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１章 はじめに 
 
テーマ名 
 ネットショッピング市場についての研究 
 
背景 
 日本では、1995 年 11 月の Windows95 発売に伴い、パソコンブームが巻き起こった。パソ

コンは、それまで研究者・学生等一部の理系の人達中心のものであったが、現在では 7000

万人もの人々に普及している。そんななか急成長を遂げているのがインターネットショッ

ピング市場である。現在ではプロの野球チームやサッカーチームを経営している企業もあ

るほどの飛躍である。一方、急増するネット人口とともにネットショッピング企業も急増

している。そんな多くの競争企業のなかで勝ち組みとなっている企業の実態や、ネットシ

ョッピング市場における商品別動向などを調べていきたい。 

 

研究の狙い 

 過去数年間にわたって急成長を遂げてきたネットショッピング市場は、成長の主であっ

たパソコンでアクセスするインターネット人口増加のペースダウンにより、これまでとは

異なる局面を迎えている。そんな時代の中、現在のネットショッピング市場における商品

別の動向や、各分野における成功企業の経営戦略を調べることで、分野別の成功理由を考

察していく。 

 
研究方法 
 本、雑誌、インターネットを利用しインターネット市場について調べていく。 
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２章 ネットショッピング市場の概観 
 
近年の主な BtoC ECの動向 
 2003年の動向としては、小売大手及び先行的にネット直販を推進してきた PCなどの一
部大手メーカーにとっては、EC がいわば、「必修科目」として完全に販売チャンネルのひ
とつとして定着しただけではなく、着実にその取り組みを進化させているてんがあげられ

る。 
 また、中小商店においても、自身の取り扱う商品・サービスの訴求力を背景に、一定の

顧客層に着実に支持されることで売上を拡大している事業者が増えている。 
 大手のショッピングサイト、ポータブル事業者、ショッピング・モール事業者、カタロ

グ通販事業者など、従来から積極的に ECに取り組んできたメジャープレイヤーは、専門サ
イトの買収などを通じた自サイトでの更なる品揃えの充実や、携帯電話やリアル店舗など

の販売チャンネルの複合的活用、リコメンド機能の充実、メールマガジンなどに代表され

る顧客囲い込みツールの徹底的な活用を通じて、着実に取り組みを進化・深化させ、売上

を順調に拡大させている。 
 一方、中小企業においては、大手ショッピング・モールなどへの参加を通じて、消費者

への自社及び自社の提供する商品・サービスを広く認知させた後、モールから離脱しても、

一定の顧客を獲得し続けている例や、SEM（大手検索サイトへのディレクトリ登録）、SEO
（検索エンジン表示結果の最適化）、CPC型広告サービス（消費者の検索結果と連動した広
告表示）といった手法を駆使しつつ、自サイトへの誘導を図り、売上拡大を果たしている

例も増加している。 
 その結果、全 BtoC EC金額（4兆 4240円）に占める中小商店の EC売上総額は約 7800
億円、全 EC金額の 17.6%を占めるに至っている。 
 また、中小企業の数が圧倒的に多い食品・飲料分野における 1店舗当たりの中小商店 EC
平均売上高は約 1700億円／年に達している。 

2002年 2月時点の日本のインターネット人口は 4994万人であった。このうち自宅のパ
ソコンからアクセスする人は約 6割の 3048万人である。人数は 8ヶ月前の 2001年 6月時
点の 2395万人と比べ 27％増加したが、増加ペースはそれ以前と比べかなり鈍化している。 
 経済産業省と ECOM、NTT経営研究所の共同調査によると、ネット上での決済を伴わな
い不動産、自動車の仲介など物販以外のセグメントを含む 2001年の消費者向け(BtoC)電子
商取引市場は、前年比 80％増の 1.5 兆円となったが、こちらも前年比の伸び率に以前ほど
の勢いはない。携帯電話などからのモバイルコマースは前年比で高い伸びを示したが、全

体の比率は 1割未満(8.1％)にとどまる。 
 インターネット人口が示すとおり、自宅のパソコンからのアクセスを主体としたネット

ショッピングは、これまでのような利用者のコンスタントな増加による市場拡大をあてに

できない時期にきている。ただし、インターネット・ユーザー一人当たりの平均ネットシ
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ョッピング利用額(ネットショッピング非利用者も含む)は増えており、ネットショッピング
非利用者も含む)は増えており、ネットショッピング利用率と一人当たり金額の上昇が、今
後の主たる市場成長機会になると考えられる。 
 
商品セグメント別動向 
 経済産業省などの調査によると、インターネットが仲介した取引の金額を含む不動産、

自動車および、金融、各種サービスを除外した物販商品の電子商取引額は、1999年から 2001
年の 3 年間で約 5 倍に成長している。ただし、個々の商品の伸びには格差が見られ、イベ
ントチケット、ゲームソフト、DVD、ビデオ、デジタルコンテンツからなる「エンタテイ
メント」が、主に携帯電話の着メロ、待ち受け画面の新たな需要発生を受けて急拡大した

ほか、「旅行」と「その他物販(医薬品、健康食品、化粧品、トイレタリー、家電 AVなど) 
」が平均を超える伸びを示す一方、「PC および関連食品」、「食料品」のような早い時期か
らネットショッピングで購入されていた商品の伸びは鈍化した。 

1999～2001年、2001～2006年の商品別電子商取引市場の伸び

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

物販全体

PCおよび関連製品

旅行

エンタテイメント

書籍・音楽

衣類・アクセサリー

ギフト商品

食料品

趣味・雑貨・家具

その他物品販売

倍

1999～2001年の伸び

2001～2006年の伸び

 
今後の予測では、2001年から 2006年の物販商品の電子商取引額は 13.8倍となり、とく
に「衣料・アクセサリー」、「ギフト商品」、「趣味・雑貨・家具」「食料品」が 20 倍以上の
高い伸びを示すとされている。 
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商品別ネットショップの動向 
 
＜衣類・靴・アクセサリー＞ 
 衣類・靴・アクセサリーのネットショッピングでは、オフラインの有名店、とくに通販

系ネットショップの利用が目立つ。この場合は、ネット上で商品を探すというより、カタ

ログや店舗で見てインターネットで注文するパターンが多いと見られる。ショップを知っ

たきっかけも、実店舗やカタログ（実際の店舗やカタログ通販で有名なので知っていた）

と答えるケースが半数近い。 
 インターネットで購入した理由は「入手しやすさ」、「外出回避」、「衝動買い」、「価格」

がほぼ均等に分かれる。他の商品では少ない「衝動買い」も約 4 分の 1 を占め、ネット上
で商品を魅力的に見せることの重要性を示している。 
 デザイン重視の商品などで、ショップ間の比較はあまりされない。選んだポイントでは

「価格の率が高いが」、これは個々の商品の価格というより、ショップ自体の価格帯を意味

すると推測される。他には、「品ぞろえ」と「オフライン有名店」が主なポイントとなって

いる。「在庫確認機能」をポイントとする率が他の商品に比べて高いので、完備しておきた

い。 
 
＜食品・飲料・酒類＞ 
 食品・飲料・酒類のネットショッピングでは、実店舗や他の手段では入手しにくい商品

が購入されていることが多く、半数が「入手しやすさ」をインターネットで購入した理由

に挙げている。これは「オリジナル商品/ユニーク商品」が「価格」に次ぐショップ選びの
ポイントとなっていることとも符号する。この二つに次ぐ「送料」も全商品平均と比べて

率が高い。 
 モール出店ショップで購入するケースが最も多い。利用されるショップは他の商品より

有名店への集中が少なく、多岐にわたっている。他で扱っていない商品の購入が多いため、

ショップ間の比較はあまりされない。ショップを知ったきっかけで最も多いのは「メルマ

ガ・メール」で、他の商品と比べて特に目立つ。食品・飲料・酒類のネットショップは、

メールマガジンやメール DMを積極的に活用すべきだろう。 
 
＜書籍＞ 
 書籍をインターネットで購入した理由は、実質的、近くの書店に在庫がないか、書店に

行かずに済ますためにどちらかに分かれ、「入手しやすさ」と「外出回避」が合わせて 9割
を占める。ショップの形態では「ネット単独店」が 44.2％を占めている。ショップを知っ
たきっかけも「ネット有名店」が上位に入っている。「バナー広告」をきっかけとする率は、

他の商品と比べてかなり高い。 
 和書の価格は均一なので、ショップを選んだポイントは他の商品と異なり「価格」より
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も「品ぞろえ」と「送料」に集中し、それ以外では「在庫確認機能」が上位にきている。

コンビに受け取り、夜間配達など配達の方法や条件が選べる「配達オプション」と「配達

日数」を選ぶ率が全商品平均と比べて高く、配達関連サービスが重視される。ショップ間

の比較は送料について行われると考えられるが、比較される率はさほど高くない。 
 
＜パソコン・周辺機器＞ 
 パソコン・周辺機器については、半数がインターネットで購入した理由として「価格」

を選んでいる。6割以上がショップ間の比較をしており、3店以上比較したケースも 32.3％
と高く、安いショップを選んでいることがわかる。ショップを知ったきっかけには、価格

コムなどの「比較サイト」が上位に入っているのが特徴的で、ショップを選んだポイント

としても、「価格」は 70.7%と圧倒的だった。 
 ショップの形態では実店舗を持つ「店舗系」がもっと多い。ただし、ショップを知った

きっかけを「実店舗やカタログ」とする率は、全体平均と比べて低かった。代わりに、前

述の「比較サイト」や「口コミ」の率が他の商品に比べて高くなっている。 
 価格以外の、ショップを選んだポイントとしては、「品ぞろえ」「送料」が上位に来てい

るが、価格に率が集中しているため、他の商品と比べて高い数値を示したポイントはほと

んどなかった。 
 
＜ホテル・航空券・旅行＞ 
 ホテル・航空券・旅行をインターネットで購入した理由は、旅行代理店などに出向かず

に済ませる「外出回避」が半数を占め、「価格」と合わせて 9割近くとなる。ショップの形
態では航空会社やホテルなどサービス提供元に直接予約する「直営サイト」が最も多くな

った。ショップ間の比較をするケースは半数だが、他の商品と比べて比較される率は高い。 
 ショップを選んだポイントとしては、「価格」が突出しているが、それに次いで「会員登

録済み」で手続きが簡単なことや、「ポイントプログラム」のようなリピーター向け機能の

提供が有効だと考えられる。また、空席、空室の確認という意味での「在庫確認機能」、「早

い問い合わせ対応」、「サイト使い勝手」、「参考になる情報」のように、他の商品と比べて

高い数値を示すポイントが多く、特徴のある商品カテゴリーといえる。 
 
＜ソフトウェア＞ 
 ゲームを含むパッケージ・ソフトをインターネットで購入した理由は、「入手しやすさ」

「価格」「外出回避」がほぼ 3割づつを占め、特に際立ったものはない。購入したショップ

の形態では「直営サイト」が 41.0%と多く、これはソフトウェアメーカーのネットショップ

を利用したケースであった。 

 ショップを知ったきっかけを「メルマガ・メールＤＭ」とする率が他の商品と比べて高

く、「サーチエンジン」を上回っている。「口コミ」も全商品平均よりかなり高い。 
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 ショップを選んだポイントは「価格」「品ぞろえ」「オリジナル/ユニークな商品」が上位

を占めるが、「価格」の率が全商品平均に比べて低い分が、「会員登録済み」以降のポイン

トに回っている。リピーター向け機能が、他の商品に比べて重視される。ショップ間で比

較する率は、さほど高くない。 

 

＜化粧品・美容関係＞ 
 化粧品・美容関係のネットショッピングは、他の手段では入手できない、また入手しに

くい商品が購入されるケースが多く、「入手しやすさ」を理由とするケースが半数を占める。

ショップ間で比較される率は低い。 
 ショップの形態は「通販系」が最も多く、ショップを知ったきっかけでも、「実店舗やカ

タログ」の率が高く、次いで「メルマガ・メールＤＭ」「サーチエンジン」となっている。 
 ただし、ショップを選んだポイントとしては、「オフライン有名店」であることよりも、

「価格」「送料」「オリジナル/ユニーク商品」が重視される。「送料」「オフライン有名店」
「支払いオプション」「配達日数」は他の商品と比べて率が高い。 
 
＜音楽 CD・ビデオ・DVD＞ 
 音楽 CD・ビデオ・DVD は、「入手しやすさ」を理由にインターネットで購入されるケース

が最も多く、書籍と同様に店舗に目当ての商品の在庫がないために利用されているようだ。

ショップを選んだポイントでも「品ぞろえ」が突出しており、自分のほしい商品を扱って

いるかどうかが決め手となっていると考えられる。「価格」は「品ぞろえ」に次ぐポイント

だが、他の商品と比べると率はかなり低く、ショップ間の比較もさほどされていない。「送

料」と「ポイントプログラム」の率は他の商品と比べて高い。 

 ショップの形態としては、「店舗系」とネット単独系が良く利用されている。ショップを

知ったきっかけは、「サーチエンジン」が多く、「リンク」と「バナー広告」で知るケース

が他の商品に比べて多い。 
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＜総合的見解＞ 

 個々の品目における注目分野は、伸びの著しい各種サービス、不動産、旅行、エンタテ

インメント、趣味・雑貨・家具といった分野である。 

 各種サービス分野では、ゴルフ場予約や、レストラン予約などの予約サービスが引き続

き好調なことに加え、公営競技のインターネット投票額を今回新たに補足した結果、前回

調査に比べ 4830 億円増となっている。当該分野に関しては、本調査にて金額を補足できな

かったが、EC 取り組みが確認されているサービスもまだ多く存在し、今後も市場拡大が期

待される分野であるといえる。 

 不動産分野では、大手マンション開発・分譲事業者のインターネットを契機としたマン

ション制約額を中心に市場規模を算入してきたが、本調査においては、住宅供給メーカー、

マンション・住宅仲介事業者、賃貸物件を取り扱う不動産事業社及びリフォーム事業者の

リフォーム予約申し込みなどのインターネットでの取組状況を把握した結果、3020 億円増

となっている。 

 旅行分野では、宿泊予約専業サイトに対する消費者の支持は引き続き好調だが、ASP 事業

者などが提供する安価な宿泊予約システムなどの進展を背景に、地方の中小旅館を中心に、

宿泊予約サイトに登録しつつも、自社のサイトでの予約受付も実施する方式が広く一般化

している。 

 今まで、大手ホテルチェーンを中心に取り組まれていたホテル自身による EC 直売が、中

小旅館にまで裾野が拡がったことによる市場全体の底上げが成された結果、2090 億円増と

なっている。 

 エンタテインメント分野では、携帯電話向けのコンテンツサービスにおいて、従来の着

信メロディに加えて、「着うた」といった新たなサービスが消費者の圧倒的な支持を得てい

る。その結果、1450 億円増となっている。 

 また、イベントチケットの分野においては、携帯電話を利用した電子チケットサービス

が開始されており、従来のコンサートなどのイベントのみならず、映画館における座席予

約サービスなどの取り組みも始められ、今後の当該分野における市場伸張を牽引するであ

ろうサービスも 2003 年に登場している。 

 趣味・雑貨・家具分野では、磁石専門といった中小商店が自身の取り扱う商品の請求力

を背景に、消費者へのリーチの拡大に成功している事例も見受けられる 

 

 

 

 

 

 

 



 10

2003 年の市場規模 

商品・サービス

セグメント 市場規模（円）電子商取引化率 市場規模（円）電子商取引化率 市場規模（円）電子商取引化率

PC及び関連製品 1970億 12.9% 2600億 20.6% 2350億 16.0%

旅行 2650億 1.9% 　6000億 4.2% 4740億 3.4%

エンタテイメント 1920億 1.6% 4200億 3.6% 3370億 2.9%

書籍・音楽 620億 2.0% 1300億 4.1% 1310億 4.2%

衣類・アクセサリー 1330億 1.0% 2000億 1.2% 1640億 1.3%

食品・飲料 1300億 0.3% 2200億 0.5% 2190億 0.5%

趣味・雑貨・家具 1090億 0.9% 2400億 1.7% 2490億 2.0%

自動車 5770億 4.6% 9400億 7.6% 6030億 4.8%

不動産 6100億 1.4% 10100億 2.4% 9120億 2.1%

その他物品 1390億 0.6% 2500億 1.2% 2470億 1.0%

金融 1160億 0.4% 2150億 0.7%

（銀行・証券等） 510億 4.1% 1700億 1.7% 1460億 11.8%

（生損保） 650億 0.2% 690億 0.2%

各種サービス 1550億 0.2% 2500億 0.3% 6380億 0.8%

合計 26850億 0.9% 46900億 1.8% 44240億 1.6%

2003年BtoＣ　ＥＣ　の現状
今回調査

2003年

前回調査

2002年 2003年予測

 

2003年　ＢｔｏＣ ＥＣ
のセグメント別構成比

ＰＣ及び関連製品
5.3%

旅行
10.7%

エンタテインメント
7.6%

書籍・音楽
3.0%

衣料・アクセサリー
3.7%

食品・飲料
5.0%

趣味・雑貨・家具
5.6%

自動車
13.6%

不動産
20.6%

その他物品
5.6%

金融（銀行・証券等）
3.3%

金融（生損保）
1.6%

各種サービス
14.4%

 http://www.ecom.or.jp/より 
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3章 ネットショップの実態 
ココデス（西友ネットスーパー） 
 
＜設立＞ 
西武百貨店に長年勤務した経歴を持つ森肇社長（現会長）が、99年 12月に自らネットス
ーパー「ココデス」を立ち上げるために従業員五人で設立した企業である。 

 
＜事業内容＞ 

・ インターネット即日宅配支援システム【ココデスＥＣＥＳ】の設計・開発・販売 
・ 携帯ＥＣシステム開発・販売 
・ 音声応答受注システム（ＣＴＩ）の設計・開発・販売 
・ ＡＳＰ型ネットスーパー支援システム 
【ココデスＥＣＥＳ／ＡＳＰサービス】の設計・開発・販売 

・ ネットスーパーオペレーション支援プログラムの運営 
・ 全国翌日配送インターネット・スーパー【cocodes.co.jp】 の運営 
・ 携帯ＥＣスーパー【ココデス】の運営 
 

＜創業時の戦略＞ 
 サイト上では飲料水や酒類、加工食品などを中心に 4000アイテムの商品が並ぶ。サービ
ス対象エリアは日本全国。ただしココデス自身は全く資産を持たない。 
 提携を結んでいる福井県の地場スーパーの自社在庫に注文を引き当てる。地場スーパー

が仕入れた商品のうち、ココデスで売れた分については保管料や荷役料を含めた金額を後

からスーパーに支払う。ココデスの収益の柱となるのはこの商品原価に二割程度を上乗せ

した売価設定にある。配送料は全国一律 400 円という設定で決算方法はクレジットカード
と代引きの二種類である。  
この戦略で、ココデスは不思議と消費者が、一回の買い物で設定した配送料の約 10倍を購
入するという戦略を手掛けた。 
 
＜ココデスと西友＞ 
 ココデスの最大の課題はサイトの「ブランド力」だった。知名度を上げるためには宣伝

費が必要になってくるが、その金額は莫大であり、立ち上げたからといって、一夜にして

知名度と信頼度を得ることは難しかった。 
 結局ブランド力をつけるためにはリアル店舗が必要だった。消費者は普段利用している

スーパーをイメージして買い物ができる。そこで大手スーパーとの提携に奔走した。消費

不況のあおりをうけて、時期としては絶好だった。しかし感触は良くなかった。それはス

ーパー業界では 20年も前に宅配事業を手掛けたことがあったが、採算が合わず失敗してい
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たからだ。 
 しかし西友だけがココデスの提案を評価した。20 年で消費者のライフスタイルは大きく
変わった。インターネットの利用者は急増している。ネット店頭在庫を捌ければ西友にと

ってもメリットはある。このような運びでココデスと西友は西友ネットスーパーを立ち上

げることになった。 
 
＜物流システム＞ 
 西友ネットスーパーを立ち上げるにあたり、即日販売という物流サービスでの差別化を

打ち出した。ただし即日販売を実現するにはある程度げんていする必要があったため、ま

ずは対象エリアを店舗の立地する杉並区に限定した。 
 消費者からの注文は 24時間、365日受け付け、消費者は配達時間帯を選択できる。注文
から最短三時間以内に配達するために配送を軽貨物やバイク便輸送を手掛けるダットジャ

パンに委託した。 
                        商品データ 

                         更新 

       生活情報 

                        納品伝票 

      インターネット             出力                       

        発注  
       代金支払い             代金支払い 

      クレジットカード     スタッフ派遣依頼 

       ／代引き                スタッフ派遣 

 
 
       即日商品宅配 

 
西友ネットスーパーのシステム図 

 
＜方式＞ 
 ネットネットスーパーには店舗方式とセンター方式の二つの方式がある。西友ネットス

ーパーが行っている店舗方式は、既存の設備を利用するため初期投資が少なくすみ、損益

分岐点が低い。また、店舗と宅配で在庫を共有するため在庫リスクが小さい。一方、セン

ター方式は注文自体は順調に伸びるが、受注予測がうまくいかず、多い時には 3～4割の廃
棄ロスが発生し、黒字のめどが立たない。もちろん店舗方式にも四角はある。一件あたり

の処理コストや時間がセンター方式より余計にかかる。また、1店舗でこなせる注文件数が
それほど多くないうえ、近隣に別の店舗がなければ事業拡大は困難である。しかし西友ネ

ココデス 
受注サーバー 

 

消

費

者 

グッドウィル・グループ 

ダット・ジャパン 

   

西友 
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ットスーパーはリスクを抑えた店舗方式で、的を絞り店舗を増やすことで成功の道を歩ん

でいる。 
 
＜現状・今後＞ 
 先陣を切ったココデスに続き、西友、イオン、イトーヨーカ堂といった大手スーパーが

続々と参入してきている。西友は約 1万 2000人ともっとも多い会員数を誇り、すでに月商
は 2600万円を突破。今年度は 15億円の売上を目指すなど、順調に事業を拡大している。 
 配達の地域を限定しているネットスーパーが多いために直接競争するケースはまだ少な

い。しかし、どこでもあるような食品や日用品を届けるという事業形態だけに、利益率は

決して高くない。一刻も早く会員を増やして黒字に転換し、「勝ち組み」として名乗りを上

げようと各社がしのぎを削っている。 
そこで西友は米やペットボトルなど、重くてかさばる商品は代金を 5％引きにするサービ
スを展開し、顧客を増やそうとしている。またココデスとともに携帯電話のインタネット

接続サービスに乗り出している。西友では折り込みチラシに携帯電話による注文の番号を

印字して、目当ての商品をすぐに注文できるようにした。全体で一日 160 件受注している
がその 5件が携帯電話経由である。 
今日、ネットスーパーは「成功の方式」を模索している最中である。しかし勝ち組にな

るための条件が明確になり始めた。西友は配達の商品の品質に徹底にこだわる。ネットス

ーパーの顧客の信頼を失えば、もう二度と利用してもらえなくなると考えている。ネット

スーパーでは顧客は商品を直接とって品質を確かめられない。だからこそ、店舗で配達す

る商品を選ぶ際に、最新の注意が不可欠と判断しているのである。 
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アスクル 
 
＜設立＞ 
 オフィスに必要なものやサービスを「明日届ける」トータルオフィスサポート会社とし

て、1993年 3月に大手文具総合メーカーであるプラス株式会社の一部業部としてスタート
した後、1997年 5月に分社独立して設立した企業である。 
 
＜事業内容＞ 
 ・文房具、事務用品、オフィス家具、什器備品、インテリア用品、パソコン周辺機器 
  ソフトウェア、書籍、食料品、日用雑貨品、清涼飲料水、衣料品、家庭用電化製品 
  における通信販売事業 
 ・名詞および封筒の印刷作成・伝票等の名詞入れサービス 
 ・オフィスプランニングサービス 
 
＜創業時の戦略＞ 
 アスクルは世界でたった一つ、メーカーと文具店とのコラボレーションでつくり上げた

通販事業である。普通、通販事業というとダイレクトマーケティングや、直取引なのだが、

アスクルの場合はその間に代理店がいる。これは文具店が減っていった理由であるマーケ

ティングノウハウがなかったというのを克服するためであった。 
 また最初からターゲットを中小企業のオフィス需要に絞った。これは大企業はたいてい、

購買部を持っていてそこを取引先にした問屋があり新しいチャンネルを開こうとしても、

なかなかはいっていけない。また個人ユーザーを相手にすると、顧客が多様すぎて、しか

も需要が小さく対応のしようがないからだ。 
 創業当初は 3年間で 10億円の赤字をだした。しかしあえて次の展開のために大投資を企
図しコンピュータシステムを徹底的に強化した。ここですでに確かな目で時代の先を読ん

でいた。 
 また初めから売るものを決めていなかった。顧客とのリレーションシップの中で、互い

に対話をし合いながら、扱う商品がどんどん必然性を持って品揃えされていった。 
 アスクルの第一の英断は、かなり大きな投資ができたこと。二つ目は、自分の売りたい

商品に固執するのではなく、顧客の欲しいものをどんどん取り上げたことである。商品の

販売代理店ではなく、顧客需要の購買代理店になれたことが大変な強みであった。 
 
＜エージェントシステム＞ 
 アスクルの戦略的パートナーシップ軍団を構成する主要なメンバーがエージェントと呼

ばれている。いってみれば地面上のビジネスを担当している存在である。このエージェン

トは新規顧客の開拓と代金の回収という 2つの機能を担うものである。 
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 ディスカウント勢力の台頭など、さまざまな小売業態の出現によって競争が激化し、文

具や事務用品のみを取り扱う専業店は、時代からその存在の必要性を問われ始めていた。

そんな方々をエージェントとして迎え入れた。これによりそれまで地面の上のビジネスと

して専業店が培ってきた地元の利を活かすことが可能になる。 
 顧客の開拓にしても代金返済にしても、これだけマスアドバダイジングメディアが発達

し、金融決済のネットが発達してきた時代にわざわざエージェント機能を活用しようとい

うには、直接顧客とふれ合うこと、アスクルの目指す事業が高いレベルにあることの証明

である。 
 
＜物流システム（物流センター）＞ 
 現在では翌日配送のみならず、当日配送や指定日配送も可能となるほど、顧客の利便性

を追求した情報・物流システムのイノベーションが続けられている。こうしたバリューを

実現する拠点としているのが、東京、大阪、仙台、福岡に設置されている四つの物流セン

ターである。 
 東京物流センターは 4 フロアに分かれた縦型構造となっている。まずラインは買い物カ
ゴの役割を持つ折りたたみコンテナからスタートする。折りたたみコンテナはセンター内

の商品棚の間を通りながら、注文された商品をピックアップしていく。したがって、スタ

ートの段階から折りたたみコンテナごとに顧客情報がバーコードで識別され、最終工程ま

での道順が管理されていく。 
 この物流センターは商品入荷→梱包→出荷という単なる商品通過点としての物流拠点だ

けでなく、工場のイメージである。工場というのはアスクルの顧客にとって欲しいものが

欲しい数だけ、サービスとともにパッケージされる場所という意味である。これにより、

他の店で売っている商品であっても、アスクル独自のサービスが加えられることによって

新しい価値を持った商品として生まれ変わる。つまり、このセンターがアスクルの大切な

価値生産工場なのである。 
 
＜現状・今後＞ 
 2000年に「アスクルブックカフェ」をオープンした。これはインターネット上で注文し
た本をすぐに届けるといったサービスである。朝注文すれば帰りの電車の中で目当ての本

を読むことも可能である。 
 これまではオフィスで必要なものを提供してきたが、ここではオフィスで働く人が必要

なものを提供することを試みた。 
 また「ポータル・アスクル」という個人向けの通信サイトを立ち上げた。カタログがな

いなど、商品数、ポイントサービスなど法人向けサービスほど機能が行き届いてはいない

が、顧客の更なる便利につながるために体制を整えている。 
 これからのアスクルは更に進化をしていくと思われるが、それがどういう形になるかは
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明確にはわかっていない。しかしどのような形になるにせよ、アスクルの進化が顧客とと

もにあることは確かである。 
 
＜売上高推移＞ 
 

 

 

 
 

https://www.askul.co.jpより 
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Amazon.com 
 
＜設立＞ 
 Amazon.comは、世界一のオンライン販売サイトである。Ａmazon.comが開業したのは
1995年 7月。1999年 4月にオンラインオークションの世界に進出した。 
 
＜事業内容＞ 
 書籍以外にＣＤ、ＤＶＤ、ビデオなどのＡＶコンテンツから、電子機器、ソフトウェア、

玩具、ビデオゲーム、健康・美容関連製品、家庭用品、美術・収集品、園芸用品など様々

な分野にわたるオンライン販売。 
 
＜創業時の戦略＞ 
 Amazon.comが開業したのは 1995年であるが近年の売上は 16.4億円を上っており、顧
客は 160カ国以上の 1700万人に上る。このような急成長を達成できた要因として、オンラ
イン取引の利宜性のほかにもやはり戦略がある。 
 それは徹底した低価格戦略である。書籍で見ると、ほとんどの書籍は 10～40%引きで売
られている。当初、Amazon.com は書籍を書籍卸から仕入れていた。サイトの運営が軌道

にのった後、書籍の仕入れを直接、出版社からの仕入れに切り替えた。これは、卸の中間

マージンを排除して、低価格戦略を徹底させるためである。 
 しかし、このためには自社で倉庫を持つ必要がある。現在では全米 6 カ所に巨大な自社
倉庫を開設し運営している。サイトの開設以来、認知度を高めるためのマーケティング投

資、商品分野の幅を広げ顧客の利便性を向上させるためのコンピュータ投資、そして商品

調達、物流機能の強化のために継続して巨額の投資を実施してきた。 
 このような巨額の投資の継続のため、売上の急成長にもかかわらず、いまだに利益を計

上するに至っていない。これからの企業と競合しながら高い収益力を実証できるかどうか

きわめて注目される。 
 
＜顧客を引き付ける仕組み＞ 
・豊富な本の内容紹介 
 顧客は書籍のトップページからカテゴリー検索、あるいはキーワード検索によって、自

分の関心のある書籍にたどり着く。そこには編集者による書評、およびその他の著名人の

書評が載せられている。さらにその本を買った読者の書評も載せられている。 
 顧客は、これらの書評を読みながら、自分の購買意思決定をすることができる。読者の

書評紹介は単に顧客の便宜性を高めるだけでなく、サイトへの顧客の参加意識も高める役

割を果たすなどという工夫がされている。 
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 ・多彩なリコメンデーション方法 
 Amazon.com のトップページには、個々の顧客に対する商品のリコメンデーション機能

が盛り込まれている。顧客が会員登録すると、その顧客の購買履修を基礎情報として、そ

の顧客の嗜好にあった商品のリストを示してくれる。この顧客がサイトで購買を繰り返せ

ば、リコメンデーションはそれだけその顧客に適合的なものになってくる。 
 さらに、自分の好みのカテゴリーを登録しておけば、そのカテゴリーの新刊案内を電子

メールで送ってくれるサービスもある。 
 
 ・ディスカッションボード 
 Amazon.com のホームページ上にコミュニティのコーナーがあり、そこにある

Discussionsをクリックすると、ディスカッションボードのページに移る。 
 ディスカッションボード上には、さまざまなジャンルが設定しており、各ジャンルで顧

客は自由に意見の投げかけを行うことができる。このようなコミュニティ機能は、ネット

ビジネスサイトに顧客を何度も繰り返し訪れさせる重要な仕掛けである。このほかにも知

人に無料で E カードを送ることができる機能など、単にサイトでショッピングを楽しむだ
けでなく、サイトで遊び、サイトで憩う機能などを提供している。 
 
＜注文システム＞ 
 注文方法には、ショッピングカート、1クリック、オーダーフォームの 3つの種類がある。 
 ショッピングカート方式とは、サイトを見て回りながら、欲しい商品をショッピングカ

ートに入れ、最後にショッピングカートの中身と金額を確認し、届け先、支払方法などを

指定して注文を完了する方式である。 
 1クリック方式とは、Amazon.comの独特な方式である。顧客が事前に 1クリックの設定
をし、届け先、支払方法など必要事項を登録しておけば、顧客はサイト内を回りながら 1
クリックボタンを押すだけで、90分以内の注文は 1回分の注文として自動的にまとめられ、
配達される仕組みである。 
 ギフトなどを複数の人に送りたい場合などは、リスト形式のオーダーフォームがある。

顧客は以前に何を送ったかなどを確認しながら買い物ができる。 
 配送については、米国内では 3～7 日が標準的な配送日数であるが、UPS を使用して 2
日配送や翌日配送にも対応する。配送方法の選択にしたがって配送料金が変わるが、顧客

は自分の都合に応じて自由に配送方法を指定できる。 
 
＜他企業との連携＞ 
 Amazon.com は、オンラインショッピングにおけるポータルサイトを目指している。こ

の戦略を実現するために、多くのオンラインショップに投資をし、ウェブ上でも連携をし

てきた。 



 19

 他社との連携で重要なものに、アソシエイトプログラムがある。アソシエイトプログラ

ムとは、他のウェブサイトに Amazon.com のリンクボタンを作ってもらい、そこから顧客
が Amazon.comにはいって買い物をした場合に、そのウェブサイトに Amazon.comから手
数料を支払うものである。 
 現在アソシエイトは 40万以上のサイトにわたっている。そのなかには、Yahoo、Excite、
AOL、MSNなどのポータルサイトが含まれている。アソシエイトプログラムは、ウェブサ
イトを運営する誰にでも開かれており、ウェブページで申し込み、リンクを張ることがで

きる。 
 このように Amazon.com では、他企業や個人と連携し、品揃えの幅を増やし、ワンスト
ップショッピングが可能なオンラインショッピングのポータルサイトを実現しようとして

いる。 
 
＜現状・今後＞ 
 アマゾンの目標は発見のプロセスを拡大することである。先進技術を利用すれば、顧客

が本を探し出せる確立を大幅に高めることができる。なぜなら、アマゾンでは、読者に本

を探させるだけではなく、本に読者を見つけ出させているからである。 
 ソフトウェア開発を行ってきたアマゾンは、テクノロジー企業そのものである。顧客が

オンラインで商品を手助けするためにアマゾンは最近、コラボレイティブ・フィルタリン

グなど、単純だが極めて高度な技術を利用し始めた。コラボレイティブ・フィルタリング

とは、ある顧客の好みや興味が似ており、以前に同じ本を買っているアマゾンのほかの顧

客たちを見つけ出し、そのグループのメンバーが買った本の中から、顧客がまだ買ってい

ない本を探し出す技術である。 
 1998年には、ユーザーのホームページを過去の動向や好みを基にカスタマイズしていた。
それは、誰かの隣に座り、その人のアマゾンと自分のとが少し違うことを見ない限り、カ

スタマイズに気づかないような仕組みになっている。 
 アマゾンはこれから先もずっとその実現を目指し続けていく。架空の平均的顧客のため

の平均的店舗を持つのではなく、アマゾンが目指しているのは、誰にとっても申し分の無

い店舗を作ることなのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 
5章 終わりに 
 
これからのネットショッピング市場 
 インターネットが成長し、大衆向けメディアに発展するにつれ、競争はますます厳しく

なっている。インターネット人口が示すとおり、利用者の増加による市場拡大をあてにで

きない時期にきている。ただし一人あたりのネットショッピングの利用額は増えており、

ネットショッピング利用率と一人あたりの金額の上昇が今後の主たる市場成長機会になる

だろうと考えられる。 
 
現在・今後の課題 
成功企業において共通している点は、新しいことを考え、それをすばやく行動に移して

いるということである。それはすべて、顧客を自社のものとし、飽きずに利用し続けても

らうということにある。そのためには現在、またこれからにおいても必要不可欠な課題が

浮かんでくる。 
・ インターネットの世界はあまりにも動きが速い。より速く考え、より効率的に動

くことが重要。 
・ 信用されなくなったら終わりである。商品を届ける際に細心の注意を払うことが

不可欠。 
・ 他社との差別化を図るため独自の戦略が必要。 
・ 顧客を引き付けるための仕組みが必要。 

 
 これらの課題は実際に成功企業として運営している企業が、常に考えていることであり

またこれからも実行していくことである。これからの課題ということになるが、それは他

社それぞれである。西友ネットスーパーでは配達商品の品質に徹底にこだわる。またアス

クルでは個人向け通信サイトの運営により力を入れていく。Amazon ではよりよいホーム
ページのカスタマイズにこだわっていく。といったような形で、戦略は独自なものである。 
 しかしインターネット市場全体のこれからといったことになると、それは時代の流れと

ともに変化していくと思われる。最近では携帯向けのコンテンツサービスである着うたな

どが圧倒的な支持を得ている。このように流行といったものが売れ行きを左右することも

ある。 
 何より言えることは、時代の流れとともに企業も変化し続けていくということである。

顧客の獲得のために独自の戦略を駆使しながら、これからもインターネット市場は成長し

続けていくと思われる。 
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