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家電品業界におけるOMOトレンド
コモディティ化と利便性の向上によ
り電化製品のオンライン購入が加速
家電業界は1985年以降、常に大手家電量販
店が販売チャネルの半数以上を占めていまし
た。ところが現在、新たな構造変化が起きつ
つあります。EC（電子商取引）の伸長ぶり
が家電量販店の寡占状態を変化させようとし
ているのです。
Amazonや楽天といったEC事業者のプラット
ホーム上では値引き販売が常態化しているこ
とから、元々リアルな店舗の最大の強みだっ
た「安さ」ではもはやECとの差別化はでき
ない状況になりつつあります。これに対して、
家電量販店のようなリアルの販売店では家電
の販売だけでなく、暮らしの世界観を表現す
るためのショールーム的な役割を担うように
なってきています。
またECについても、ただ安い商品を販売する
ためだけではなく、ライブコマース（生中継の
ネット動画による実演販売）のような新たな
手法が登場するといった変化が見られます。
そしてこの手法は、EC事業者だけではなく
家電量販店でも導入を試みる様子が見られ、
ネットを活用した新たな販売手法は今後さら
に拡大していくと考えられます。
このような、家電量販店の役割の変化、
ECにおける新たな形態の登場が現在の家電
業界に起こっている主要な変化と言えるで
しょう。
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家電品業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING

ショールーム的な役割を担う家電量販店

CHALLENGE 01

リアルな店舗を構える
家電量販店の役割が変化

近年のEC事業の登場によって、リアルでの
販売店舗はある課題に直面しています。それ
は、顧客が店舗で実物を確認するものの、
より価格の安いネットで購入するといった
「ショールーミング現象」です。この傾向は
特に、インターネットに対して馴染みのある
若い世代で強く見られています。このため、
家電量販店の多くは商品を大量に仕入れて大
量に販売するといった、従来型の薄利多売な
ビジネスモデルから脱却することが求められ
ています。
現在注目されているのが、顧客が家電量販
店を「実物をみるためのショールーム」とし
て活用する現状を利用して、実店舗を「顧客
と販売店、加えてメーカーをも繋ぐような接
点を持つ場所」に仕立てる方法です。これに
よって、ECでは難しい顧客に合わせた体験
の提供やここで得られた情報を商品開発する
メーカーにフィードバックすることで今後よ
り魅力的な商品を開発するために活用する動
きが見られます。
実店舗というリアルな場所において顧客との
接点をどのように活用し、価値を最大化するか
が今後の課題となるでしょう。このことは各
メーカー出店する直営店にも言えることです。
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WHAT’S NEXT

顧客との接点をどのようにして設けるのか
を重点的に考えることが必要

顧客に対して、ライフスタイルの世界観を
丸ごと提示

移動型店舗による地域コミュニティとの
つながり確保

少子高齢化や人口減少によって、国内の家電
市場は縮小傾向にあり、それ単独のマーケット
のみに留まっていると事業規模の減少は避け
られないでしょう。そこで、家電量販店では
家電を売るだけではなく、家電を含めた他の
生活商材をまとめて販売する試みが始まって
います。店舗内に家電や家具などを配置して
住空間を再現したり、専門の販売員を配置す
ることで世界観を構築し、顧客に合わせた
ライフスタイルを包括的に提案することが可
能になります。

今後注目される可能性が高い取り組みのひと
つに移動型店舗による地域出張があります。
これは店舗で顧客の来店を待つのではなく、
車両型の店舗で顧客のいる地域に出向いていき、
顧客の家電に対する困りごとを解決しようと
いった試みです。

このような形で、顧客にリアルな店舗での体
験を提供することは、彼らが商品のブランド
価値を理解する場所（＝メディア）として機
能するでしょう。そして、その体験は顧客に
信頼感を与え、店舗での販売や自社ECでの購
入につながっていきます。家電製品そのもの
ではなく、ライフスタイルそのものを顧客に
提案するといった方法は、リアルな店舗を携
えているから可能なスタイルだと言えます。

また、この事例では単なる商品の販売では
なく、家電のデジタル的なトラブル対応に
も注力しています。これは、単なる販売との
差別化につながり、その地域に暮らす潜在顧
客との接点を確保することにつながるでしょ
う。また、トラブル対応に伴う顧客とコミュ
ニケーションは、実店舗や自社ECでの施策
を改善するためのヒントを得る機会になるで
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

ブランド体験を通じどのように生活者に
ライフスタイルを提案出来るでしょうか？

ライフスタイル
を提案

移動型店舗で
サービスを

どのようなサービスを提供すれば顧客との
エンゲージメントをより高めることが出来
るでしょうか？

このような方法によって得られるメリット
は、商品を開発するメーカー側にも及びます
顧客と販売員とのコミュニケーションや彼ら
の行動を分析すれば、商品を改善するための
ヒントをより多く得られるでしょう。顧客が
求める商品を開発する速度や正確性にポジ
ティブなインパクトを与えるでしょう。加えて、
もし、商品を試作段階から提示すればリスク
やコストを減らした新たな開発方法につなが
るかもしれません。
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CHALLENGE 02

ライブコマース活用による
成功例が登場
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WHAT’S HAPPENING

消費スパンの短期化やコロナ禍の影響から
家電業界でもライブコマースの可能性が見
え始めた
ライブコマース（生中継のネット動画による
実演販売）自体は、近年オンライン上で顧客
とのタッチポイントを設ける方法として化粧
品やファッションなどの領域において注目が
集まっていました。日本ではまだ認知度が低
いものの、中国においてライブコマースは既
に一般的なものとなっており、2020年3月時
点でライブコマースのユーザー数は2億6500
万人に達しています。しかし、これまでは家
電業界では買い替えの頻度が低いとされてい
たため、ライブコマースの活用はあまり向い
ていないのではないかとされていました。
ところが、テクノロジーの発展とともに、
技術革新のサイクル、顧客ニーズの変化が早
まる中、家電の消費サイクルが短くなって来
ており、今まで以上に買い替えの頻度が高まっ
ています。結果として、ライブコマースを通
した購買動向についても他の消費財へ近づい
ている傾向があります。また、コロナ禍の影
響もあって、店舗に出向いて販売員と対話す
ることが難しいような状況が生まれているた
め、オンライン上で販売員と対話することが
できるライブコマースの活用に注目が集まる
ような状況がより一層整ったとも言えます。
これらの状況を踏まえて、今後日本でもライ
ブコマースを活用したオンライン上での購入
体験が増加していくのではないかと考えられ
ます。
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WHAT’S NEXT

ライブコマースに通じる体験はオフライン・
オンライン

トラフィック（ユーザー数）の確保が重要

ミレニアル世代以外への導線をどうやって
設けるのか

ライブコマースは、家電量販店での実演販売
のように関心はないが目の前をたまたま通っ
たという顧客に向けて商品を説明するのでは
ありません。顧客はすでにブランドや配信者
に関心がある人たちで、彼らは事前に告知を
受けることによって自分の意思を持ってライ
ブを見に来ています。つまり、ある程度購入
意欲の高い顧客が主要な視聴者であると言え
るでしょう。その時重要になるのが、事前に
ライブ配信の告知を行うことによって必要な
トラフィックを確保することです。シェアし
た告知を顧客がSNSを用いて、さらに他の顧
客へと拡散してくれるような状況を作り出す
ために適切なタイミング・方法でのライブの
告知をすることが求められます。

ライブコマースを取り入れることにで、メー
カーが顧客と直接的にやり取りして購入に至
る状況が見られるようになりますが、ここで
中心となっている顧客は10~20代のミレニア
ル世代です。彼らはインターネットやSNSを
使いこなす人々が多いため、ライブコマースを
取り入れたマーケティングによってリーチす
ることはが比較的容易だと言えます。今後、よ
り上の世代への導線をどうやって設けるのか
ということです。

配信をトラッキングすることによる改善
ライブコマースの配信をただ行うだけでは、
継続的な成長を実現することは難しいでしょ
う。オンラインを介して商品を販売すること
によって、従来追跡しにくかった購入率や流
入経路といったデータもリアル店舗に比較し
ても取得しやすいと言えますが、そのために
は事前に配信のログを解析する基盤を整えて
おくことが必要です。特に日本ではまだまだ
ライブコマース自体が黎明期であるため、参
考になる事例も多くありません。自分たちが
行なった配信をトラッキングして、そこで得
たデータをもとに愚直に改善を行なっていく
姿勢が重要になるでしょう。

オフラインの販売店からライブコマースの
配信を行うことは、ひとつの答えとなるで
しょう。ミレニアル世代以外の人々がライブ
コマースを知るきっかけを作ることによって、
ライブコマースが持っている威力を多方面に広
げていくことが可能になると考えられます。

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

ライブコマースで「買う」という体験
以上のワクワク感をどのように作り出
すことが出来るでしょうか？

ユーザー確保

幅広い世代を
巻き込む

配信トラッキングに
よるデータ活用

ライブコマースに馴染みのない世代に
簡単に楽しく使ってもらうためにやる
べきことはなんでしょうか？

より重要なパーソナルデータを共有して
もらうためには、どのようなユーザー体験
を提供するべきでしょうか？
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HOW WE APPROACH

私たちが考えるアイディアの一つ

家電品業界で見られる興味深い変化
未来への予兆・シグナル
家電業界において見られる新しいユーザーエクスペリエンス
を提供するアプローチを紹介します。
実店舗をメディアとして扱い、リアルの価値
を最大化する体験

核分裂マーケティング

「蔦屋家電＋」では、商品をただ売るだけで
なく、メディアの機能を有することで、顧客
にとって実物を見て販売員とコミュニケー
ションを取る場所として機能しています。
Challenge 01でも触れた通り、近年、顧客
は店舗で実物を確認するものの、購入自体は
より価格の安いネットで行なうといった
「ショールーミング現象」が見られるよう
になりました。「蔦屋家電＋」では、この導
線がお客にとって最も便利であるということ
を認めた上で、現地で商品を確認すること自
体を1つの体験として顧客に提示しています。
ここでは、商品自体は販売していないため、
顧客は気軽に商品を体験することができます。
また、顧客との対話の中で得た商品への
フィードバックをメーカーに提供すること
で、メーカーにとっても有益な場として成立
しています。「蔦屋家電＋」は来場者に商品
を販売しない代わりにメーカーから出展料を
得ることで安定した収益を得ることができて
いる点も特徴です。

近年、中国で流行っているのが核分裂マーケ
ティングという手法です。この方法は、まず
はじめに起点となる幾つかの人物を作成して
から、SNSなどを通じてその人の周辺の人
物にリーチしてもらいます。これを受け取っ
た人物は同様にその周辺人物へのリーチを行
います。これを繰り返すことで、最終的には
その拡散スピードが次第に速くなり、点から
線へ、最終的には面的な領域をカバーするた
めのプロモーション手法です。

このようにリアルな店舗の価値を最大化し
つつ、持続可能性も兼ね備えている事業モデ
ルが登場しています。

プロダクトプレイスメントIRL
生み出される価値
ブランドは空間（ホテル、コワーキングス
ペース、モデルハウス、車のディーラー、
携帯電話ショップなど）と戦略的なパー
トナーシップを結び、生活者の日常にお
いて商品を適した空間・瞬間に展示・
紹介。これにより、これらの商品の認知
度が向上するだけではなく、商品を試し
たりその場で購入することも可能になり
ます。

・生活者が偶然にブランドや商品を
発見し、それらに接することので
きる場所に設置することで、ブラ
ンドや商品の露出を増やします。
・パートナーシップを結ぶことによ
り、家電を体験に織り交ぜ、顧客
との関係を構築するきっかけを得
ます。
・商品を試す機会は、顧客に確実な
情報を与え、オンライン購入も促
します。

ポイントとなるのは、SNSを通じて拡散
してもらうためのインセンティブの設定や最
初の点をいかにして生み出すかということに
なるでしょう。

興味を持った生活者は、QRコード
をスキャンすることにより、より詳
しい情報やレビューなどを閲覧し、
商品を購入することも可能に。
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