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消費者を引きつけ、売上を増やすためにソーシャルメディアを利用 

大湾区の小売業者は、さらに消費者を引きつけて自社の商品やサービスの販売を促進するために、オムニチャネル戦略の一環としてソーシャルメデ

ィアを利用するようになっています。消費者と CEO がソーシャルメディアチャネルをいかに利用するかという調査で、今年も昨年と概ね同じような結

果になりましたが、いくつか大きな違いも見られました。 

中国本土の消費者の間では、広告を閲覧したり商品を購入したり、ブランドと関わりを持つために利用する主なソーシャルメディアプラットフォーム

は、テンセントのウィーチャット（Wechat: 中国の有力ソーシャルメディアアプリ）およびウェイボー（Weibo: 中国有数のミニブログサービス）とな

りました。 

今年の調査では、ブランドと関りを持つためにソーシャルメディアを利用しないと回答した中国本土の消費者は昨年の 13％に対して 2％と、大幅

に減少しました。 

香港では、フェイスブックとワッツアップの人気が依然として最も高く、ユーチューブとインスタグラムの人気も顧客とブランドとの交流を支援するという点

で高まっています。一方、購入にフェイスブックを利用したいと考える顧客は減少。商品とサービスの購入にフェイスブックを利用すると回答した人の

割合は 2017 年の 48％から 38％に下落しました。 

2019年 7月 

 

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

スマートリテールを活用する（3） 

～大湾区の CEO と消費者の調査～ 
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大湾区の消費者の間で、好きなソーシャルメディアに大きな違いが見ら

れる 

ソーシャルメディアはブランドとの関わりを持ち、商品とサービスを購入する手段とし

て、中国本土の消費者の間で高い人気を維持しています。香港の消費者も同

様にブランドとの関りを持つためにソーシャルメディアの利用に意欲的ですが、オンラ

イン購入の手段として利用する傾向は強くありません。 

中国本土の消費者が商品とサービスの購入にソーシャルメディアを利用する割合

は、主にテンセントのウィーチャットが 54％、ウェイボーが 34％で、香港の消費者

よりもかなり高くなっています。香港の消費者にはソーシャルメディアのショッピングチ

ャネルとしてフェイスブックも好まれていますが、利用者の割合はわずか 38％です。

それに続いて、ワッツアップ利用者の割合は 30％です。 

一方、2 つの市場で利用されるソーシャルチャネルの違いが顕著になりつつありま

す。大湾区の中国本土の都市では、ブランドとの関りを持つ上でウィーチャットが最

も好まれ（59％が選択）、それにウェイボー（47％）が続きました。香港では

数字は似通っていたものの、フェイスブック（60％）とワッツアップ（44％）と好ま

れるチャネルに違いがありました。 

オンラインショッピングに主要なソーシャルメディアを利用しないと回答した消費者の

割合は、中国本土の 6％に対して香港は 26％でした。 

中国では 91％がウィーチ

ャットを利用 

中国のミレニアル世

代の 60％が、ソー

シャルメディアで描

写する自分自身のよ

うな人になりたいと

考える 

（世界平均は

31％） 

出所：KPMG「Me, My Life, My Wallet 私、私の

人生、私の財布」2018年 2月 

【図表16】消費者：ブランドと関りを持ち購入に利用する、好きなソーシャルメディアチャネル 

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が含まれる。 

出所：KPMG および GS1 による調査分析、2018 年 
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消費者と CEOの見解の一致 

調査対象の CEO の間で、フェイスブックは有力な E コマースソーシャルメディアのツールとしての地位を維持しています。その目的は主に顧客エンゲ

ージメントの強化ですが（回答者の 72％が選択。2017 年は 76％）、商品およびサービスの販売促進という目的もあります（回答者の

55％が選択。2017 年は 53％）。しかしながら、フェイスブックを販売に利用したいと回答した企業の割合（55％）は、同プラットフォームを購

入に利用したいと回答した消費者の割合（38％）を上回りました。 

テンセントのウィーチャットの人気は急上昇しています。調査対象の CEO の約 61％がウィーチャットを顧客エンゲージメント強化のために（2017

年は 48％）、49％が販売促進のために利用していると回答しました。 

フェイスブックが所有するワッツアップの商業ツールとしての人気も高まっています。CEO の 45％が顧客エンゲージメント強化のために（2017 年は

38％）、28％が販売促進のために（同 18％）ワッツアップを利用していると回答しました。比率は低いですが、リンクドインの人気も高まってい

ます（顧客エンゲージメント強化のために利用していると回答した CEO は 32％と、2017 年の 24％と比べて増加。販売促進目的で利用して

いると回答した CEO は 20％と、2017 年の 10％に比べて増加）。 

インスタグラム、ユーチューブ、ウェイボー、ツイッターなどその他のチャネルについては、顧客エンゲージメント強化を目的とした利用の割合はすべて減

少しましたが、販売促進目的の利用割合は上昇しました。 

 

 

 

E ウォレットユーザーのための E ロイヤルティプログラム 

 

Frans Walter Biegstraaten 

The Coffee Academïcs 最高経営責任者（CEO） 

【図表17】CEO：顧客エンゲージメント強化と販売促進に利用する、好きなソーシャルメディアチャネル 

出所：KPMG および GS1 による調査分析、2018 年 
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香港の商店がアリペイやウィーチャットペイ、アップルペイといったウォレットアプリの受け入れを加速させると同時に、香港の消費者はますますスマート

フォン携帯電話で商品やサービスの支払いができるようになっています。 

香港生産力促進局が 2018 年 7 月に実施した調査では、香港の小売業者の 43％が、クレジットカードや EPS、オクトパスカード（香港のプリ

ペイド IC 乗車券）などの現金を使わない決済方法に加えて、携帯電話決済を受け入れていると回答しました。 

香港でウォレットアプリの利用が伸びる中、地場のコーヒー店チェーン The Coffee Academïcs は、顧客が E ウォレットに保存できる E ロイヤル

ティカードを導入することで、このトレンドに乗りたいと考えています。 

The Coffee Academïcs は 2012 年に香港のコーズウェイベイに最初の店舗を開設しました。現在は香港に 15 店舗を構えるまでに成長し、

2019 年半ばまでにさらに 5～6 店舗をオープンする計画です。同社はシンガポールと中国本土でも店舗を運営しています。 

新しい E ロイヤルティカードは、2018 年末までに香港の店舗で実施された改良版ポイント・オブ・セールス（POS）システムの運用開始に対応さ

せて導入したと The Coffee Academïcs の最高経営責任者（CEO）、Frans Walter Biegstraaten 氏は話します。 

顧客が飲み物や食べ物の支払いをする際、モバイル決済で E ロイヤルティカードを使用すれば、The Coffee Academïcs は、顧客がどの店舗

でどのくらいの頻度で購入するのかについてのリアルタイムのデータを集めることができます。これにより、同社は個々に合った割引情報、例えば特定

の店舗で一定の期間内に購入しなかった会員に対する割引クーポンなどを送ることが可能になります。 

これまでにも The Coffee Academïcs は物理的なクラブカードを使用してきました。このカードでは、顧客はポイントを購入し、前払いに対する

見返りを得ることができましたが、同社がこのカードから得られる有益なデータはごく限られていました。 

Biegstraaten 氏は「E ロイヤルティカードは我々のビジネスを変えるでしょう。初めて個々の人々と細かく分類されたターゲットに働きかけることがで

きるようになるのですから」と語ります。 

E ウォレットカードかモバイルアプリか？ 

E ロイヤルティプラットフォームの導入方法を決定するとき、The Coffee Academïcs は様々な理由から、別のモバイルアプリを採用するのではな

く、顧客の電子ウォレットにカードを組み込む方法を選択したと Biegstraaten 氏は説明します。 

理由の 1 つは、アプリの開発には依然として慎重さが求められることでした。つまり、アプリは複数のプラットフォームにまたがって動作しなければなら

ず、絶えず更新が必要です。もう 1 つの理由は、個々の携帯電話のスペースを巡ってアプリ間の競争があることでした。 

対照的に、E ウォレット内のカードは比較的メンテナンスが簡単で、その動作を確実にするのはウォレット開発者の責任です。 

また、E ロイヤルティカードは The Coffee Academïcs にとって最適なソリューションでした。迅速に導入でき、マーケティングチームにとって管理が

容易だったからです。「食品・飲料産業では、容易に入手できて機能するものが必要とされます」と Biegstraaten 氏は話します。 

今こそがデジタル化に動き出す時 

The Coffee Academïcs による新 POS プラットフォームの採用は、香港の中小企業にとってデジタルテクノロジーの価格が手頃になるトレンドの

中で行われたと Biegstraaten 氏は説明します。新しく出現したプラットフォーム、システム、ソリューションはどれも価格が手頃で柔軟だと言いま

す。 

「その場で即時に概念実証（PoC: Proof of Concept）を行うことができます。以前は情報の共有がほとんどなされていませんでしたが、今は

物事が極めてオープンになっています。3～4 ヶ月かけて行うのではなく、即時に実施するのです」 

また香港の労働慣行も変わってきたと Biegstraaten 氏は話します。プログラミング技術を持つ人が増えたこと、ギグエコノミーと数々のコワーキング

スペースによって、開発者はますますコラボレーションを受け入れるようになりました。 
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「ソフトウェア開発者はもはや単独で作業していません。彼らは顧客と並んで座り、問題に対するソリューションを一緒に作り上げたいと考えていま

す」と同氏は述べました。 

その結果、過去 10 年で The Coffee Academïcs のような企業が、最終損益に影響しないコストで先進的な顧客志向のテクノロジーを導入

することができるようになったと言います。 

 

 

 

中国の O2Oの隙間を埋める 

 

Dr. William Lo 

OtoO Academy 創設者 

伝統的なビジネスモデルで売上が減少する事態に直面する企業は、生き残りのために E コマース販売に転換するようになってきました。この新市

場への参入にあたって、こうした企業はオンライン空間ですでに確立された小売業者と戦わなければなりません。 

香港に拠点を置く新興企業 OtoO Academy は、今日のオンライン／オフラインの世界を発展させる方法を把握しようと試みる小売企業に助

言を行います。OtoO Academy の創設者、William Lo 博士は実に様々な分野で働き、デジタルテクノロジーがいかにして産業同士を衝突さ

せ、オンラインとオフラインの境界をあいまいにしてきたかを実体験として理解してきました。 

「小売産業への新規参入者の多くはいかにして顧客を引き付けるかを第一に考えています。そこで、彼らはオフラインとオンラインの境界を溶け込ま

せる方法について深く掘り下げるべきなのです」と Lo 氏は話します。「もはやオンラインとオフラインを別々の領域として扱うことはできません。重要な

ことはそれらを上手く結合させる方法を把握することなのです」 

薬理学と分子神経科学の博士号を取得した後、Lo 氏はマッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタント、シティバンクのバンカー、香港テレコムの

幹部として働きました。香港テレコム在職中の 1990 年代には、香港のインターネットプロバイダー大手、ネットビゲーター（Netvigator）を設立

しました。またファッション企業の I.T.など様々な小売ブランドを率いてきました。現在は大中華圏最大の玩具小売企業キッズランド・インターナショ

ナル・ホールディングスの副会長兼最高財務責任者を務めています。 

E コマースにおける O2Oの隙間を理解する 

O2O 理解の出発点の 1 つは、ショッピングがどのように進化しているか、小売業者はどのように対応するかを理解することだと Lo 氏は話します。 

「消費者は変わりつつあります。インターネットが彼らを解放しました。彼らはより多くの情報とより大きな力を与えられたのです。選択肢と購入するチ

ャネルが増えました」と Lo 氏は話します。「このことは、小売業者はリーチを最大化したいのなら、異なるチャネルを活用しなければならないことを意

味します」 

将来、実用的な買い物、すなわち食料品や家庭用品などの日用品の購入は主に E コマースサイトに移ると Lo 氏は指摘します。またリピート購

入やすでに馴染みのあるブランドの購入に E コマースプラットフォームを利用する顧客が増えるとも見られています。 

このような転換にもかかわらず、実店舗は今後もブランドにとって重要な役割を果たすと Lo 氏は説明します。「実店舗は今後もインスピレーション

購入の場であり続けるでしょう。新たな物を紹介する場、ブランド認知を確立する場となります」 

オンラインデータを利用してオフライン小売を紹介、またはその逆 
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E コマースでは個人の癖、興味、好み、購入能力に関する情報の跡が残ります。しかし、実店舗での買い物も同様の跡を残します。O2O の世界

では、両方のデータが追跡や分析の対象になる機会が増えるとの見通しを Lo 氏は示します。 

何が可能かを見出すために、Lo 氏は AI 企業と提携してパイロット計画「HAPPIPLAYGROUND」のテストを行っています。これは、子供たちとそ

の親たちがいかにキッズランドの店舗での玩具購入に影響を及ぼしているかに注目したものです。 

「この新しいテクノロジーにワクワクしています」と Lo 氏は話します。「我々は小売環境の改善にデータを使用することができます。我々はビジュアル・

マーチャンダイジングをショーウィンドウのディスプレーに使用することができます。これこそがあらゆる方向に広がる O2O なのです。より複雑になります

が、同時に興味深さも増します」 

先進テクノロジーと包括的なデータによって、小売業者はより情報に基づいてビジネスの判断を下すことができるようになりますが、Lo 氏はそれが伝

統的な直観に完全に置き換わることはないと警告します。 

「AI はデータを生成しますが、そのデータを有益な方法で解釈するには、適切な質問をする適切な人材が必要になるでしょう」と Lo 氏は話しま

す。「テクノロジーは達成のための手段です。つまり、顧客を知って彼らのニーズに応えるという小売の基本が今後も重要になるでしょう」 

消費者の信頼を育み、維持する 

企業が顧客により個々に適したサービスを提供するよう試みる中、消費者の信頼を育み、維持することが極めて重要な課題となっています。 

大湾区の消費者の不満について調査したところ、オンラインで入手できる商品情報が不十分であることと、E コマースサイトでの売り込み方と実際

の商品の見栄えが一致していないことが上位にランクインしました。カスタマーサービスが不適切であることも、中国本土の消費者にとって大きな問

題でした。 

我々の調査から、消費者の信頼を得るために、企業は自社の商品とサービスに関する詳細を公表しなければならないことが分かりました。このこと

は、商品が本物であることを証明して、サプライチェーンを通じて持続可能で責任感のあるビジネス慣行にコミットしていることを示すために、さらなる

努力をすることを意味します。こうした約束の履行を証明する上で、ブロックチェーンなどのテクノロジーが重要な役割を果たすでしょう。 

さらに小売業者は信用を得るために、収集している顧客の癖や行動に関する膨大なデータの流れを保護する信頼できる管理者が必要であること

を示しています。このことは特に、データプライバシーに関して高い懸念を表明している香港の消費者に関係しています。 

こうした問題が立ちはだかっているにもかかわらず、全体の見通しは明るくなっています。我々の調査によると、オンラインショッピングを信用していない

ため、実店舗を利用すると回答した大湾区の消費者はわずか 16％でした。香港では、このような回答をした人の割合は昨年の 37％から 16％

までに減少しました。このことによって、E コマースプラットフォームへの信頼感が増していることが示唆されます。 

現在の障壁 

大湾区の消費者がオンラインショッピングで感じている最も大きな不満は、到着した商品のサイズや色が、オンラインでの見え方や説明と異なってい

ることでした。この問題を挙げた人の割合は、香港では 38％、中国本土では 36％でした。 

香港では、商品情報が不十分であること、返品と返金に問題があること（ともに 34％が選択）、配送の問題、カスタマーサービスが貧弱であるこ

と（ともに 30％が選択）も消費者にとっての主な問題として挙げられました。 

中国本土の消費者にとってのもう 1 つの大きな懸念は、商品の検索結果に一貫性がないことで、26％がこれを選択しました。カスタマーサービ

ス、商品情報、配送の問題も主要な懸念でした（それぞれ 26％、25％、24％が選択）。さらに 23％が、商品の販売元が多すぎることがオン

ライン購入の大きな問題だと回答しました。 
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信頼を育む要素 

全般的にみれば、消費者は購入しようとする商品に関する情報を求めています。大湾

区に属する香港と中国本土の 9 都市ではともに 95％超の消費者が、原材料が完

全に追跡可能であること、商品が本物であるとの証明、持続可能性の証明書が商品

への信頼を築くのに役立つと回答しています。 

企業もこの問題に対処するようになると見られています。こうした手段を講じることが消

費者の信頼を育むのに役立つと回答した CEO の割合は、消費者とほぼ同じ水準に

まで達しました。 

商品が本物であることの証明に役立つテクノロジーが香港では簡単に利用できます。

例えば GS1 香港は、消費者が携帯電話でスキャンするだけで商品が本物であること

を簡単に確認することができ、原産地から販売場所まで商品を追跡することのできる

【図表18】消費者：オンラインショッピングの大きな問題 

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が含まれる。 

出所：KPMG および GS1 による調査分析、2018 年 

香港 中国本土※ 

サイズと色に食い違いの可能性がある 

商品情報が不十分 

返品と返金が複雑、決まりがない 

配送が遅い、適切な配送のオプションがない 

カスタマーサービスが悪い、対応が遅い 

オンライン決済のセキュリティレベルが不十分 

商品情報の検索結果に一貫性がない 

在庫が不十分 

ソーシャルメディアを通じて発信されるブランドからの 
情報が多すぎる 

技術面の問題 

商品の販売元が多すぎる 

ソーシャルメディアを通じてブランドと交流できない 

オンラインショッピングで問題に直面したことがない 

その他 

E コマースの普及に伴
い、偽物や詐欺の横
行が消費者の信頼感
を損なってきました。買
い物客はますます信頼 

できる商品情報を求めるようになっています。 
 
 

Anna Lin 
最高経営責任者 

GS1香港 
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REAL Visibility ソリューションを発表しました1。一方、金融業者、製造業者、物流会社、エンドユーザーの間での透明性と可視性を向上させる

主な技術として、ブロックチェーンソリューションがよく挙げられています2。 

 

 

信頼性のあるインターネットベースの顧客体験を構築する 5 つの鍵 

1.実現可能にするテクノロジー 

                                                 
1 GS1 香港、REAL Visibility ソリューション、https://www.gs1hk.org/REALvisibility 
2 KPMG「Key blockchain trends impacting Hong Kong’s logistics industry（香港の物流産業に影響を及ぼす主なブロックチェーンのトレンド）」

2018 年 5 月 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2018/05/key-blockchain-trends-impacting-hk-logistics-

industry.pdf 

【図表19】消費者：商品への信頼を築くのに役立つ手段 

注：「役立つ」には 3 つの回答項目「大いに役立つ」、「ある程度役立つ」、「限られた範囲内で役立つ」が含まれる。 

出所：KPMG および GS1 による調査分析、2018 年 

役立つ 役立たない 

大湾区 

完全に追跡可能であること／商
品および原料の産地 

商品が本物であるとの証明 
商品の証明書 

（有機栽培、省エネ等） 

【図表20】CEO：商品への消費者の信頼を育むのに役立つ手段 

注：「役立つ」には 3 つの回答項目「大いに役立つ」、「ある程度役立つ」、「限られた範囲内で役立つ」が含まれる。 

出所：KPMG および GS1 による調査分析、2018 年 

役立つ 役立たない 

大湾区 

完全に追跡可能であること／商
品および原料の産地 

商品が本物であるとの証明 
商品の証明書 

（有機栽培、省エネ等） 
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成功した企業は最新テクノロジーを活用して、より迅速で、簡潔で、個々に適した体験を提供しています。 

2.誠実さ 

誠実さは顧客との関係を築いて維持する鍵であり、有力ブランドが強力に実証しているものです。 

3.人とのふれあい 

オフライン・ツー・オンラインのトレンドにもかかわらず、特に香港では、顧客は依然として人間同士の交流を求めています。 

4.グローカル化 

特に中国本土では、商品・サービスを現地の文化に順応させることが上手くいく方策です。 

5.シームレスな交流 

顧客は利用するチャネルにかかわらず、ブランドから一貫性のある体験が得られることを期待しています。 

 

以上 

（みずほチャイナマンスリー 2018 年 7 月号に掲載） 
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