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ファッション業界におけるOMOトレンド

需要の低下により、日本のファッション
業界にも進化が求められるように
コロナ禍において、生活者はこれまで以上に
デジタルツールを利活用する必要性に直面し
ています。これによって、慣習的な事項が多
く、体制が変化しにくいと言われるファッ
ション業界にもオンラインの要素が浸透し
てきています。この傾向はコロナ以後も残り
続けていくと推測されます。
ファッション業界では兼ねてから「供給過
剰問題」の存在が謳われていました。現在、
アメリカでは年間1300万トン、日本でも年間
100万トンの衣服が廃棄されています。2018
年にはイギリスのファッションブランド「バー
バリー」が売れ残った新品の衣料品などおよ
そ3700万ドル相当を焼却処分すると発表
し、世界中から非難を受けることになりまし
た。
コロナ禍による、世界規模での経済のスロー
ダウンは、この大量生産・大量消費の状況を捉
え直す機会をもたらし、これを起点に消費者の
価値観が変化する可能性を秘めています。
イタリアを代表するブランドのアルマーニの
創始者であるジョルジオ・アルマーニも
2020年4月2日に公開した書簡において「今
回の危機は、業界の現状をリセットしてスロー
ダウンする貴重な機会」と述べています。
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ファッション業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING

オンラインサービスやツールが一般に
浸透しつつある状況を前提に組み立てる

CHALLENGE 01

オンラインサービスや
ツールの浸透

近年オンラインショッピングを行う生活者が
ますます増えており、デジタルでの体験の比
重が増加しています。三井住友カードが実施
した2020年の調査において「2020年4月〜
7月のオンラインショッピングで買い物をした」
と回答した人は78.4%、2019年に比べて
1
35.6%の生活者が増えたと回答しています。
コロナ禍による影響を受けて、これまで
リアルな場を中心として販売やショーなどの
活動を行うことが多かったファッション業界
はその形態の変更を余儀なくされました。多
くの企業はその代替案としてデジタルツール
の導入を積極的に検討するようになりました。
デジタルテクノロジーを用いたファッション
テックについての取り組みはいくつかの企業に
よってここ数年ほど活発に進められてきまし
たが、この状況を受けてより多くの企業によっ
て多様な形の実践が行われています。
デジタルサービスやツールが浸透しつつあ
る状況においては、日常的にその恩恵を受け
ている目の肥えた顧客を失望させないような
体験設計が重要になるでしょう。
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WHAT’S NEXT

従来よりも包括的な状況を意識した
体験設計が必要に

デジタルの体験ありきでリアル体験を設計
することが必要に

AR、 VRのファッションテックへの応用が
進む

これまでは店舗での体験があって、その補助
的な要素としてオンラインの体験が設計され
ていました。しかし、オンラインの体験が
サービス内に浸透しつつある今、オンライン
での体験設計もとにオフラインの体験を設計
するといった相互作用的な関係性も生まれて
います。

コロナ禍の影響によって、自宅でも手軽に商
品の全体感やサイズ感をつかむための方法と
してARやVRのツールの実験・導入が進んでい
ます。これらの技術を単純に商品のビューワー
として活用するだけではなく、展示会を行う
例も出てきています。ARやVRを活用する場
合、そのブランドの世界観をそれぞれの顧客
がいる場所で表現することができるため、こ
れまでの展示会や販売の形態が変わる可能性を
秘めています。

これによって、オンラインの体験とオフラ
インの体験の用途もより明確な差を持ったもの
として扱われるようになるでしょう。例えば、
ある程度汎用化されたサービスに対してのオン
ライン、個別のサービス・プロダクトの体験
のような代替不可能な要素に対してのオフラ
インといった住み分けで利用することがある
かもしれません。オンラインでしか体験でき
ない独自の体験を提供した場合、オフライン
のサービスで何を提供するべきかを、これま
でとは異なる発想が必要になるかもしれませ
ん。
また、販売員の役割も、オフラインの中だ
けに留まらず、オンラインとオフラインを通
して、単なる販売員としてではなく、ブラン
ドプレゼンテーターとしての役割を求められ
ることになるでしょう。
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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

デジタル起点

関連サービスとの連携可能性が高まる
近年、ファッション領域でのデジタルサービ
スやツールの浸透により、多くの人がオンラ
イン上での衣類の購入や売却を行うように
なっています。これは顧客が利用してるその
周辺サービスとの連携を生み、新たな顧客の
獲得機会を生み出す可能性を秘めています。
例えば、メルカリでは日常での利用場面が多い
クリーニング店で「メルカリポスト」を設置、
さらに梱包資材を配布しています。これに
よって、「メルカリ」利用者においては発送
作業がより手軽になる上に、クリーニング店
においては店舗への来店促進を見込むことがで
きます。そして同時に、連携している周辺
サービスが顧客との生み出す新たなタッチポ
イントにおいて、従来、アクセスできなかった
行動データを得られる可能性もあります。こ
れによって、今後新たな事業展開が見えてく
る可能性もあるでしょう。

AR・VR
ファッションテック活用

どのようにテクノロジーを使えば、生活者
はよりエンゲージメントを高めてくれるで
しょうか？

新しいヴァーチャルな空間でどのような新
しいブランド体験を提供できるでしょうか？

生活者の体験をより高めるために誰とどのよ
うにコラボレーションするべきでしょうか？

周辺ビジネスとの
コラボレーション

X
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ファッション業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING
コロナ禍を経て顧客が価値を感じる
ポイントが変化しつつある

CHALLENGE 02

顧客が持つ価値観の変化に
よる新たな関係性の登場

近年オンラインショッピングが普及してきて
いるものの、ファッション業界は依然として
路面店を出す傾向があったり、大規模なファッ
ションショーを世界各地で開催したりとオフ
ラインでの体験を重視する慣習も強いといえ
ます。しかし、コロナ禍の影響下でこれまで
のような体験をそのまま実施する訳にもいか
ず、オンラインでの体験を取り込んだ新たな
可能性を模索してきました。また、生活者も家
から出ることができない状況が続いたことで、
生活環境が大きく変化することになりました。
コロナパンデミックによって顧客やそれを
取り巻く環境の変化は、顧客に新たな気づき
を与え、彼らが消費行動について持っていた
価値観について考えなおすきっかけになって
います。企業は顧客の価値観の変化を敏感に
捉え、彼らの価値観にマッチする製品・サー
ビスを提供できるよう試みる必要があるで
しょう。
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WHAT’S NEXT

新しい行動様式、価値観に合わせて
柔軟で今までとは違う施策を考える

近年、ネットショッピングに対する心理的
障壁がますます低下

コロナ禍によって生活者の価値観が変化
しつつある

若年層を中心としてフリマアプリやネット
オークションを用いた生活者感取引が日常的
なものとなっている。これら取引の大半が
パソコンからではなく、スマートフォンを用
いてなされている点にも注目しておきたい。こ
れは特に若年層にとって、最も身近にあるデ
ジタルデバイスはスマートフォンであること
を示している。

2011年に起こった東日本大震災によって、社
会で「絆意識」が高まり、家族回帰や次世代
を想うような行動様式が増加したことは記憶
に新しい。これと同様に、コロナ禍によって
生み出された家から出られない状況は生活者
に様々な気づきをもたらし、それは生活者の
価値観、そして消費行動にも影響を与えつつ
あります。例えば、その1つとして直接店舗
に出向かないで商品を購入することに価値を
感じる生活者が増えていることが挙げられる
でしょう。ファッション業界特有の変化とし
ては、ファッションショーやイベントの延期
や中止による影響を受けて、これまでの消費
サイクルを見直そうという動きが見られてい
ます。このような生活者の価値観の変化に加
えてファッション業界自体の変化を考慮した
サービス設計が重要になるでしょう。

加えて、最近はInstagramのようなSNSを
ショッピングに活用する事例も多く見られる。
Instagramの場合、顧客は商品を「発見する
ためのメディア」としてだけではなく「購入
検討するためのメディア」として利用し、企
業は顧客との新たなコンタクトポイントとし
て活用しようと試みている。

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

デジタル
エクスペリエンス

消費サイクルの変化

ファッションが持つ「５感に訴える」
戦略をどのようにオンライン表現出来る
でしょうか？

生活者の新しい価値観・ライフスタイル
に併せてどのようなブランドメッセージ
を届けるべきでしょうか？

従来のビジネスモデルに依存しない生活者と
の新たな関係性を構築することが必要に
従来、ファッションにおけるビジネスモデル
と言えば路面店を出すことが前提となってい
るものが多くありました。しかし、これまで
に示したような生活者の価値観の変化を見て
みると、その形態に固執し続けることが得策
ではないということは明らかです。そのため
に、企業はInstagramやFacebookのような
SNSを活用したOMOの施策やポップアップ
巡回などによって、これまで行われていたビ
ジネスモデルから脱却する必要があります。

POP-UP店舗

デジタルサービスとPOP-UP店舗で生活者
にどのようなブランド体験を届けることが
出来るでしょうか？

X
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HOW WE APPROACH

ファッション業界で見られる興味深い変化
未来への予兆・シグナル

私たちが考えるアイディアの一つ
カスタマーカルテ

ファッション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。
スマートフォン普及時代のARによる
ブランド体験
日本の「HATRA」「objcts.io」といった
ブランドは、ARを用いることで顧客自身の
スマートフォンから自宅にいながら商品の
サイズや質感を確認したり、展示会のよう
な体験ができる仕組みを提供し始めていま
す。「HATRA」の場合は「STYLY Mobile」
というクリエイター向けのVR/AR/MR用プ
ラットフォームを「objcts.io」の場合はAR
ShowroomingというECプラットフォーム
「Shopify」のAR機能を用いてシステムを
構築しています。
VRやMRといった選択肢もあるものの、
ARを用いる最大のメリットは顧客が持って
いるスマートフォンで体験できる点でしょ
う。オンラインショッピングを行う人のうち、
大半の顧客がスマートフォンを用いている
ことを考えるとその親和性は高いと言えま
す。また、すでに存在するプラットフォーム
を用いれば比較的安価に素早く提供するこ
ともできるため、実験的取り組みとしても
導入しやすい点も魅力です。
今後ファッション業界においてARを活用
したサービス展開は増加していくものと予
想されます。

顧客との新たな関係性を築くD2Cモデル
海外では「allbirds」、日本では「FABRIC
TOKYO」などの企業が、デジタルマーケ
ティングに特化したD2Cと呼ばれるモデル
の成功事例を作り始めています。D2Cモデ
ルでは、SNSや店舗を通した顧客とのダイ
レクトな対話や垂直統合したサプライチェー
ンを武器に、新しい消費の価値観を持つミレ
ニアル世代以下のターゲットとの新たな関係
性を構築してビジネスを行なっています。こ
のような新たなビジネスモデルは、決して一
過性のものではなく、大きなパラダイムシフ
トとなることが予想されると同時に、それを
実施する企業の数もますます増えていくで
しょう。

生み出される価値
お客様をより理解し関係を深めるため
の、技術を活用した実店舗のスタッフ
向けのツールです。お客様を入店時
に認識し、スタッフにお客様に関す
る重要な情報を共有することにより、
パーソナライズされた体験を店舗で
提供できるようになります。またお
客様の好みや購入履歴に基づき、適
したスタッフをマッチングします。

・ファッションアドバイザーがお客
様とより深い関係を育むことによ
り、ロイヤルティや顧客価値を高
めることができます。
・個人情報を取得していたとしても、
ファッションブランドはお客様の生
活の一面、即ちスタイルに関する
側面しか理解できていません。
カスタマーカルテでより広い見方
を養うことができます。

アドバイザーにはオンライン・オフラ
インにおける顧客の過去の行動に関す
る重要な情報が通知されます。
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