントのみならず、あらゆるコンタクト
ポイントでデータを取得、ロイヤルティ向上
に反映させる
顧客に価値を提供するために蓄積するデータ
は顧客の肌や髪の質などの生体データに限り
ません。顧客のアプリの使用方法や動画サイ
ト、メディアなどの視聴履歴や、Webサイト
の口コミ情報等に基づいて顧客の嗜好を推定
し、実店舗やオンラインECサイトなど、適
切な購買経路に誘導し適切な商品の購買及び
リピートの実現を目指します。また、オンラ
インによる接客では顧客とのコンタクトポイ
ントを増やしやすいという利点を活かして購
入後のアフターフォローでの活用も始まって
います。例えば商品を購入して数週間使った
あとの感想や効果感などについて、直接顧客
からフィードバックを得ることもできるで
しょう。これらはより質の高いコンサル
テーションにつながるだけでなく、顧客ロイ
ヤリティの向上にも効果があるでしょう。

パーソナルデータ
による最適化

データ取得機会
をより増やす

プロダクトのパーソナライゼーションに
対する関心が高まっていますが、生活者
にとって説得力ある裏づけが必要です。
個人個人にあった素敵なストーリーをど
う作れば良いでしょうか？

生活者はパーソナルデータをブランドと
共有し始めています。どのように複数の
データをオンライン・オフラインで活用
するのが、生活者にとっての価値につな
がるでしょうか？

オフラインブランドはオンライン化して
いく生活者の一部分のデータしか取得出
来ていません。プロダクト購入後のエン
ゲージメントを高めながら、より良い
データ収集をするにはどうすべきでしょ
うか？
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HOW WE APPROACH

私たちが考えるアイディアの一つ

化粧品業界で見られる興味深い変化

ポップアップスクール

未来への予兆・シグナル
新しいD２Cプレイヤーの台頭

オンラインを主軸にサービスを運営するスター
トアップが化粧品業界で注目されています。ス
マホの普及、Instagram等のSNSの浸透に
伴い、オンラインを主な販売チャネル、エン
ゲージメントを高めるチャネルとしても活用
するなど、店舗での販売を中心としたこれま
でのビジネスとは異なる新たなアプローチを
とるD２Cプレイヤーが登場しています。特
にD2Cビジネスで特徴的なのは、オンライン
なPOP-UP店舗や短期テナントでは「売る」
ということに注力せず、プロダクトやブラン
ドを体験してもらう場所として活用すること
です。生活者による「購入」はオンライン上
で完結することが一般的になっていく中で、
生活者のニーズにフォーカスし体験価値を提供
するD2Cがこれからも増えていくでしょう。

クリーン・ビューティーや環境を意識した
プロダクト
生活者の価値観の変化、サステイナビリティ
への注目やヴィーガニズムに代表されるよ
うな新しいライフスタイルの一般化により、よ
り環境に優しい、オーガニックな製品を選ぶ
生活者が増えてきています。さらに、身体に
優しい成分を使用するのみならず、環境や
動物・自然に優しいプロダクトに配慮した
クリーン・ビューティー市場も拡大していま
す。特に化粧品業界では毎年1,200億ユニッ
トのパッケージが製造されており、十分に
リサイクルされず多くのプラスチックゴミを
生み出している産業と言われています。生活者
が積極的にパッケージレスのブランドを選んだ
り、再利用可能な素材を利用する商品を選択
したり社会問題への意識はより高まっていく
でしょう。

キュレーションされたポップアップイベ
ントを開催。ここでは、生活者は買わな
ければならないという売り場のプレッ
シャーを感じることなく、商品やサービス
について学ぶことができます。アクセス・
アプローチしやすい場所で実施。技術を
駆使し、パーソナライズされたレコメン
デーションも提供。アプリ・ウェブサ
イトを使ってこの空間と触れ合うこと
もでき、スタッフに接客してもらいなが
ら商品をオンラインで購入することも
可能です。

生み出される価値
・肌診断サービス・ポップアップ内で使
用されるアプリからデータを収集。
・アドバイザーと接することで新しい商
品を発見、新しい知識に出会えます。
・ポップアップ空間でシームレスなオンラ
インショッピングを可能にし、商品は自
宅に。生活者体験をストレスない楽し
いものに。

パーソナライズされた診断やレコメン
デーションをイベントスタッフが提供
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