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本稿のキーポイント 

トップ企業が顧客を中心とするビジネスモデルにシフトし、顧客重視の戦略を導入するようになったことに伴い、顧客が体感する経験、いわゆるカス

タマー・エクスペリエンスが企業の成功を示す重要な指標になりました。競合他社と比較して顕著に優れたカスタマー・エクスペリエンスの提供はブラ

ンドロイヤリティとブランド訴求力を高め、結果として収益と成長を促進することがわかっています。 

KPMG の調査では、あらゆる業界において、テクノロジーをうまく活用して顧客との意思の疎通を円滑化し、業務効率を高めて顧客へのサービス

提供の改善に成功した企業が中国本土でカスタマー・エクスペリエンスのリーダーになっているという結果が出ています。中国のインターネットユーザ

ーの 95％以上がモバイルデバイスを使ってウェブにアクセスしていることから、中国本土のブランドにとって、モバイルテクノロジーの導入が特に重要で

あることもわかっています1。実際に今年の調査では、トップブランドの多くが Alipay（アリペイ／支付宝）や WeChat Pay（ウィーチャットペイ／

微信支付）などの優れたモバイル決済を取り入れていることが明らかにました。  

中国本土の消費者と比べると香港の消費者は現在のところ、人同士のやり取りに重きを置いており、オンラインよりもオフラインでブランドとやり取り

することに慣れています。物流大手の SF エクスプレスやコーヒーチェーンのスターバックスのように香港でカスタマー・エクスペリエンスを成功させている

企業は、オムニチャネル戦略を実行することで多様かつ総合的なアプローチを採用しています。デジタルテクノロジーを使ってエクスペリエンスを個々

の顧客にカスタマイズし、顧客の時間と労力の節約を可能にするという戦略です。  

世界的な勝ち組ブランドは、カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス（Customer Experience Excellence; CEE）を支える 6 つの重要な

柱（“シックス・ピラー”）において先進的であり、これらの柱がカスタマー・エクスペリエンス・エクセレンスの根幹となっています。理想のエクスペリエン

スに共通する 6 つの独立した基本要素とは、パーソナライズ、誠実性、期待の充足、問題解決力、利便性、親密性です。中国本土と香港で

は、誠実性がカスタマー・エクスペリエンス・エクセレンスの最も重要な柱であり、顧客との関係を確立し、維持するための鍵を握ります。誠実性が信

頼より優先され、信頼は顧客へのコミットメントより優先されます。それを示すように、KPMG 中国の「2018 年中国 CEO 調査（2018 China 

                                                 
1 「The 41st China Statistical Report on Internet Development（第 41 回中国インターネット発展状況統計報告）」中国互聯網信息中心

（CNNIC）（2018 年 1 月）http://www.cac.gov.cn/2018-01/31/c_1122347026.htm  

2018年 12月 

 

China Management News  
（KPMG中国マネジメントニュース） 

カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス 
～KPMG中国の顧客経験調査の結果から～（1） 
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CEO Survey）」でも、中国の CEO はブランドの評判をビジネス成長と顧客数増加の重要な要因と捉えています2。したがって、KPMG の CEE

調査で、誠実性がカスタマー・エクスペリエンスのリーダー企業の最も重要な強みとして認識されているのは当然です。 

特に中国本土市場では、顧客も同様に現地化された製品・サービスを強く望んでいます。結果として、「グローカル化」（現地の文化とブランドの

国際的アイデンティティの両方が反映されるように製品やサービスを設計・改良すること）が、中国本土と香港で顧客を満足させるための、成功率

の高い一般的な戦術であることがわかりました。 

カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンスの 6 つの柱（The Six Pillars） 

カスタマー・エクスペリエンスの「シックス・ピラー」モデルは、優れたエクスペリエンスが実現しなければならない感情的な成果を正確かつ実践的に定

義するために考案されました。従来のカスタマー・エクスペリエンスの説明方法での定義も関連する手段も（NPS や CSAT など）、優れたカスタマ

ー・エクスペリエンスのあり方を定義するには不十分でした。根拠の大半は、データ主体というよりは概してエピソード的なものであったため裏付けに

欠けていました。 

8 年がかりの調査と多数の市場

での 200 万件以上の評価に基

づき、KPMG のカスタマー・エクス

ペリエンス・エクセレンス・センター

は、優れたカスタマー・エクスペリエ

ンスに共通する 6 つの基本要素

を明らかにし、定義・検証しまし

た。それがカスタマー・エクスペリエ

ンス・エクセレンスの「シックス・ピラ

ー」です。6 つの要素は互いに密

接に関連しており、これらを合わ

せてみることで、いくつものチャンネ

ル、業界、組織にまたがるカスタマ

ー・エクスペリエンスがどの程度うま

くいっているのかを示すための強力なメカニズムが明らかになります。 

ロイヤリティとブランド訴求力を高める上でシックス・ピラーが持つ重要性 

シックス・ピラーはカスタマー・エクスペリエンス・エクセレンスを明確にするだけではなく、商業的成功を予測するための判断材料でもあります。このシッ

クス・ピラーの全分野で好成績が得られれば、ロイヤリティとブランド訴求力が強化されるからです。 

他のいくつかの市場とは異なり、中国本土ではシックス・ピラーがロイヤリティとブランド訴求力の強化に与える影響が均等に分散しています。その中

でもブランド訴求力を高める上でパーソナライズが最も重要な柱であることがわかりました。一方、ロイヤリティの構築に関して相対的に重要度が高

いのは誠実性でした。これらの柱に関して高評価を受けたブランドは、顧客の信頼を勝ち取り、個々の顧客の独自のニーズに沿ってサービスを提供

できることが解りました。 

                                                 
2 「Collaborating and innovating for growth: 2018 China CEO Survey（成長のための協力とイノベーション：2018 年中国 CEO 調査）」KPMG

中国（2018 年 6 月） https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2018/05/china-ceo-outlook.html 

出所： KPMGの中国カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス調査 2017年 12月 
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誠実に対応し、信頼関係を構築
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問題解決力 

不快な体験を優れた経験に変え
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親密性 

顧客の状況を理解して、親密さ

を高める 

 

パーソナライズ 

顧客一人ひとりに気を配り、感情

的なつながりを深める 

 

 

期待の充足 

顧客の期待に対応し、期待を満

たし、期待以上のサービスを提供

する 

 

利便性 

顧客の労力を最小限に抑え、スム

ーズなプロセスを創出する 
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カスタマー・エクスペリエンスを業績に結び付ける 

とりわけ優れたカスタマー・エクスペリエンスの提供に成

功した企業は、忠誠心の強い顧客基盤を構築するた

めの土台を持っています。これらの顧客は再購入の可

能性がより高く、価格へのこだわりがあまりなく、クロスセ

ルに対しても高い受容性を持っています。彼らはブラン

ドの橋渡し役となり、口コミを通じて新しい顧客を呼び

込みます。これにより、長期的に顧客リテンションと顧

客獲得のためのコストが低減され、ブランド価値が高ま

り、売上が伸びて、最終的にはビジネスの業績が向上

します。  

右の概念モデルは、KPMG のカスタマー・エクスペリエン

ス・エクセレンス・センターの調査をもとに、カスタマー・エ

クセレンスが利益をもたらす仕組みを図で表わしたもの

です。 

 

中国本土に関するインサイト 

中国本土の業界概観 
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株主価値の向上 

一次的な 
成果 

 再購入を生む
ロイヤリティ  

 クロスセル  
 価格へのこだ
わりの低下  

 肯定的な口コ
ミ 

二次的な 
成果 

 顧客獲得コスト
の低減  

 サービス提供コ
ストの低減  

 安定した顧客

基盤  
 価格の上昇  
 売上の拡大  

 肯定的な評判 
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の実現 

 キャッシュ 
フローの加速  

 キャッシュ 
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 不安定さ／ 
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拡大 

出所： KPMGのカスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス・センター 

パーソナライズ 

ロイヤリ

ティ 

誠実性 期待の充足 問題解決力 利便性 親密性 

出所： KPMGの中国カスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス調査 2017年 12月 

ロイヤリティとブランド訴求力を高める上でシックス・ピラーが持つ重要性 

（中国本土） 

ブランド
訴求力 
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中国市場は世界で最も成長著しい市場の 1 つです。中国本土の住民の可処分所得が上昇するにつれ、消費者が所得の中から旅行や高級

品、金融商品に充てる金額が増えました。ブランドが中国の消費者の財布を奪い合うことで、競争は激化しブランドを吟味する目も厳しくなってい

ます。 

消費者のライフスタイルに現れたもう 1 つの顕著な変化は、日々の生活ややり取りのかなりの部分がオンラインに移行したことです。ウィーチャット、

アリペイ、タオバオといった人気のあるプラットフォームが、ブランドと中国の消費者のかかわり方に革命を起こしました。ウィーチャットのアクティブユーザ

ーが月間 10 億人に達していることからもわかるように、これらのプラットフォームがとるユーザー中心のアプローチは大変好評です3。これらの成功

が、中国の消費者が期待するブランドとのかかわり方を形成し、現地のみならず世界中で優れたカスタマー・エクスペリエンスの水準を引き上げまし

た。  

最も評価の高い業界は、こうした顧客行動の変化をつぶさに観察し、機敏に対応して必要な変更を加えることで成功を収めていることが KPMG

の調査結果にも現れています。中国本土で最も高い実績を上げている業界は、ホテルと航空会社を中心とする旅行・ホテル業界です。調査対

象の消費者は、ホテル業界のパーソナライズ力と、中国ならではの体験を世界的に提供する力が特に魅力的だと考えています。  

ランキングの 2 位には、食料雑貨を除く小売業界が入りました。高級ブランドが、高級志向の顧客のために完璧なカスタマー・エクスペリエンスの提

供に努めているからです。モバイル決済の好調に後押しされた金融サービス業界は 3 位に入りました。調査対象の全業界の中で最下位にランクさ

れたのは物流業界でした。オンライン小売と E コマースの活発化に伴う配達量の急増に対応しつつ、顧客への質の高いタイムリーなサービス提供

を維持しようとしていますが苦戦しています。 

シックス・ピラーに関する KPMG の調査結果によれば、中国の消費者が一番優先するのは「パーソナライズ」と「誠実性」です。調査結果を見る

と、中国のトップブランドが誠実性の重視を打ち出していることがわかりますが、「パーソナライズ」の柱についてはまだまだ大きな改善の余地がありそ

うです。香港・広東地域再開発計画、いわゆるグレーター・ベイ・エリア（“GBA”）イニシアチブやスマートシティなど、これから中国で展開される巨

大プロジェクトを考えると、中国の消費者はますますデジタルでつながるようになるでしょう。企業は今後も最新テクノロジーを活用し、オンラインでも

オフラインでも、パーソナライズされたエクスペリエンスに対する顧客の欲求を満たす、一元化されたオムニチャネル型アプローチを提供すべきです。 

「カスタマー・エクスペリエンスのトップ企業は、中国のブランドが進化するために集中すべき 3 つの重要な分野を示している。それは、イノベーションを

推進し、デジタルテクノロジーとモバイルテクノロジーの活用を継続したいという欲求、誠実性の重視、ますます高まる顧客の期待に応えられるハイレ

ベルなエクスペリエンスを提供する能力だ」 

KPMG中国 マネジメント・コンサルティング責任者 Reynold Liu 

                                                 
3 「Tencent Holdings Limited 2017 annual report（テンセント（騰訊）2017 年度年次報告書）」Tencent Holdings Limited（2018 年 3 月

31 日）https://www.tencent.com/en-us/articles/17000391523362601.pdf 
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中国本土各業界の重点分野 

金融サービス 

中国本土の金融サービス業界では、モバイル決済が最も優れたカスタマー・エクスペリエンスを提供しています。これらフィンテック企業の成績が、金

融サービス業界の他の企業の水準を押し上げています。中国本土の消費者目線で見ると、2 位の銀行はカスタマー・エクスペリエンスの面で大きく

水を開けられ、保険会社がこれに続きます。  

この業界のランキングに大きな開きができた原因の 1 つが各社の起源であることはほぼ間違いないでしょう。アリペイ、ウィーチャットペイその他のフィ

ンテック企業は比較優位性を持っています。従来型の銀行や保険会社が、組織のニーズへの対応を目的とした昔ながらのプロセスにこだわりがち

なのに対し、これらのフィンテック企業は、顧客を中心にサービスを構築した新参のテクノロジー企業だからです。そのような原因で、金融サービス業

界も次第にテクノロジーを活用による顧客中心モデルに移行していくと考えられます。各社とも、よりカスタマイズされた金融商品とともに、より効率

的でパーソナライズされた顧客サービスを提供するようになるでしょう。 

銀行業と決済：進むキャッシュレス化とデジタル化 

決済業は、金融サービスの中だけでなく、より幅広い市場においてもカスタマー・エクスペリエンスの水準を高めました。オンライン決済サービス、モバ

イル決済サービスはユーザーに優しく、便利で利用しやすいだけでなく、大規模な消費者基盤にアピールするオファーやプロモーションを定期的に提

供しています。特にキャッシュレスでのライフスタイルに慣れているミレニアル世代は、モバイル・ペイメント・プラットフォームを多くの場面で利用していま

す4。KPMG の調査によれば、中国の消費者の 88％が商品やサービスの支払いにウィーチャットペイまたはアリペイを利用しています5。最終的には

モバイル決済の普及によって、現金引出／預金といった従来型バンキングサービスや、クレジットカード、デビットカード、小切手などの商品の必要

性は薄れるでしょう。 

中国本土最大級の企業が出資する MyBank（網商銀行、アリババ系）や aiBank（百信銀行、バイドゥ系）などのバーチャルバンク、ダイレク

トバンクも、この分野の破壊的パイオニア企業になる可能性があります。これらのバーチャルバンクやダイレクトバンクはオンラインバンキングでサービス

                                                 
4 「2017 Mobile payment usage in China report（2017 年中国におけるモバイル決済の利用報告書）」China Tech Insights（2017 年 8 月）

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2017-08/Mobile_payments_in_China-2017.pdf 
5 「Me, my life, my wallet（進化する消費者の先を読む）」KPMG International（2018 年 2 月）

https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2017/11/me-my-life-my-wallet.html 

中国本土各部門の成績 

旅行・ホテル 

小売（食料雑貨を除く） 

金融サービス 

食料雑貨小売 

レストラン・ファストフード 

物流 

注： CEE スコアはシックス・ピラーの各項目に関するブランドの加重平均スコアをもとにしている。 

出所：KPMG のカスタマー・エクスペリエンス・エクセレンス・センター 

CEEスコア 
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を提供し、実店舗とは一切関係を持たないので、顧客はあらゆるバンキング取引をインターネットで行います。こうしたサービスは利用しやすく便利

であることから、テクノロジーに精通し、デジタルで接続された顧客基盤にとって大変有用です。 

先端技術の活用 

モバイル決済企業やバーチャルバンクとの熾烈な競争で遅れをとらないために、ますます多くの従来型銀行がテクノロジーに投資し、カスタマー・エク

スペリエンスの効率化を図っています。 金融サービス業界の最優秀企業としては、招商銀行（China Merchants Bank／CMB）と交通銀行

（Bank of Communications／BOCOM）が挙げられます。招商銀行もその他の銀行も、ATM での顔認識技術の導入、待ち時間の短

縮、キャッシュカードなしの現金引出しによって、顧客の時間と労力を省くための対策を講じています。招商銀行は同時に、なるべく来店して対面

でアドバイスを受けなくて済むように、オンライン資産管理プラットフォームにロボアドバイザーを取り入れました。さらに交通銀行は、320 以上のバン

キング機能を処理できるモバイルアプリケーションの双方向でのエクスペリエンスを改善し、使い勝手を良くすることによって顧客の時間と労力を省こ

うと努めています6。 

人とのつながり 

それでも、ターゲットを定めた人間同士のやり取りは、顧客との信頼を築き、感情に大きく訴えるカスタマー・エクスペリエンスを創出する上で重要な

決め手であり、オンライン決済企業に対抗して従来型の銀行が提供できる競争上の強みになります7。バンキングの世界では、ベテランの取引先

担当者を通じてパーソナルサービスを提供し、顧客との関係を深める機会が存在します。取引先担当者の重要な役割に気付いた交通銀行は、

研修による取引担当者チームの強化に投資しました8。 

プロセスのデジタル化がますます進む一方で、住宅ローン、融資、資産管理といった一部の口座管理業務に関して、顧客は銀行に対して何らかの

対面によるカスタマイズされたサービスを今でも期待しています。とは言いながら、送金などの日常的な取引で銀行の支店に出向きたいという顧客

はもはや少なくなっています。銀行はデジタル化計画を進めるだけでなく、顧客が人と人とのやり取りを重んじるタッチポイントを特定し、優先すべき

です。 

保険 

中国本土の銀行業界、決済業界と比べ、保険業界は優れたカスタマー・エクスペリエンスの提供という面で有力企業から学ぶべきことが多くありま

す。KPMG の調査対象に含まれる多くの保険会社は、「誠実性」と「利便性」の柱に関する評価が調査の平均を下回っており、トップ 50 に入っ

た保険会社は 1 社のみでした。  

顧客重視のアプローチ 

しかし、保険会社は顧客重視の変革の時代に突入しました。唯一、保険会社でトップ 50 に入った中国人民財産保険（PICC）は、顧客中

心モデルへの転換に関して大きな進展を見ました。PICC のデジタル化戦略の目標は、顧客が同社のサービスに簡単にアクセスできる、集中型の

オンライン／モバイル・セルフサービス・プラットフォームを開発することによって顧客の時間と労力を省くことです。PICC は、「親密性」と「問題解決

力」の柱についても高い評価を受けました。PICC は、旧正月の旅行急増期の重大事故発生時に無償でヘリコプターによる救命サービスを提供

                                                 
6 「Bank of Communications: 2017 Interim Report（交通銀行：2017 年中間報告書）」Bank of Communications Co., Ltd.（2017 年 9

月） http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/zonghang/en/3182/3195/3197/85283.shtml?channelId=3182 
7 「Mainland China Banking Survey 2017（中国本土バンキング調査 2017 年）」KPMG 中国（2017 年 7 月） 

https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2017/07/2017-mainland-china-banking-survey.html 
8 「Bank of Communications: 2017 Interim Report（交通銀行：2017 年中間報告書）」Bank of Communications Co., Ltd.（2017 年 9

月） http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/zonghang/en/3182/3195/3197/85283.shtml?channelId=3182 
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するとともに、ロードサービスが必要な旅行者のために路上無料緊急休憩所を設けました9。PICC の顧客中心の理念は功を奏し、グループの昨

年の利益は二桁成長を記録しました10。 

保険業界のイノベーション  

保険業界で起きているイノベーションの中で最も目を引く事例の 1 つとしては、テンセント（騰訊）が出資する衆安保険（ZhongAn 

Insurance）が挙げられます。衆安保険は中国初となるオンライン専門の保険会社です。テクノロジーを強化し、人工知能（AI）を導入するこ

とにより、それぞれの顧客に合わせてカスタマイズされた保険料の提示を可能にしました。さらに、上海に本社を置く同社は画期的な保険契約のパ

イオニアでもあります。衆安保険は単一の自社専用のプラットフォームに依存するのではなく、さまざまな消費者セグメントに保険商品を提供できる

多様なオンラインエコシステムを構築するために、中国最大手のテクノロジー企業数社を含む約 200 社と提携しました11。例えば同社は、ベスト

セラーの返品送料補償保険をアリババのタオバオネット（淘宝網）で直接提供しています。これは、中国本土以外ではほとんど耳にしない商品で

す。 

ケーススタディ 

アリペイ（Alipay／支付宝） 

今年の中国本土分析でずばぬけた成績を上げた企業はアリペイです。同社は「シックス・ピラー」のすべてにおいて非常に高い評価を受けました。

2004 年にタオバオ（中国本土の支配的なオンラインマーケットプレイス）のモバイル／オンライン決済子会社として設立されたアリペイはその後、

金融サービス以外にも事業を発展させ、5 億 2,000 万のユーザーに、旅行・ホテルの予約、ライドシェア、フードデリバリー、診察予約など、多数

の日常活動を行うための信頼できるプラットフォームを提供しています12。アリペイの「利便性」のスコアは調査の平均を大きく上回っています。顧客

に提供されるこうした利便性がスコアに表れた形です。 

オンライン取引のための信頼できるプラットフォーム 

アリペイの成功をもたらした重要な貢献要因は、ブランドの信頼と誠実性の構築を重

視する姿勢です。アリペイは、創業当初から顧客満足を念頭に置いて設計されまし

た。オンラインショッピングの課題の 1 つは、直接商品を見ずに商品の品質と真贋をどう

やって判断するかです。アリペイは、買い手が記載どおりの状態で商品を受け取るま

で、売り手への支払いを保留する、いわゆるエスクローサービスを導入することによって

顧客の不安を軽減しました。 

「皆様のセキュリティは私たちの責任」 

毎日夥しい数の取引を処理するアリペイは、業界最高水準のサイバーセキュリティ・テ

クノロジーを導入し、「皆様のセキュリティは私たちの責任」というブランドとしての誓約を

実現しています。 アリペイは、リアルタイムでビッグデータ解析を実行し、疑わしい取引と

ユーザーを発見するためのリスクモニタリング／マネジメントシステムを開発しました。これ

                                                 
9 「PICC launches “land and air escort service” during the Lunar New Year travel rush（PICC が旧正月の旅行急増期に『空陸エスコートサ

ービス』をスタート）」人民日報（2018 年 2 月 6 日）http://gx.people.com.cn/n2/2018/0206/c179430-31227501.html 
10 「PICC: Annual Report 2017（PICC：年次報告書 2017 年）」The People’s Insurance Company (Group) of China Limited（2018

年）http://www.picc.com.cn/res/PICCCMS/structure/079a2e300e5ad34beecbd5ca7c2d0b76.pdf 
11 「Post hearing information pack of Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd.（Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd のヒアリング

後情報パッケージ）」The Stock Exchange of Hong Kong Limited（2017 年）

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0928/LTN20170928047.pdf 
12 「Alipay homepage（アリペイ・ホームページ）」 AliPay（2018 年 6 月 15 日アクセス）https://intl.alipay.com/ 

アリペイ 

中国本土の CEE 

6 つの柱における 

業界平均とのスコア比較 
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により、アリペイは不正行為を防止し、顧客が気付く前に問題を是正することができます。 

途切れることのないつながり 

中国本土は世界最大のモバイル決済市場であり13、2017 年の時点で約 7 億 5,300 万人がモバイルでインターネットにアクセスしています14。 

中国の消費者はますますモバイルデバイスに依存するようになりました（携帯電話をなくすぐらいなら財布をなくしたほうがいいと 71％の消費者が

考えています）。これに伴い、アリペイに代表されるカスタマー・エクスペリエンスの有力企業は、顧客が取引を実行する場所で常に利用できるよう

にしました15。機内販売であっても、欧州の高級ブティックでのショッピングであっても、空港での租税還付請求であっても、アリペイは海外でのサービ

ス提供を拡大し、ますます多くの中国人旅行客に親しみやすく、信頼できるプラットフォームを提供することによって顧客の期待を超えていきます。 

「アリペイには多彩な機能がある。割引もあるし、決済するとポイントも集められる。そのほかに請求書の支払いや自転車シェアリング・サービスもあ

る。私が参加できるチャリティ活動もある」 

中国本土の回答者 

来月号では、引き続き中国本土各業界の重点分野におけるカストマー・エクスペリエンス・エクセレンスのポイントと事例を紹介します。 

 

（みずほチャイナマンスリー 2018 年 12 月号に掲載） 
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13 「eMarketer releases new global proximity mobile payment figures（eMarketer が最新のグローバル・プロキシミティ決済データを発表）」

eMarketer（2018 年 2 月 12 日）https://retail.emarketer.com/article/emarketer-releases-new-global-proximity-mobile-payment-

figures/5a821109ebd4000744ae4118 
14 「Five surprising facts about China’s internet users（中国インターネットユーザーの驚くべき 5 つの事実）」Man-Chung Cheung、eMarketer

（2018 年 2 月 26 日） https://www.emarketer.com/content/five-insights-on-how-china-s-internet-have-grown-in-the-past-year 
15 「Me, my life, my wallet（進化する消費者の先を読む）」KPMG International（2018 年 2 月） 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2017/11/me-my-life-my-wallet.html 
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