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FMCG業界におけるOMOトレンド

コロナにより、FMCG購入は
オンラインにシフト
FMCG業界では以前から拡大しつつあった海
外進出や高付加価値商品へ力を入れる動きの
他に、新型コロナウイルスや外出自粛の影響
により、売上が増加する製品と減少する製品
が大きく分かれたこと、そして購買チャネル
のオンライン比率が拡大した事が特徴的でし
た。コロナ対策や新しい生活様式に関連した
製品の売上は大きく伸び、またEC需要は拡
大したものの、中国からのインバウンド顧客
数減少や外出機会の減少により売上が大きく
下がる商品もあり、商品による明暗がはっき
り分かれています。
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FMCG業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING

コロナ禍によりオンラインシフトが
急激に加速

CHALLENGE 01

利便性と体験をオンライン
とオフラインで

FMCG業界に起きた最も大きな変化は、購買
チャネルの移行です。コロナ禍において生活
者の外出機会が減少するに伴い、生活者の購
入行動がオンラインチャネルへと移行しまし
た。この流れは自粛期間終了後ににおいても
続いており、オンラインの売り上げは続伸し
ています。
オンライン売り上げ続伸の背景としては、
コロナ禍をきっかけにオンラインをあまり利
用してこなかった顧客層が、オンラインチャ
ネルを利用するようになったことが考えられ
ます。
外出自粛期間中は、アルコール、お菓子、
インスタント食品、冷凍食品、お菓子作り商
材、携帯ゲーム機等、家で生活を楽しむ製品
の売り上げが好調となった一方、日焼け止め、
化粧品等の需要が減少しました。外出自粛期間
後は、化粧品、アパレルの売上は回復したが、
フェイスシールド、自転車等の「新たな生活
様式」にむけた需要がより高まりました。
オンラインでの商品購入へのハードルが下が
り、その利便性が理解されつつある今、顧客
はオフラインならではの体験を求める志向に
変化しつつあると言えるでしょう。
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WHAT’S NEXT

WHAT’S THE CHALLENGES NEED TO BE SOLVED?

店舗へ行きたくなる動機付けを
オンラインでもワクワク感を

今取り組むべきチャレンジ・チャンスエリア

実店舗に足を運んでもらう

実店舗でも利便性を

商品の実物を自分の目で見て選ぶというEC
では実現出来ない体験を可能にする場所が実
店舗です。しかしながら、元々知っている商
品を購入する場合は、オンラインでの購入を
する生活者が今後も増えていくと考えられま
す。

依然として現金での支払いが主流であるもの
の、FMCG商品のような少額決済にキャッシュ
レス決済を利用する人は増加しています。コ
ロナ禍により政府から推奨されている「新し
い生活様式」ではキャッシュレス決済が推奨
されていることや、各社がキャンペーンや割
引などを提供したり、高いポイント還元率を
打ち出していることも、キャッシュレス決済
の拡大を後押ししていると言えるでしょう。
このような実店舗でのキャッシュレス決済の
導入やセルフレジの導入により、店舗での購
入に利便性をもたらす事が、実店舗へのユー
ザー誘導に必要不可欠になっていきます。

生活者の購買行動がオンラインへと移行し
つつある今、実店舗に足を運んでもらうには
期間限定のポップアップストア等、オンライン
では出来ない店舗ならではの付加価値や体験
を訴求していく事が必要不可欠です。また、実
際の店舗を持つ事のメリットは、ブランド
コンセプトを店舗を通して伝えられること、
そして、商標施設で実際に商品を販売する事
で生活者からの信頼を得られることなどがあ
げられます。
このように生活者に実際に店舗に足を運ん
でもらう体験がブランドイメージ向上やファン
の獲得に繋がり、オンラインとの相乗効果を
生み出すことに繋がると言えます。
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オンラインにもワクワク感を
EC市場のトレンドとしては、メーカーが自
社のチャネル経由で直接エンドユーザーに商
品を販売するD2Cモデルや、Line、
Instagram、Twitter等のSNSを活用して生
活者との関係性を強化するSNSマーケティン
グや、生活者が商品に関連する動画を視聴し
ながら商品購入することができる動画コマー
ス等が台頭してきています。このように生活
者が商品をより身近に感じられる手法を通し
て、オンラインでの購買にもワクワク感をも
たらす事が、顧客の心を掴むために重要に
なっていきます。

実店舗で体験を

利便性を上げる

オンラインでも
ワクワク感を

実店舗では料理デモを行ったり、教
育コンテンツを提供したり、生活者
をエンパワーメントするチャンスが
多くあります。

利便性を高めてストレスなく楽しんで
もらえる店舗にするために出来ること
は多くあります。

オンラインで新しい商品に出会う喜
び、触る喜びをどのように表現でき
るでしょうか？
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FMCG業界の動向・起こっていること
WHAT’S HAPPENING

データを活用しながら、より良い体験を
オンライン・オフライン通じて提供する

CHALLENGE 02

生活者に愛され
ライフスタイルの一部に

コロナ禍の外出自粛期間をきっかけに、オン
ラインでの商品購入へと購入チャネルが移行
しつつあります。オンライン上で得られる顧
客データを蓄積し、利用することがFMCG市
場での生き残りにおいて重要になってきてい
ます。また、テクノロジーを活用することで、
オンラインでは得られないような、店舗のみ
で得られる顧客データも得られるようになっ
てきました。
オンラインで得られる顧客の購買行動や、
それ以外のオンライン上での顧客行動の
データ、店舗での顧客の購買行動のデータ等
が両方のチャネルから得られます。
オンライン、オフラインのみに特化せず、
それぞれの特性を生かして顧客のパーソナル
データを蓄積すること、そして両方のチャネ
ルを通して顧客ごとに最適な提案をしていく
ことが、商品を生活者のライフスタイルの一
部にしていくためには必要不可欠です。つま
り、これらのデータを適切に活用することが、
FMCG市場において大切であり、製品が顧客
に愛され、そしてその製品をできるだけ長く
愛用してもらうことに大きく寄与するでしょ
う。
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WHAT’S NEXT

パーソナルデータを活用し、それぞれのユ
ーザーに最適な価値を提供すること

OMOで探究を促す

D2Cで補充

オンラインのみ、オフラインのみでの購買で
起こり得るデメリットを解消するのがOMOで
す。OMOの実現により、オンライン、オフラ
インの区別なく、あらゆる購買行動のパーソ
ナライゼーションが可能となります。AIやセ
ンサーデバイス等のテクノロジーの発展によ
り、実店舗内における顧客の購買行動は、
データとして蓄積することができるようにな
るでしょう。また、実店舗とEC顧客を同一
人物として捉えることができれば、そのパー
ソナルデータを用いて、ECと店舗、どちらの
チャネルに置いても、顧客ごとにより価値の
高いサービスを提供することが可能になると
考えられます。

コロナ禍においてオンラインでの購買行動が拡
大している今、D2Cを通じた顧客獲得が今後
のビジネス拡大のキーとなると考えられます。
D2Cの大きな特徴は、企業が独自の世界観を
持ち、ユニークな体験を生み出せる商品を作
ることで、低コストで独自性とオリジナリティ
を発揮する事ができる点です。

商品の配置が鍵を握る

D2Cで顧客を得た後に注力すべきポイント
は、安定した収益に繋がるような、定期購入
やサブスクリプションサービスの購入を促す
事です。これらのサービスを提供するにあたり、
顧客のニーズに応じて商品・サービス内容の
アップデートをすることや商品の選択肢を増
やすこと、そして複数の課金方法を持つこと
が、顧客に長期的にサービスを利用してもら
うことに繋がるでしょう。

実店舗において、商品の陳列場所は売り上げ
に大きく影響を与える要員です。どの配置が
良いのか調べるために、実店舗にカメラを設
置し、顧客行動を把握し、その行動を分析す
る店舗も出てきています。
購買以外のデータ
オンラインでの購買行動が拡大している今、
D2Cによる販売を通して、購買のデータだけ
でなく購買以外の顧客行動のデータを集積し、
そのデータを顧客との接点体験（CX）や
CRM（顧客関係管理）、そして自社商品や
サービスの改善に活用していく事が、他社と
の差別化や顧客ロイヤリティの向上に大きく
寄与していくでしょう。

１

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

OMO

＞

EC

店舗を持たないD2Cビジネスでの新規顧客
獲得の手段としては、Facebookや
Instagram、YouTube等のSNSが代表的です。
SNSを活用することで低コストでターゲット
の顧客にリーチすることが可能となるため積
極的に活用されています。

顧客の動きを把握し
陳列配置

購買以外の
データ活用

実店舗にいるユーザーを特定して
パーソナライズした提案をするには
どうするべきでしょうか？

顧客の動きを把握することで提供で
きる新しいユーザー価値はなんで
しょうか？

どのようにオンライン上で購買以外の
データを蓄積し、より良いユーザー体
験に反映出来るでしょうか？
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HOW WE APPROACH

私たちが考えるアイディアの一つ

FMCG業界で見られる興味深い変化

トレジャーハント

未来への予兆・シグナル
生み出される価値
ネット購入やホームデリバリー利用が急拡大
した影響は今後も続き、ECにおけるB to C
のFMCG市場の拡大が予測されます。新た
な生活様式を強いられている今、ニューノー
マルへ対応したリーンな組織づくりの推進が
必要だと言えるでしょう。
今後企業が直面する課題として考えられる
のは、AIや顧客データの更なる活用です。AI
による需要予測の技術はその代表的なもので
しょう。AIによる需要予測により、在庫リス
クを限りなく低下させる事で、購入希望商品
の欠品がない状態を担保することができるよ
うになります。その結果、コスト削減と顧客
満足度の向上に繋げることができます。顧客
データの活用の例としては、電子棚札が考え
られます。電子棚札の普及により、多くの小
売業でダイナミックプライシングが採用され
ることが予測されます。AIによる適正価格算
出を活用することで、在庫状況や需要数、他
店舗の価格などを反映した適正価格を何回で
も自動的に反映させることが可能となるため
です。また、顧客データを活用することで、
ロイヤルユーザーに対してのみ割引価格を表
示するなど、多様な価格設定も可能となっ
ていくでしょう。その他にも、今後はVRの
技術を駆使したバーチャル店舗のような店舗
も増えていくことが予測されます。

このようにFMCG市場において、オンラ
インとオフラインの境界が曖昧になり、あら
ゆる購買行動のパーソナライゼーションが実
現し、顧客の満足度が向上していくこととな
るでしょう。このようなリーンな組織づくり
の推進のためには、D2Cを利用し、顧客の
生の声を商品開発につなげつつ、実店舗にお
いてもオンラインでは実現できない体験を提
供し、OMOによってオンラインとオフライ
ンの相乗効果を得ていくことが重要です。

ARアプリを通じて実際のお店空間を
探索しながら楽しんでもらうモバイル
アプリ。商品を検索しながら、お店の
どこに陳列されているかがわかる、お
店にある在庫やショッピングモール内
の他の店舗に類似商品があるかもすぐ
に分かります。道案内をサポートしな
がら、ARを活用し、クーポンや
オ フ ァーも偶然発見できて、楽しみ
が増えます。

・来店者のオンラインIDと来店記
録、購入意欲をリンクさせます。
店舗内を探検し、実店舗における
新しい体験を提供します。
・来店者のデータをブランド間で
共有し、クロスブランドの洞察を
抽出したり、包括的に来店者を理
解するために活用できます。

モバイルアプリのARを活用
しながら店舗内を散策し、
クーポンやオファーなどを発
見できます。
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