
ホワイトペーパー

お客様の
期待に応え
それを超えるためのニューノーマル

http://www.mahh.com


2

はじめに
COVID-19の影響は、デジタルへのシフトが加速する中、消費者の期待と要求に大きな影響を与え
ています。2020年、世界の小売業のeコマース売上高は約28％増加したのに対し、小売業全体の売
上高は3％減少したことを考えてみましょう1。
本レポートでは、消費者の期待とそれに応える小売業者の能力に関する独自のスポンサー調査に基
づいて、このような変化の中で生まれたテクノロジーを駆使した消費者のトレンドを探ります。

› オンラインでの成長を実現する機能
› 在庫の一元管理
› 顧客に関連するものを認識
3,500人の成人（18歳以上）の消費者を対象に、実店舗の役割、革新的なフルフィルメント・オ

プション、在庫の可視化、利便性、チャネル間の一貫性、そしてコマースの変化に対する感情や
態度について調査しました。実店舗の役割、革新的なフルフィルメントオプション、在庫の可視
性、利便性、チャネル間の一貫性、コマースの変化に対する感情や態度について調査しました。

1,000人の経営者または上級管理職の回答者は、Tier 1の小売業者を代表しています。(1,000人
の経営者または上級管理職の小売業者が、食料品、家電、DIY・ホームインプルーブメント、美
容、スポーツ用品、ファッション、ペットなどの分野で、eコマースのサポート、顧客との摩擦
の軽減、フルフィルメントオプションの増加などを目的としたテクノロジーベースの投資計画に
ついて調査を行いました。

消費者および小売業者の回答者は、以下の国に在住しています。フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、
英国、米国。

*本レポートの調査結果は、2021年1月から2月にかけ
てオンライン調査で実施された消費者および小売業
者の一次調査に基づいています。



TREND #1:

オンラインの成長を
実現する能力

2020年4月の第1週には、各国政府がCOVID-19の蔓延を食い止めるための対策を講じたため、世界人口の半分以
上が封鎖されました2。運営する必要のない小売店、レジャー施設、ホスピタリティ施設がすべて閉鎖されたた
め、多くの企業はオンラインサービスを迅速に立ち上げたり、拡張したりしなければなりませんでした。
このパンデミックはeコマースの成長に大きな影響を与え、2021年には世界全体の成長率が14.3％と鈍化する
ものの、この成長は継続すると見られています。したがって、小売業者が対応しなければならない最も重要な
トレンドは、オンライン注文を柔軟かつ効率的に処理し、利益を上げる能力です。

消費者の期待
調査対象となった消費者の4分の3以上（78％）が、オンライン、カタログ、モバイルアプリ、
コールセンターなどで買い物をする際に、宅配サービスを最も重要な配送サービスの一つと考
えています。

また、消費者は柔軟な配送日やコストの選択肢を求めています。3分の1以上（34％）がオンラ
インでの注文に対応する宅配業者と配達日を選択できることを希望し、18％が異なるコストオ
プションを持つ宅配業者を選択できることを希望しています。

しかし、柔軟な配送に対する要求にもかかわらず、高額な配送料（55％）に比べて、不便な配
送日（11％）は、消費者がチェックアウト前に注文を放棄する可能性が低い。したがって、小
売業者は、たとえ柔軟性に欠ける配送日を提供することになったとしても、競争力のある配送
コストを優先すべきである。

小売業者の能力
小売業者のオンライン・フルフィルメント機能は、消費者の期待に比較的よく合致している。
小売業者の回答者の10人に6人近く（57％）が、顧客に最も人気のある配送方法は「自宅配
送」であり、次いで「クリック＆コレクト」（3  0％）、「非接触・郊外集荷」（12％）と
なっている。しかし、「2日以上」や「翌日」の集荷を行っている回答者はわずか5％でした。

さらに、小売業の意思決定者のうち、10人に4人（44％）が、自分の組織ではオンラインでの
注文を店舗の在庫から回収して発送することができると回答しています。一方、約30％は、自
社のトラック（37％）や宅配業者（33％）を使って、地域の配送センターから注文を受けて
いると回答しています。

消費者の宅配への欲求が高まっているにもかかわらず、小売業の回答者の約5分の1（17％）
は、店頭在庫からの注文を集荷のみで処理している。このことから、オンラインでの注文とフ
ルフィルメントのプロセスを合理化し、中央の配送拠点だけでなく近隣の店舗からの注文フル
フィルメントを編成することで、宅配を最適化できる可能性があると考えられます。

半数以上（55％）の
消費者が、配送料の
高さを理由にオンラ
イン注文をチェック
アウト前に放棄して
います。

ドイツの小売業者
がリードしてお
り、11%がオンラ
インでの注文に
カーヴサイドピッ
クアップ（非接触
型受渡）を提供し
ています。

0% 20% 40% 60%

最も人気のあるオンライン・フルフィルメント・オプション

自宅配送

Click & Collect 
(店頭受け取り/BOPIS)

非接触型受け取り 
(カーブサイド)
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TREND #2

一元在庫表示
小売業者は、最適なトータル・オファーにおいて、店舗が果たすべき役割を見落としてはならない。オンラインで
買い物をする消費者が増え、店舗ベースの資産の価値を高めることができる柔軟なフルフィルメントの選択肢を期
待するようになると、店舗の役割はより戦略的なものになるだろう。

イギリスの小売業者の80％が、2020年には店舗からのオンライン注文の受け取りを可能にすると考えられていま
す3が、このことは、単一の在庫表示の必要性をこれまで以上に強く感じさせるものです。そうすれば、小売業者
は、店舗での在庫状況を妥協することなく、オンラインでの在庫状況を最適化することができます。

消費者の期待
消費者の4人に1人（40％）は、オンラインで最もお得な商品を探し、38％は商品の詳細を確
認し、35％は在庫状況を確認します。そのため、在庫を一元的に把握するだけでなく、それを
お客様や店員に公開することが有効です。

例えば、商品の在庫がない場合、5分の1以上の消費者は、店員に近くの店で購入できるかどう
かを確認してもらいたい（21％）、または自宅や店舗に配送するよう注文してもらいたい
（21％）と考えており、店頭でのインタラクションの重要性がさらに高まっています。しか
し、17%の人は、家にいながらオンラインで注文したいと考えています。

また、大多数（65％）は、ソーシャルメディアを通じて小売店と交流することに前向きです。
評価やレビュー（3  1％）、小売店自身との直接対話（27％）が最も人気のあるソーシャル・イ
ンタラクションの形態です。さらに、4分の1以上の人が (26％）がソーシャルメディアでの
チェックアウトを利用したいと考えており、在庫の可視化と割り当てがいかに重要であるかを
示しています。

小売業者の能力
在庫をリアルタイムで把握できる小売業者は、チャネル間の在庫レベルを最適化することで差
別化を図ることができます。しかし、小売業者の回答者のうち、返品された商品を店頭に戻し
たり、オンラインで購入できるようにしていると答えたのは、わずか3  分の1（3  4％）に過ぎ
ません。

小売業者の大多数（81％）は、店舗とオンラインのオペレーションが相互につながっていま
す。しかし、商品が在庫切れの場合、お客様がオンラインで注文し、フルフィルメントのオプ
ションについてアドバイスを受けることができる（48％）、オンラインで購入して店舗で返品
することができる（46％）、または店舗で購入してオンラインで返品することができる
（41％）と回答したのは40％にとどまりました。

約10社のうち1社（9％）の小売業者は、返品された商品をまず配送センターに返送してお
り、返品作業は困難なものとなっています。そのため、オーダーフルフィルメント業務とその
返品プロセスを改善することで、消費者がすべての在庫にアクセスできるようになり、返品さ
れた商品もすぐに手に入るようになるため、より一貫したショッピング体験を提供することが
できます。

35%の消費者は、
在庫状況を確認す
るためにオンライ
ンで検索します。

店頭で在庫がない商
品をオンラインで注
文できるようにして
いる小売店はわずか
40％。

消費者がメインストリートでの買い物に備えてオンライ
ンで行う活動
ベストオファー
を探す
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商品詳細を確認

在庫の確認



TREND #3:

　お客様にとって何が重要かを認識
現在、消費者は、さまざまなオンラインチャネルを使って小売業者とやり取りし、注文した商品を自宅や店舗に
届けてもらうことを期待しています。そのため、摩擦を減らし、サービスレベルを最適化するためには、それぞ
れのお客様に最も適した選択肢を特定することが不可欠です。

欧州では、昨年、ほとんどの買い物を実店舗で行ったと答えた人が24％しかいなかったことを考えると、店舗で
の受け取り時間を最小限にし、返品を合理化し、行列を減らして顧客を安全に帰すことが重要である4。

消費者の期待
欧州におけるモバイルの非接触型取引は、2020年第1四半期に倍増しました5。しかしながら、消費
者の3  分の1以上（3  6％）は依然として従来型の販売チェックアウトを好んでおり、セルフチェック
アウトを好んでいるのは17％に過ぎず、小売業における人と人との触れ合いの価値が変わらないこ
とを浮き彫りにしています。

また、半数近く（46％）の消費者が、店員が提供するサービスの中で最も重要なのは、購入候補品
に関する商品知識であると考えています。そのため、店員がリアルタイムの情報にアクセスできる
ようにすることで、単に支払いやフルフィルメントを行うだけでなく、店舗でしか得られない具体
的な顧客体験を向上させることが、これまで以上に重要になってくるでしょう。

先に述べたように、小売業者の顧客と店員の両方にリアルタイムで商品や在庫の情報を公開するこ
とで、サービスレベルが向上します。例えば、消費者の半数以上（52％）が、商品購入の前後に小
売店と連絡を取る際、Eメールを好むと回答しています。また、3  分の1（3  6％）は、ウェブやモ
バイルのチャットを好みのコミュニケーション手段の一つとしています。

小売業者の能力
顧客の期待に応えるため、調査対象となった小売業の上級意思決定者のほぼ全員（99％）が、店員
に携帯電話を持たせていると回答しています。しかし、店頭での接客や店頭での会計に携帯電話を
利用できるのは50％にとどまっています。

にもかかわらず、回答者の約3分の2は、店員が行う最も重要な業務のトップ3に、在庫状況の確認
（64％）と商品知識の提供（63％）を挙げています。また、「商品の体験談を伝える」「商品ライ
ンのアップセル・クロスセルを行う」（58％）も3番目に挙げられています。

チャネルを超えて顧客に単一の在庫ビューを公開すると同時に、販売を保存したり、顧客にクロス
セルやアップセルをしたりするために、店員にこの知識を公開することも重要であることがわかり
ました。ここでは、約3分の2の小売業者が、携帯端末を使ってネットワーク全体の在庫情報を店員
に提供している（67％）。

今回の調査で
は、36％の消費
者が店頭で従来
の販売レジを利
用したいと考え
ています。

ドイツの小売業
者は、店内での
最高レベルのカ
スタマーサービ
スや、ショップ
フロアでの
チェックアウト
を可能にする方
法をリードして
います。

店員が店頭で携帯端末を使って行う作業

顧客の取引を統合的
に把握

ネットワーク上の在庫全
体を把握

店内での接客 店頭でのチェックア
ウトのオプション

0%

80%

20%

60%

40%
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小売業のアクションポイント
今回の調査結果は、今日の小売業にとってテクノロジーがいかにミッション・クリティカルなもの
になっているかを明確に示しています。小売業者は、最新で常に最新のクラウドベースのソフト
ウェア・ソリューションを使用して、アジャイル性を維持しています。

TREND #1

オンラインでの成長を
実現
小売業の回答者の4分の1（26％）は、今
後1年間のビジネスプロフェッショナル
のトップ3に顧客サービスソリューショ
ンを挙げています。しかし、それらは以
下のことができなければなりません。:

› 配達日の柔軟性を犠牲にしてでも、オ
ンライン配送のコストを競う。

› 宅配への期待の高まりを補うために、
非接触型／郊外型の配送の可用性とス
ピードを向上させる。

› 顧客へのフルフィルメント効率を最大
化するために、注文管理およびサプラ
イチェーンの計画・予測プロセスの調
和を改善する。

TREND #2

単一の在庫表示を維持
4分の1強（28％）の小売業者が、店頭の
テクノロジーをアップグレードすること
を、今後1年間のビジネスプロフェッショ
ナルのトップ3  に挙げています。この新
たな投資により、以下のことが可能にな
るはずです。:

› 在庫を一元管理することで、価格、在
庫状況、柔軟な配送コストや店舗およ
びオンラインでのフルフィルメントオ
プションを含めたトータルな小売提案
を最適化することができる。

› サービスレベルを向上させるために、
小売業者の顧客、店員、その他の顧客
サービススタッフが、商品や在庫に関
する情報をリアルタイムで入手できる
ようにする。

› リバース・ロジスティクス・プロセス
を改善する。考えてみると、返品され
た商品を店頭に戻し、オンラインで利
用できるようにしている小売業者は、
英国では25％に過ぎないのに対し、フ
ランスでは54％に達している。

TREND #3

お客様にとって何が重
要かを認識 
消費者が小売店に愛着を持つ要因として
は、「価格に見合った価値」（55％）、
「優れた顧客サービス」（3  7％）、「親
切な店員」（22％）などが挙げられま
す。このため、小売業者には:

› オンラインと店舗で一貫した、柔軟で
効率的かつ競争力のある注文、フル
フィルメント、返品オプションによ
り、トータルオファーを強化する。

› 在庫状況をリアルタイムに把握するこ
とで、店員が商品知識を身につけ、優
れたサービスを提供し、クロスセルや
アップセルを行うことができる。

› お客様がどのチャネルでも買い物やコ
ミュニケーションをしやすくし、セル
フサービスや専門家のアドバイスを受
けやすくする。

消費者が小売店にロイヤリティを持つ可能性が最も高い要因

価格に見合った価値

0% 20% 40% 60%

素晴らしい顧客サービス

親切な店員

ソース:
1emarketer.com/content/global-ecommerce-update-2021
2euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou 
3statista.com/statistics/981642/click-and-collect-locations-uk-retailers/
4digitalcommerce360.com/2020/10/01/more-than-one-third-of-consumers-shop-online-weekly-since-coronavirus-hit/ 
5mastercard.com/news/europe/en-uk/newsroom/press-releases/en-gb/2020/may/contactless-continent/



最後に
小売業の上級意思決定者の10人に3  人以上（3  2％）が、顧客のロイヤルティを高める3  つの主要な方法のうちの
1つが「優れたカスタマーサービス」であると回答しています。

優れたカスタマーサービスが重要であるにもかかわらず、回答者の4分の1以上が、「価格に見合った価値を提
供している」（29％）、「優れた商品を提供している」（28％）、「ロイヤルティ制度を導入している」
（27％）と回答しており、企業がロイヤルティの高い顧客基盤を確立するためには、適切な価格で商品を提供
することが依然として重要であることを示しています。

しかし、今回の調査結果は、小売業者が顧客に提供していると言っているものと、それが顧客の期待にどれだ
け応えているかの間には、断絶があることを示唆している。小売業者は、基本を忠実に守ることの重要性を理
解しているかもしれませんが、多くの小売業者が、テクノロジーを駆使して急速に進化する顧客の期待に応え
ているだけでなく、それを上回っていると言えるようになるには、まだまだ時間がかかりそうです。

マンハッタン・アソシエイツは、パンデミック後の「新しい常識」の中で消費者の要求に対応するために、以
下のサービスを提供します。

› Manhattan Active® Allocation は、ファッション小売業者がオンライン、店舗、配送センター
間の在庫割り当てを開放し、クロスチャネルの在庫消費に完全に一致したオムニチャネル・
フルフィルメントを提供します。

› Manhattan Active® Omni 店舗在庫 ＆フルフィルメント は、小売業者とその店舗が、店舗か
らの出荷、店舗での受け取り、さらには非接触型のカーブサイド・ピックアップなど、あら
ゆる組み合わせのフルフィルメントを提供できるようにします。アソシエイトは直感的な
ツールとガイダンスを必要とし、顧客は注文に関するリアルタイムのアップデートとコミュ
ニケーションを必要としています。

› マンハッタンの顧客エンゲージメントは、顧客の注文、インタラクション、好みのデータを
360度把握し、店舗やコンタクトセンターの従業員がどこでも優れた体験を提供できるよう
にします。
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トレンドを生かす
何から始めるか
今回の調査で明らかになったように、消費者は、店舗やオンラインでの期待という点
で、小売業者にとってのハードルを上げています。物理的な小売業者がパンデミック後
の計画を立てる際には、顧客の期待を満たすためにテクノロジー、プロセス、人材を新
しい方法で活用することが課題となります。
Manhattan Active® Solutionsは、企業が大規模で複雑なオペレーションを最適化し、市場
や需要の変化に対応し、スピーディに反復して革新することを可能にします。

マンハッタン・アソシエイツがお手伝いします。

マンハッタン・アソシエイツは、サプライチェーンとオムニチャ
ネル・コマースのテクノロジーリーダーです。私たちは、企業全体の
情報を統合し、フロントエンドの販売とバックエンドのサプライ
チェーンの実行を統合します。当社のソフトウェア、プラットフォー
ム技術、そして比類のない経験は、お客様のトップライン成長とボト
ムライン収益性の両方を促進します。

マンハッタン・アソシエイツは、最先端のクラウドおよびオンプレミ
スソリューションを設計、構築、および提供しているため、店舗全
体、ネットワーク、またはフルフィルメントセンターから、オムニ
チャネルマーケットプレイスのメリットを享受できます。
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