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成長を続けるアプリ市場 

アプリのダウンロード数 

引用：App Annieモバイルアプリ市場予測 2016（グローバルデータ） 

買い物や調べ物はもちろん、テキストでのコミュニケーションに至るまで、いまやスマートフォンは生活の中心であり、 
起床から就寝まで肌身離さず持ち歩く数少ないデバイスとなっています。アプリはそのスマートフォンのホーム画面にアイ
コンを設置することができることから、顧客に最も近いコミュニケーションツールともいわれております。 
 
モバイルアプリ市場予測2016のデータによると、2016年時点でのアプリのダウンロード数は1,473億件。こちらの数値は、
今後も伸び続け、2020年には約2倍にまで成長する見込みと言われております。 
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非ゲーム系アプリの成長 

引用：Flurry Analytics 
2015-2016 Year-Over-Year Session Growth 

ゲーム、SNSなどアプリといっても様々なジャンルが存在します。こちらは、カテゴリー別にみたアプリの利用状況の伸び
率を示したグラフです。注目すべき点としては、現在伸びているカテゴリーがスポーツ・ビジネス・金融・ショッピングと
いった「非ゲーム」であるという点です。 
 
実際、最近では各企業が顧客に情報を提供する手段の一つとして、自社アプリの導入を選択するケースが増えております。
このような状況からもマーケティング施策の一つとしてアプリは欠かせないツールになりつつあります。 
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アプリとウェブサイトの違い 

アプリ vs ウェブ  

引用：comScore Mobile Metrix, U.S June 2015 
Top 1000モバイルアプリ vs Top 1000モバイルサイト 

アプリを導入する上でまずおさえておきたいのが、 
アプリとウェブサイトの違いです。 
 
こちらのグラフは、アプリとウェブサイトをそれぞれ「利
用者数」「滞在時間」で比較したデータです。 
 
利用者数においては、アプリよりもウェブサイトのほうが
約3倍多い結果となっております。一方、滞在時間において
は、ウェブサイトよりもアプリのほうが約20倍長いという
結果となっております。 
 
アプリユーザーの方が、ロイヤリティが圧倒的に高く、リ
ピーター向きということがわかります。 

アプリユーザーはロイヤリティが高い 



5	  

ロイヤル 
カスタマー 

顕在層 

潜在層 

アプリ 

ウェブサイト 

リテンションに強い　　 
新規ユーザ獲得に弱い　 

リテンションに弱い　　 
新規ユーザ獲得に強い　 

×	
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アプリとウェブサイト、どちらを使うべきか。と
いう比較で考えるのではなく、それぞれの強みを
理解した上で、顧客の段階に沿って使い分けてい
くことが重要です。 
 
一般的には、右図のように、「新規顧客向けは
ウェブサイト」「既存顧客/ロイヤルカスタマー向
けはアプリ」という考え方で利用されるケースが
多いです。 
 
アプリをより有効的に活用している企業では、ア
プリだけの限定コンテンツを配信する等の工夫を
して、ロイヤルカスタマーの囲い込みをしていま
す。 

ロイヤルカスタマーの囲い込みに強いアプリ 
アプリとウェブサイトの違い 

ファン層 
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アプリの強み 

アプリは、ウェブより圧倒的にエンゲージする！ 

利用頻度が高まる 閲覧ページ数が増える リアルタイムにリーチ 
ホーム画面にアイコンがあり、 
ワンタッチでアクセス 

サクサクで動作し、 
オフラインでも快適に利用 

プッシュ通知やGPSなどの 
アプリだけの機能でリーチ 
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広がるアプリの活用方法 
～各企業の事例をご紹介～ 
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Case Studies : オムニチャネルアプリ 

【アプリを導入したきっかけ】 
 
O2Oを実現するためには、 
アプリ導入が不可欠 
 
当社の強みは全国約650の店舗数と各店の店長裁
量による仕入れであり、この武器を活かすには
O2Oの活性化が重要です。つまり、店舗の在庫情
報をリアルタイムで把握し、アプリを通してお客
様に情報発信をしていくことがキーになります。 
 
これまでアナログで管理されていた各店の在庫情
報がデジタル化されることで、店舗間での情報共
有がスムーズになるのはもちろん、アプリで在庫
確認をしてからご来店いただけることでお客様の
お買い物に対する満足度も上がると考えています。 

全国650店舗の鞄専門店 
「SAC’S BAR」、アプリを起点に 
デジタルシフトを加速 

また、アプリを活用したデジタル発信を開始して
も、現場（店舗）が連動しなければ意味がありま
せん。そのため、アプリ内のInstagramに各店舗
からも投稿できるようにしました。本部で一括し
て投稿を行うのではなく、各店舗からリアルな情
報を発信できることで、コンテンツの充実を図る
ことが出来ています。 
 
アプリのダウンロード数＝お客様数ですから、今
まで雑誌などを通して不特定多数への発信使って
いたコストを、今後は興味のあるお客様に絞って
プッシュ通知で効率よく販促できること、店舗を
通してアプリをダウンロードしたお客様が今度は
ECサイトをご利用いただくなどといった形で、ア
プリを導入したことでO2Oを実現することが出来
るようになりました。 
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【アプリを導入してどうか？】 
 
店舗・ECともにアプリ導入による手応えを実感 
 
店舗でのアプリダウンロード促進のために、ダウンロード後す
ぐにお買い物でお使いいただける500円クーポンの配布を行い
ました。 
 
アプリのダウンロード数を社内で競うために店舗毎にQRコード
を発行し、インセンティブをつけて活性化を促しました。実際
に店舗を回ってみると、アプリ紹介のPOPに手作りのデコレー
ションをしていたり、レジ前でのダウンロードのご案内を徹底
していたりと、現場レベルでの工夫がみられ会社全体としてア
プリを盛り上げようという動きにつながりとてもよい流れが出
来ています。 
 
クーポンの使用率が約70％、自社ECについては売上、会員数
はともに3倍に伸びており、店舗、ECともにアプリ導入による
手応えを感じています。 
 
また、キャンペーンに連動したプッシュ通知は開封率が50％を
超える結果となりました。プッシュ通知の使いやすさを優先し
てYappliを選択したので、この結果に大変満足しています。 

Case Studies : オムニチャネルアプリ 
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注目のファッションECが語る 
モバイルアプリ戦略 

【アプリを導入したきっかけ】 
 
モバイルシフト、メルマガ開封率の減少 
 
2014年からアプリ導入を検討していました。
2017年の今でこそモバイル通信環境が整い、サ
イトの表示速度が早くなりつつありますが、その
時は大都市部以外、通信速度はまだそこまで早く
なっていませんでした。それであれば、表示速度
が早いネイティブアプリで写真をサクサク見れる
ものを作ろうと考えたのがきっかけです。 
 
ガラケー時代からモバイルECを運営しており、ス
マートフォンに急速に移行していく過程でメルマ
ガの開封率が除々に下がっていました。 また、そ
もそもメルマガに新規で登録するユーザー自体も
減少する傾向が見えたため、スマートフォンに直
接送ることのできるプッシュ通知を使いたいと考
えたのです。 

もともとYappliを利用する前は、開発会社に依頼
してアプリを運用していました。企画などの打ち
合わせから、アプリを実際にリリースするまで2
年ほどかかりました。iOS/Androidの2つのOSに
対応するのも大変で、先にAndroid版をリリース
して、その後iOS版をリリースしました。開発期
間中にiOSのアップデートが行われて、その対応
やバグの修正などに追われました。当社からも1
名プロジェクトマネージャーを出していて、人的
リソースもかかりましたね。 
 
実際にリリースしたアプリは、プッシュ通知を送
れるには送れたのですが、テキストしか送れない
仕様になっていて、画像や絵文字などには対応し
ていませんでした。また、プッシュ通知をタップ
してアプリを起動させるリンク設定も出来なかっ
たため、お客様に告知をしたということしか分か
らず、ECサイトへの効果も計測出来ていませんで
した。 

Case Studies : ECアプリ 
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【アプリを導入してどうか？】 
 
新機能エンベッド動画で動画コマースにも挑戦 
 
Yappliに乗り換えてから、プッシュ通知の瞬発力を改めて感じ
ています。メルマガだと送信後、20～30分後くらいが一番の
ピークになりますが、プッシュ通知は送った瞬間からアクセス
が集中します。 
 
プッシュ通知については、企業がお客様に送るということはあ
まり意識せずに、自分がお客様の立場になって、この通知を受
け取ったら開きたくなるかな、楽しくなるかな、ということを
考えて配信をしています。 
 
やはりネイティブで生成されたコンテンツは、サクサク表示さ
れて体験が良いですね。解析ツールなどの分析結果を見て、コ
ンテンツもブラッシュアップを重ね、どんどん良くなってきて
いると思います。 
 
新機能のエンベッド動画を使って、新しく水着を動画で紹介し
て、そのまま購入できるということにも挑戦しています。結果
はまだこれからですが、今後、動画コマース市場が伸びてくる
先駆けの取り組みです。 

Case Studies : ECアプリ 
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アプリだから実現できる 
ロイヤルカスタマーへの「おもてなし」 

【アプリを導入したきっかけ】 
 
新規獲得はWebサイト、リピートユーザー
はアプリ。ニーズの異なるユーザーへ 
チャネルを分けてアプローチ 
 
「アミノバイタル」の情報発信には、2つの大き
な目的があります。1つ目は、まだ商品をご存知
でない方やライトユーザーに向けて製品情報をお
伝えし、興味喚起すること。もう1つは、すでに
ご利用いただいているお客様に対して製品のより
効果的な使い方を伝え、信頼度を高めることです。
この2つの目的をWebサイトで実現することは難
しいと常日頃から感じていたため、Webサイトで
は新規の方向けに特化した見せ方、アプリではリ
ピートユーザーの方に何度も見てもらえるコンテ
ンツを作ろうと決めました。 

アプリの利点は、ウェブサイトと同じコンテンツ
を使用しても、レイアウトの工夫次第でまったく
違うものに見せられるところです。これは、ブラ
ンディングと制作コストの両面から非常に魅力的
でした。 
 
もう1点、アプリの導入を後押ししたのは個人情
報の取り扱いです。様々なリスクを考慮した時、
大規模に施策を実施する際にはなるべく個人情報
を扱いたくなかったというのが本音でした。アプ
リはその点でも我々のニーズに合致していたため、
社内手続きもスムーズに進めることができました。 

Case Studies : オウンドメディアアプリ 
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【アプリを導入してどうか？】 
 
殺到した社内からの問い合わせ 
リピートユーザーの創出という大きな価値 
 
まず、社内からの反応が非常に大きかったです。当部署は会社
全体から見れば小さな事業部なのですが、そこが社内で最初に
アプリを作ってしまった。「どうやったの？」「いくらかかっ
たの？」という各部署からの問い合わせがひっきりなしにやっ
て来ました。やはり、アプリ開発は高額なものだという認識が
浸透しているのだと思います。当社は他にも多くのコンテンツ
を抱えていますので、ぜひやるべきだと他部署にも勧めていま
す。 お客様の反応を見ても、他の施策と比較してかなり良いも
のだと判断しています。 
 
何より、継続率の高さに満足しています。サイト運用などにお
いて、広告を出稿して一時的にアクセスを集めたとしても一過
性で終わってしまうことが多い中、リピートユーザーの創出は
非常に価値の高いものです。ダウンロード数、リピート率、す
べての数値で本当に満足のいく結果が出ています。 

Case Studies : オウンドメディアアプリ 
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フィンテック時代に挑む 
スマホ攻略のカギはアプリ 

【アプリを導入したきっかけ】 
 
多様化するお客様の接点としての 
アプリ導入 
 
お客様のインターネット環境が、PCからスマート
フォンに移行する中、当社でスマートフォンのイ
ンターネットバンキングに対応したのが2014年
の2月です。 
 
スマートフォンに対応するのであれば、アプリで
展開するのが当然だと考えました。社内からはア
プリを開発するのは大変である、コストがかかる
などの意見がたくさん出ましたが、お客様のため
に新しいサービスを提供し続ける、挑戦し続ける
ことが重要だと考えアプリを提供することにしま
した。 

メールなどの利用率が下がり、プッシュ通知や
LINE、Facebookメッセンジャーなどのインスタ
ントメッセージに変わっていく中、アプリに対応
しなければ、お客様との接点を今後作っていくこ
とが出来ないと感じています。 
 
ウェブサイト、店舗、アプリなどお客様との接点
は多様化していますが、このどれもきちんと対応
していかなければ今後のビジネスは成り立たない
と思っています。 

Case Studies : フィンテックアプリ 
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【アプリを導入してどうか？】 
 
10万ダウンロードを突破、 
アクティブユーザー率は30％ 
 
すでに10万人以上の方にダウンロードして頂いており、現在も
順調に推移してます。アプリを一度でも利用すると、その利便
性から継続的に使っていただけるため、1年半以上経過した今で
も30％以上のお客様がアクティブにご利用頂いています。 
 
ご利用頂いているサービスは、インターネットバンキング「新
生パワーダイレクト」へのログイン機能が最も利用されており
ますが、毎月更新を行っている「今月のおすすめ」もたくさん
のお客様に閲覧頂いています。 
 
このような数値データからも、アプリの導入は正しい判断で
あったと感じています。 

Case Studies : フィンテックアプリ 
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「今年の採用は、アプリから。」 
人事の新しい挑戦！ 

【アプリを導入したきっかけ】 
 
学生の手元にあるスマホに着目した 
採用ブランディング 
 
今回、2017年の新卒採用は全てアプリ経由での
エントリーとしています。コーポレートサイトの
新卒採用ページにも「今年の採用は、アプリか
ら。」として、ウェブサイトではコンテンツやエ
ントリー自体も出来ないようになっています。
ページからはアプリをダウンロードするリンクと
QRコードのみです。 

新卒採用でアプリを活用しようと考えた背景です
か。私たちが対象としている方は学生で、主に大
学生になります。そうすると、ほとんどが携帯、
とくにスマートフォンになっています。その学生
の常に手元にあるという価値は非常に大きいと考
えています。ホーム画面に当社のロゴがあって、
日々そこから当社のことを知るきっかけを作れる
というのは価値があることです。 
 
空き時間、通学時間などを使って、会社の不明点
や、気になる点、ギャオで働く社員のインタ
ビューを読んだり等、アプリを使うことによって
学生との接触頻度を高めることができると考えて
います。 

Case Studies : 採用アプリ 



17	  

【アプリを導入してどうか？】 
 
厳選された熱意のある 
学生からのエントリーを獲得 
 
今回、私たちは「新卒採用」という目的を絞ってアプリを導入
していますので、そもそもダウンロード数はそこまで重要視し
ていません。私たちの事業内容や、会社に興味をお持ちの方だ
けがダウンロードして頂ければ良いというスタンスです。コン
テンツを閲覧したり、ワークショップの案内を確認したり、実
際にエントリーをするところまで採用のプロセスにアプリを
使っています。 
 
採用という観点で考えれば、たくさんの方からの応募を期待す
るのが当然ですが、今回アプリのみの応募とすることで、応募
数自体が減るというリスクはありました。しかしながら実際に
は、アプリのみにすることによって、本当に当社に興味がある
優秀な学生から応募を頂いています。 
 
また、アプリにコンテンツを載せているので、エントリーした
時点で、私たちのことを理解している方が大半という状態に
なっております。今回の挑戦は正解だったと感じております。 

Case Studies : 採用アプリ 
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業務用パンフレットをアプリ化、 
コスト削減と 
業務負担の軽減に成功！ 

【アプリを導入したきっかけ】 
 
年3回発行の 
業務用パンフレットをアプリ化。 
アプリなら最新情報を伝えられる 
 
当社では年3回のパソコン新商品発売時、全国に
いる約200名の弊社営業が、家電量販店スタッフ
様に新商品の紹介／研修を行っております。その
際に使用するツールとして、約60ページの商品紹
介用小冊子（セールスアドバイスブック）を作成
しておりました。 
 
年3回の新商品発売ごとに冊子を作りなおし、全
国に配送する必要があるうえ、パソコン業界は、
業界自体のスピードが早く他社製品の発表に合わ
せて、商品のスペックが発売寸前で変更されるこ
ともあります。 
 

そのため、紙媒体で製品の「最新情報」を伝える
のは難しいと感じていました。紙媒体以外で、当
社の最新情報を伝えるにはどうしたら良いかと考
えたときに、スマートフォンアプリが最適ではな
いかと思い付きました。 
 
また、小冊子は、1回12,000部程度発行していま
したが、保管するのも場所を取りますし、配布期
間が過ぎて無駄になることもありました。また、
紙のため発行後は内容の修正はもちろん出来ませ
ん。このような問題を解決するため、スマホアプ
リを作ることを決定しました。 
 

Case Studies : B2Bアプリ 
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【アプリを導入してどうか？】 
 
アプリ化で業務負担軽減、 
年間約400万円以上のコスト削減 
 
まず、導入して感じたことは、配布方法が簡単ということです。
スマートフォンにアプリをインストールして頂くだけなので、
小冊子のように保管や発送に手間やお金がかかることもありま
せんし、不足することもありません。アプリの内容は、管理画
面から簡単に更新できますので、直前での差し替えでもすぐに
対応できます。 
 
これまでの小冊子の場合は制作や校正で1.5～2ヶ月かかってい
たものが、アプリでは1週間に短縮できています。制作の費用も、
年間で400万円以上削減できました。 同業他社も、当社同様に
新商品紹介冊子を電子化する試みを始められていますが、PDF
で配布などにとどまっています。当社が提供しているアプリは、
各販売店から使いやすいと高い評価を頂いています。 
 
今まで、紙媒体ではどうしても販売スタッフの方に伝えきれな
かったことも、YouTubeのリンク機能などを使い動画でも伝え
ることができています。 

Case Studies : B2Bアプリ 
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ヤプリとは？ 

モバイル戦略を成功させる 
アプリ運営プラットフォーム 

素早く高品質なアプリを立ち上げ、 
「運用」のPDCAにフォーカスできるプラットフォームのため、 
自社アプリの成功確率を大幅に高めます。 
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ヤプリの特長 

開発、運用、分析をクラウドからワンストップで提供 

プログラミング不要！ 
1/2の費用でスピード導入 

20種類以上の機能から選択 

クロスプラットフォームだから、 
iOS/Androidに同時対応 

らくらく運用 クラウド 

ネイティブアプリ 利用分析 

日々の更新作業は、誰でも簡単に操作で
きる管理画面から。リアルタイムに更新
できるから、PDCAを素早く回せます。 

クラウド経由で新機能が続々と登場。 
OSバージョンアップにも、即座に 

対応します。 

ネイティブアプリだけが提供できるデザ
インにこだわったスムーズな操作性を
iOS/Androidの両方で実現します。 

プッシュ通知の開封率やクーポンの利用
回数などを分析。効果を把握し、更なる
成長に向けた施策を実行できます。 
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ヤプリの機能 

アニメーションレイアウト機能 カタログ機能 

ニュース機能 フォト機能 

ビデオ機能 ミュージック機能 

アニメーションとリンク設定ができるので、 
トップページやカテゴリートップに最適です。 
・20 種類以上のアニメーション設定 
・リンク、タイマー設定可能 

商品アイテムを左右上下のスワイプで閲覧し、 
カートボタンをワンタッチでスムースにECサイトへ 
 送客します。 
・商品のスペック項目登録 
・TELやメールへのリンク 

Webサイトをアプリ内に展開。  
CSSの上書きができるため、アプリに最適化させて 
表示できます。 
・既存のWebサイトをアプリ内で展開 
・CSS上書き可能 

ニュース記事、ツイッター、ブログの３つのフォ ー 
マットで情報配信ができます。  
・画像付きニュースの配信。タイマー対応  
・ツイッターはアカウント登録で自動フィード  
・ブログはRSS登録で自動フィード 

アルバム形式でシンプルなフォトギャラリーを展開 
できます。 
壁紙配布コーナーとして活用いただくとユーザーに 
リピートしてもらうきっかけにもなります。 

商品カタログやルックブック、チラシ、PDF 、雑誌、 
マンガなど、あらゆる紙媒体をアプリで配信。 
ECサイトへの送客も可能です。 

アプリの中での動画配信はエンゲージメントを 
深めるのに最適です。Youtubeと連携させブランド  
紹介やイベントの動画を配信できます。  
・Youtubeのユーザー名の登録で、動画を一括取得  
・iOSはAir Play対応 

本格的な音楽再生プレイヤーをワンクリックで作る 
ことができます。iTunesとの連携や音源ファイルの 
アップロードにも対応しています。 
・iTunesのURLの登録で再生プレイヤーが完成  
・楽曲購入ボタンの設置。アフェリエイト対応 

GPSで近くの店舗をすぐに探せます。  
店舗案内やクーポンはもちろん、電話やメールなど  
ワンタッチで問い合わせができる、アクションボタ 
ンを設置できます。 

ウェブビュー機能 

電子書籍機能 

ショップ機能 
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ヤプリの機能 

フリーレイアウト RSSインライン機能 

クーポン機能(標準) スクロールメニュー 

プッシュ通知 (一斉送信) 通知履歴 

写真とテキストを使い、ネイティブで 
自由な1ペ ージを作成できます。 
様々なレイアウトを自由に作ることができ、 
アプリならではのリッチな表現が可能です。 

フリーレイアウトおよびショップ機能で、 
RSSを インライン表示する機能です。  
ブログやニュースを自動取得し、RSSを使って自動 
で更新されるコンテンツを作成できます。 

アプリ上でレイアウトに組み込んだ動画を自動で 
再生します。 
画像を差し替える感覚で、簡単に活用したコ 
ンテンツを作成することができます。 

アプリ上でクーポンを作成できます。 
・時限性、期間限定でクーポンを発行可能  
・消し込み (1回のみ) に対応 

大量の情報をカテゴリー毎に効率よく見せるときに 
効果的なUIです。  
コンテンツを同一ページで切り替えできるため、 
タブメニューを効果的に使うことができます。 

メニューアイコンをオリジナルに変更可能! 
ブランドロゴやキャラクターを、アイコンとしてお 
使いいただけます。 

スマホの待ち受け画面にメッセージをリアルタイム 
配信できます。 
メルマガのように個人情報の登録不要で即時性のあ 
るリーチが可能です。 

プッシュ通知の配信内容がアーカイブされるので、  
常に最新のお知らせ取得できます。 
ジオプッシュや iBeaconにも反応しますので、 
プッシュ通知を受信した人だけに特別なメッセージ 
を送付できます。 

GPSで近くに来た人を自動感知し、 
プッシュ通知を配信する機能。  
店舗やイベント会場の近くに来た人へ、集客を促す 
ことができます。 

エンベッド動画機能 

カスタムアイコン機能 

ジオプッシュ 
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ヤプリの機能 

プッシュ通知機能で 
最新情報をリアルタイムにお届け 

プッシュ通知で 
確実にリーチ 

セグメント配信で 
最適なメッセージ配信 

ジオプッシュで 
お店やイベントの情報配信 

リアルタイム 
に届く 

パーソナライズ 
強化 

GPSで 
アプローチ 
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カスタマーサクセス 

アプリ公開後にも、多数の実績から培ってきた経験とデータをもとに、 
お客様の成功をサポートします。 

・新規ダウンロードのプロモーション支援 
・機能追加、修正方法等に関するご質問への対応 
・キャンペーンやLPの施策支援 

集客支援 

課題を抽出し成功をサポート 

成功コンサルティング 

新機能や成功事例など最新の情報をお届け 

会員限定メルマガの配信 

管理画面の使い方や新機能の 
操作方法をレクチャー 

CMSサポート 

操作方法や成功ノウハウを 
オンラインでいつでも提供 

オンラインサポート 

御社の状況に合わせ、システム利用をメインと 
するプランと、弊社に運営を委託いただく 
プランをご選択頂けます。 

運用支援 
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法人向けサポート 

専任サポート担当によるメール、 
電話でのサービス保守 

問い合わせ対応 

アプリを App Store / Google Play へ 
公開するための申請代行 

ストア申請代行 

安定したシステム環境を 
維持するために運用管理から 
障害対応まで迅速に対応。 

サーバ運用保守 
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導入の流れ 

◆ 企画構成からストア登録まで、すべての工程をフルサポート 
◆ ご発注後、約1か月でリリースが可能 
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お問い合わせはこちら 
 

株式会社ヤプリ 
03-6277-6444 
sales@yappli.co.jp 

 
サービスサイト：https://yapp.li/ 
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