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CX

CX（顧客体験）の価値を最⼤化することで、顧客
との⻑期的な関係を築く施策の重要性が⾼まっ
ています。�

CXは、商品やサービスの「価格」や「機能性」と
いった物理的な価値だけではなく、サービスの利
⽤前後を含むあらゆるタッチポイントにおいて顧
客の「満⾜感」や「喜び」といった感情や体験の価
値向上を⽬指します。�

そのため、サービス提供者は顧客⼀⼈ひとりを正
しく理解し、何を提供するべきか顧客視点で突き
詰めて考えることが必要です。

CUSTOMER EXPERIENCECXとは？
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CXは今取り組むべき�
経営課題です

調査対象：グローバル企業のCX�テクノロジーおよび評価指標に関する意思決定者�1,269⼈�
データ出典：Forrester�Consulting�がアドビの委託により実施した調査の結果（2018年2⽉）

80%

今後12ヶ⽉間のビジネスにお
ける優先事項の上位項⽬として
「顧客体験の向上」と回答
※優先順位が「⾼い」または「きわめて⾼い」の割合

CX向上のための投資をおこなう
ことで、あらゆる指標が向上
※統計データから前年⽐の伸び率の平均値を⽐較

LTV

1.6倍
顧客維持率

1.7倍

顧客満足度

1.6倍
リピート購入率

1.9倍
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⼩売・アパレル業界でのCX設計

フェーズで�
ユーザーを捉える

シナリオで�
体験をつくる

顧客体験を向上させるための設計から運⽤、振り返りまでを網羅した�
パッケージをアパレル業界向けにご提供します。

スコアで�
モチベーションを把握する

ユーザーを顧客育成視点でフェーズに分
類し、休眠ユーザーのアクティブ化とファン
になるまでの育成設計を⾏います。

購買検討期間を7⽇間と想定し、�
期間内のモチベーションをスコアで�

可視化します。

様々なケースに合った最適な接客シナリオ
をインストールでき、⼼地よい体験として
サービスに即時反映することが可能です。
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ユーザーのフェーズやアクションをトリガーにレコメンドやLINE配信など�
⼀⼈ひとりにあった施策を⾏い、ファンになるまでの育成設計を⾏います。



KARTEについて

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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KARTEの特徴・機能
⾼度なリアルタイム解析技術により計測〜接客まで1秒以内

リアルタイム解析 パーソナライズ 効果測定 ワンストップ

A/Bテスト ⾃由なゴール設計 マルチデバイス対応 ツール・広告連携

40%

50%

10%

40%

50%

10%

!
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KARTEの強み
リアルタイム解析によって顧客ごとの最適なコミュニケーションが可能

歑䚍 娕22 PC

etc.

劢飑ⰅموأVIP

全てのデータをユーザー軸で⼀元管理�
リアルタイムに顧客の可視化を実現

ユーザー軸の特徴・シーンに合わせた�
⾃由⾃在なアウトプット
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様々なデータを活⽤したマーケティング基盤へ
お客様を知り、お客様に合わせる。KARTEでは、リアルタイムに顧客の経験や感情の変化がわかります。�
拡張性が⾼く、様々なプラグインとの連携も可能。誰に/いつ/どこで/何を/どう出すかを⾃由に設定でき、 

⼀⼈ひとりに合わせた顧客体験を作ることができます。
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ユーザーを知る

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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リアルタイムに顧客の経験や感情の変化を知る

サイトに訪問中の「いまこの瞬間」の状況を�
リアルタイムに可視化します。

ユーザーごとのストーリーで今につながる経験、 
感情の変化を直感的に知ることができます。



 12

⼈軸のダッシュボードで、データとユーザーをつなぐ
ユーザーを深く知るためには、マクロな視点（データ）とミクロな視点（ユーザー）、双⽅を持つことは⽋かせません。 

統計的なユーザーデータと個々のユーザーを可視化することが可能となり、直感的に発想のヒントを得ることができます。
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データを柔軟にimport/exportする
顧客データや⾏動データ、オフラインデータなど分断されているデータベースを統合して顧客の解像度を上げることで、 
より深く顧客を知り、あらゆるチャネル・タッチポイントでワンストップにCX（顧客体験）を向上していくことができます。�

KARTEと外部サービスとの間で柔軟なデータ連携を実現することで、より深く顧客を知り、顧客に合わせることが可能となります。
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KARTEと接続可能なサービス

データベース

データ連携

クロスチャネル BI/ダッシュボードネイティブアプリ

CRM/MA レコメンド解析

SFTP

ロケーション＆ 
企業情報

Marketing cloud Sales cloud
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⼀⼈ひとりに合わせる

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER
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ポップアップメッセージ
いつ・どこで・誰に何を表⽰するか設定し、マーケティングのあらゆるメッセージを表現。�

HTML/CSS/スクリプトを⾃由に設定できるので、表現の幅は無限⼤。

新規会員登録促進 会員ランク制度のご案内
セール終了までの�
カウントダウン

初回来訪ユーザーへ�
動画コンテンツ配信

特定のユーザーのみキャンペーン案内 カート内施策
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アンケート・サーベイ
診断コンテンツでユーザーの興味などの定性情報を取得したり、NPSといった満⾜度評価の取得も可能。�

取得したデータはユーザー毎に保持されるため、以降のセグメントで利⽤することが出来る。

サービス認知のクイズ

診断コンテンツ NPS調査

CARTE 
Espresso

!

原材料からこだわった上質なアイテムを集
めました。使い続けることで一つひとつ
違った風合いをお楽しみいただけます。

Simple Style

9:41

プレゼント応募

9:41

ַׅדְ׃鯄耵חדתאְ��
剑鵚ְא♧ך鼅䫛ְֻׁג׃կ

1ヶ月以内

2ヶ月以内

3ヶ月以内

6ヶ月以内

1年以内

如פ

アンケート

満⾜度調査
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閲覧情報・お気に⼊り表⽰
閲覧⼈数の表⽰や、閲覧・お気に⼊り機能の追加といった施策も、即反映可能。

閲覧⼈数表⽰ 閲覧履歴のフリック表⽰ 閲覧・お気に⼊りメニューの常駐化
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チャット
特定のセグメントにチャットを配信し、ダイレクトにコミュニケーションが可能。�

チャットでのカスタマーサポートをKARTEだけで実現。

いつもありがとうございます。�
会員様に特別なご案内です。

VIPユーザーに特別なご提案

こんにちは！何かお探しのアイテムは�
ございますか？

3回以上来訪した⽅へお声がけ

ご覧いただきありがとうございます。�
何かお役に⽴てることはございますか？

困っている⽅をサポート
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KARTE�for�LINE
圧倒的なリーチ⼒を持つLINEで、⼀⼈ひとりの属性や状況・タイミングに応じた、 

より⾼次元でのOne�to�Oneコミュニケーションが実現

今すぐ確認

2019-03-01～2019-03-31

アンケートへご回答いただいたあな
たへ。今日からご利用いただける特
別なクーポンをお送りします

✨

CARTE STOREをご利用いただき
ありがとうございます。

カートに商品が残っています。
有効期限がございますのでお早めに
ご確認ください。

【アンケート】購入いた
だいた皆さまに実施して
おります。

今すぐ確認

2019-03-01 00:00～
2019-03-31 23:59

ご来店ありがとうござい
ます。お客様のサイト閲
覧履歴からおすすめ商品
をおしらせします。

今すぐ確認

連携
!

会員データ

KARTEで解析した�
ウェブサイト上のアクション

ビーコンへの接触データ
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KARTE�for�App
アプリ内メッセージやチャット、プッシュ通知、位置情報を利⽤したキャンペーンなどウェブとアプリを横断して 

顧客を知り、顧客に合わせた体験の提供が可能。

Swipe up to open

Tuesday, December 12
9:41

9:41

ֲ׳׃ת׃涫ꐮ٦ٕ؍ؿٗف
涫ꐮׅׅת׃ֶׅׅيذ؎،ךנחז֮הկ

CARTE now

アプリ継続率を上げるためのプッシュ通知を 
初回起動時から段階的に送る

$"35&�&TQSFTTP

大人気 “エスプレッソマシーンセミナー” 
に加え、”エアロプレスセミナー 初級編” 
も開催します！
よりステップアップしたい方にオススメで
す！

Espresso Machine Workshop

㾈ֶֽ䞔㜠ז暴ⴽחֽחז֮
הְֻג׃鏩〳鸐濼ُءحف
暴ⴽ٦ٕإז䞔㜠ֶ⠗ִׅת׃կ

鸐濼鏣㹀㢌刿ׅ

9:41

プッシュ通知のパーミッションを促す 
メッセージを表⽰

9:41

ַׅד䝢ֶדהֿזו

⦐ⴽך暟⟝גְאח

歍׃鴥䖓ٕإٍٝؗך

♶欵䞔㜠ꤐְ׃

גְאח颵㉏׀ך➭ך

!

!

!

!

迷っているユーザーに 
App起動中にチャットで話しかける
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⼩売・アパレル業界  
KARTE活⽤事例

CX PLATFORM KARTE 
WHITEPAPER



 23

購⼊を悩んでいるユーザーにだ
けクーポンを表⽰し、クーポンの
無駄打ちを防ぐ

⽬的
クーポンを使えば売上が上がるが、ずっとクーポンを出し続けるの
はコスト負担が⼤きい・・・そんな時は、購⼊経験が少ないユー
ザーかつ⼀定数以上のページ閲覧など、モチベーションが⾼まっ
ているユーザーに限定してクーポンを表⽰し、購⼊をひと押ししま
しょう。

購⼊を悩んでいるユーザー

クーポン

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 01No.
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⾝⻑の近いスタッフのコーディ
ネートを表⽰してコンバージョ
ンアップ

⽬的
パーソナルデータとして重要な⾝⻑をアンケート機能で取得しま
しょう。ユーザーに⾃然に回答してもらえるように、お気に⼊りス
タッフを検索する時など、ストーリーを意識して回答シーンを設計
するのがポイント。�取得した⾝⻑データを利⽤して、コーディネイ
ト提案やレコメンドなど適切なコンテンツへの誘導に利⽤しましょ
う。

すべてのユーザー

⾝⻑の近いスタッフのコーディネート

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 02No.
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カーソルの動きで離脱を察知し、
レコメンド商品を表⽰

⽬的
PCのブラウザ上部にカーソルを当てたユーザーはタブを消した
り、別のタブに遷移する可能性が⾼いため、離脱しそうなユーザー
と考えることができます。�そのような⾏動をしたユーザーに、ユー
ザーの閲覧履歴に基づいたレコメンド商品や今売れている⽬⽟商
品など、ユーザーにメリットが伝わるコンテンツを訴求することで、
離脱を防ぎ、サイトの中を回遊してもらうきっかけを作ることがで
きます。

PC閲覧ユーザー

レコメンド商品

ブラウザ上部にカーソルを当てた時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 03No.
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買い物かごに商品を⼊れたまま
離脱したユーザーに、1時間後に
LINEで購⼊リマインド

⽬的
かご落ち対策は、今までメールでのコミュニケーションが主体でし
た。メールでも効果が⾼い施策ではありますが、メールをリアルタ
イムに確認しないユーザーも多く、ユーザーによってはLINEでの
コミュニケーションが適切な場合があります。�
⾃社サイトやユーザーの状態にあわせて適切なチャネルで、適切
な情報をタイミング良く伝えることで、ユーザーにとって便利な体
験を届けることが可能になり、結果的に売上アップにもつながり
ます。

かご落ちユーザー

LINEメッセージ

かご落ち1時間後

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 04No.
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お気に⼊り商品が値下がりした
タイミングでアプリプッシュ通知
を配信し、お客様の「買いそび
れ」を防ぐ
⽬的
KARTEはウェブとアプリを横断して⾏動解析、施策の実施ができま
す。お気に⼊り商品の値下がりや⼊荷、在庫僅かなどの情報をアプ
リプッシュ通知でお知らせし、購買を促進しましょう。�
アプリのプッシュ通知は、送る頻度やタイミングを間違えるとユー
ザー体験を損なってしまいます。タイミングや対象を適切に絞り、本
当に必要なお客様にのみに配信することでお客様に合わせたコ
ミュニケーションを実現することができます。

アプリプッシュ通知許諾ユーザー

プッシュ通知

お気に⼊り商品の値下げ時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 05No.
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初回訪問時に⼀番伝えたいメ
リットを訴求して、直帰させない

⽬的
初回来訪時のユーザーは、サイトへの熱量がある程度⾼いと考え
られる⼀⽅で、過去の⾏動等が存在しないため⽬的が不透明で
す。サイトの特徴やメリットを完結に4つほどに絞り、シンプルに伝
えることが重要です。

ビジターユーザー

初めての⽅向けのコンテンツ

初回来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 06No.
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送料無料までの⾦額に応じた商
品をおすすめし、顧客単価アップ

⽬的
カートページ上の⾦額の合計数を取得して、その差分をアクション
上に表⽰します。送料無料までの残り⾦額とその対象商品をレコ
メンドすることでアップセルが期待できます。

すべてのユーザー

送料無料までの残り⾦額とその対象商品をレコ
メンド

合計X円以下でカートに進んだ時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 07No.
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位置情報を元に特定エリアの店
舗で利⽤可能なクーポンを配布

⽬的
ユーザーの位置情報(IPロケーション)を元に、特定の店舗の周辺
にいる⽅のみに限定クーポンを配布することで、来店を促進しま
しょう。IPアドレスよりある程度の精度でユーザーの位置情報を特
定することができます。�リアル店舗でのイベント開催に合わせて、
周辺地域にいる⽅にだけ「渋⾕店で只今限定セール開催中です」
といった告知をサイト上に出すことができます。

すべてのユーザー

エリア限定クーポン

特定エリア滞在時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 08No.
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未購⼊者に福引コンテンツで限
定クーポンを配布

⽬的
購⼊促進施策としてクーポン配布を⾏うことは多いのではないで
しょうか。�KARTEを使うと購⼊経験がないユーザーにのみ絞って
配信することができます。さらに福引のような楽しめるコンテンツ
を通して配布することで、「せっかく当たったなら使いたい」という
気持ちを醸成し、より購買につながる効果的なクーポン施策が可
能です。

未購⼊者

福引コンテンツ

サイト来訪時

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 09No.
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顧客満⾜度を正確に把握しサー
ビス改善へ活かす

⽬的
サービス利⽤直後など、意欲が⾼まっているタイミングでNPSなど
のアンケートを⾏うのは効果的です。回答結果を元に、顧客満⾜度
を正確に把握しサービス改善へつなげていきましょう。�
KARTEのアンケート機能の特徴は、回答を集計するだけでなく、集
計結果をセグメントとして保存することができ、次の施策に活⽤で
きることです。

すべてのユーザー

アンケート

サービス利⽤後

誰に ：

何を ：

いつ ：

⼩売・アパレル業界 
KARTE活⽤事例 10No.
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CXを紐解き、顧客⽬線のアイデアを刺激するメディア

cxclip.karte.io



CXを紐解き、顧客⽬線のアイデアを刺激するメディア「KARTE CX Clip」

KARTEのデータを活⽤し、�
提案型ECを⽬指していく
株式会社ルクサ�
⾼杉様、�関様

株式会社ルクサ

「アイディアがあるのに、リソースがなくて実⾏できない」�
マーケターとして息苦しい状況だった

現在サービスのグロースハックはどのような体制で⾏っていますか？ 

 

⾼杉：KARTEを利⽤してのグロースハック⾃体は主に私ひとりでやっていました。KARTEは思いついたら

すぐに試せるため、「ユーザーはこういう動きをしているのでは？」「ユーザーはこういうところに悩んでい

るのでは？」と思ったらすぐに施策を考え試す、ということを繰り返してきましたね。

今後は兼任という形で⼿伝ってもらっていた関にメンバーとして⼊ってもらい、デザイナーなどのチームメ

ンバーも増やして進めていく予定です。 
 

⻑期的には⾒込み顧客・新規顧客・優良顧客といった顧客セグメントの上位層への転換率をKPIに、短期

的にはKARTEを使った施策による売上をKPIにして進めていきます。 
 

 

グロースハックにおける課題は、これまでどういったものがありましたか？ 
 

⾼杉：グロースハックにおける⼤きな課題は、施策を⾏うための⼈的リソースが取りづらいことでした。シ

ステム部が他の案件に時間が割かれてしまっている状況もあり、簡単な実装でも2ヶ⽉、重いものは半年

かかってしまうこともありました。Web業界はすぐに状況が変わってしまうので数カ⽉後に実装できても、

もう意味のない機能だったりします。アイデアはあるのにすぐに実⾏できないジレンマがマーケターとして

息苦しい状況でした。 
 

関：KARTEでは⾃分たちだけで施策を実⾏できるので、PDCAが早く回せるようになりました。「キャンペー

ン施策をやりたい！」と思ったときに誰でもすぐに施策を打てるため、機会損失が減り、グロースハックの可

能性が広がっています。 
 

KARTEを使うと、⼀⼈ひとりのユーザー⾏動が⾒られるのは⾯⽩いです。思っているほどユーザーはこち

らが意図した動きをしてくれないので、わかりやすくシンプルな⾒せ⽅が⼤切だと⽇々実感しています。
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安さ訴求ではなく、ユーザーの嗜好性に合わせた�
商品表⽰で購買率が30％アップ

これまで⾏ってきた施策で、効果があった施策は具体的にどういったものがありますか？ 

 

⾼杉：定常的な施策では「残りわずか」のリマインドを⾏っています。 
『LUXA』はタイムセールサイトになるので数量限定、時間限定というのを打ち出すことが効果的なのです
が、スマホからアクセスすると「残りわずか」かどうかが分からなかったんです。 
そこでスマホでも「残りわずか」のリマインドを⾏ったところ、購買率を約30％アップさせることができまし
た。 
 

また『LUXA』ではレストランやエステサロンなど、⼀般的な物販とは違い、「モノ」ではなく「コト」を売って
いますので、はじめて『LUXA』に訪れるユーザーにとっては分かりづらいサイトになっていました。
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CXを紐解き、顧客⽬線のアイデアを刺激するメディア「KARTE CX Clip」 株式会社ルクサ

ユーザーを考えさせない⾒せ⽅が重要

ユーザー視点を持ち、適切なタイミングで�
適切な訴求を⾏うことが⼤切

様々な施策を⾏ってきた中で、成功する施策の共通点はなにかありますか？ 

 

⾼杉：成功する施策の共通点は、1つは当然ではありますが「ユーザー視点を持つこと」。ユーザー視点で
使いづらさや分かりづらさに気づいて⾏った施策はやはり効果がありました。2つめは、ユーザーの動きや
嗜好性に合わせて「適切なタイミング」で「適切な⾒せ⽅をすること」。少しの変化でも、適切なタイミング
で適切な表⽰や商品を⾒せることができれば、ユーザーは動いてくれます。 
 

たとえば購⼊⽅法が複雑な商品の場合、⼀度詳しく購⼊フローを表⽰させたのですが、複雑になり購買率
も下がってしまいました。そこで、「カンタン3ステップ」と分かりやすい⾒せ⽅に変えたところ、購買率は上
がりました。「わかりやすく、簡単に⾒せる」⼤切さを実感しました。 
 

ECにおいては、商品数を多く出しすぎないことも重要です。たくさんの関連商品を表⽰させるのではなく、

そこでナビゲーションの表⽰を⾏い、使い⽅が分からない⽅に「ここをクリックしてください」といった表⽰
や購⼊ステップを出し、結果として購買率を約10％上げることができましたね。 
 
 

データを⽤いた施策も積極的に⾏っているのでしょうか？ 

 

⾼杉：閲覧データを使った施策も効果がありました。KARTEを使い、ユーザーが閲覧しているカテゴリ内
でもっとも売れている商品を表⽰させるという施策を⾏ったところ、購買率を約20％上げることができま
した。 
『LUXA』は商品数が多い⼀⽅、検索機能やカテゴリの絞込みが弱く、ユーザーが離脱する前に興味のある
商品を表⽰させてあげる必要があるため、閲覧データを使った施策は前々から準備を進めていました。 
 

購買率を上げる施策としてクーポン配布をしているECは多いと思いますが、それだと価格競争になってし
まいがちです。安さ訴求ではなく、ユーザーの嗜好性に合わせた商品を⾒せることで結果を出せたのは嬉
しかったです。

同カテゴリの商品を4商品に絞って表⽰させるように変え、購買率が上がりました。「ユーザーを考えさせ
ない⾒せ⽅」というのはこれからもいろいろ試していきたいなと思っています。 
 
 

施策に対して、ユーザーであるお客様から嬉しい声や反応も届いたりしますか？ 

 

⾼杉：KARTEを使い、お気に⼊り機能をリリースしたとき、正直そこまでこの機能に需要があるとは思って
いなかったんですね。いざリリースしてみたら、「画像が表⽰されない」というお問い合わせがありまして。 
 

ポジティブな声ではなかったのですが、ちゃんと使ってくださるお客様や細かいところまで⾒てくださるお
客様がいることを感じられたのは嬉しかったです。 
 

関：20名くらいのユーザーさんを集めたイベントを以前開催したのですが、「LUXAが好きだ」「もっと、こう
してほしい」といった様々なご意⾒を直接いただけたのは嬉しかったですね。年配の⽅ですと80代の男性
の⽅がいらっしゃっていて、実際にこういったお客様が画⾯越しに商品を買ってくださっているのだなと、
とても貴重な気づきの場でした。

データを活⽤し、提案型ECを⽬指していく

最後に今後の展望を教えてください。 
 

⾼杉：今後チームとして動いていきますが、様々なアイディアや気づきを活かすため、⽬標だけ決めて、ど
うやって売上を上げていくかは各々がアクションしていく体制にしたいと考えています。 
そのために、KARTEでインパクトのある施策を可視化し、チーム間での情報共有は⼤切にしたいです。
KARTEにはこの1年で700件近い過去の施策がアーカイブされているのですよ（笑）。過去の施策を⾒返し
ながら、今後のアクションが取れればと思います。思いついた施策はすぐ実⾏していくチームにしたいです
ね。 
 

関：『LUXA』は�“お得に贅沢体験”�というメッセージを持った提案型ECであることが強みです。⼀⽅で規模
が拡⼤するに伴って商品数が増え、バイヤーが⾃信を持って販売している商品がその他⼤勢の商品に埋
もれてしまうことも。しっかりとKARTEを使ってデータを分析し、様々な施策を⾏いながら、提案型ECとし
て成⻑させていきたいなと思っています。

株式会社ルクサ 
購⼊サイトURL：https://luxa.jp 
本インタビューはウェブからもご覧いただけます https://cxclip.karte.io/2398/
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お気軽にご質問、ご相談ください

https://karte.ioURLcx@plaid.co.jpMAIL

mailto:cx@plaid.co.jp

