White Paper

女性向けアパレルブランド
NPS 調査レポート
女性向け中価格帯アパレルブランドにおける NPS の有効性の検証、
及び NPS 向上のキーファクターの探索ほか

調査概要

日本のアパレル市場は約 9 兆 4 千億円、その内約 6 兆円が女性を対象とした市場である 。街に
は新旧洋邦問わず、また、高価格なハイブランドから低価格なファストファッションブランドま
で、様々なアパレルブランドが軒を連ねている。また昨今では、MAGASEEK（マガシーク）や
ZOZOTOWN（ゾゾタウン）といったアパレル専門の EC（通信販売）サイトの台頭によって、消

費者はオフライン、オンライン問わず、自身の好きなブランドの服をいつでも購入することが出
来る。

近年の Facebook、Twitter、Instagram 等の SNS や、アメブロ等の web ブログの台頭により、
ブランドアイテムを購入する際には、各ブランド使用者の口コミや投稿された写真がきっかけと
なることは少なくない。また、購入後にはそのアイテムを同様の SNS やブログを介して、さらに

自身の友人や知人に紹介、おすすめ、共有する、という消費者行動が主流になりつつあるといえ
よう。

本レポートでは、そんな日本のアパレル市場において、若年層女性をメインターゲットとした下

記の中価格帯 4 ブランドを対象として、女性向けアパレルブランドにおける NPS の有効性の検証、
及びその消費者からロイヤルティを勝ち得るにはどういう要因が重要であるのかを探索すること
を主目的として、独自調査を行った。
調査方法：インターネットリサーチ

調査期間：2016 年 3 月 29 日〜 2016 年 4 月 15 日

調査対象者条件：調査実施時点における対象企業利用者
分析対象回答数：562 件（有効回答数）

調査対象ブランド：20 代女性をメインターゲットとする中価格帯ブランド 4 社を選定
• ROPE' PICNIC（ロぺピクニック）株式会社ジュン（取得回答数＝ 104）

• LOWRYS FARM（ローリーズファーム）株式会社アダストリア（取得回答数＝ 172）

• NATURAL BEAUTY BASIC（ナチュラルビューティーベーシック）株式会社サンエー・ビー
ディー（取得回答数＝ 113）

• earth music&ecology（アースミュージックアンドエコロジー）株式会社ストライプインター
ナショナル（取得回答数＝ 173）

調査目的：

1. 女性向けアパレルブランドにおいて NPS（消費者の当該ブランドに対するロイヤルティ、
愛着度合がスコア化されたもの）は有効な指標となりえるか（消費者の購買に関連する各
種実行動と連動しているか）

2. 女性向けアパレルブランドが消費者からロイヤルティを勝ち得るには、どういう因子が重
要であるか、またその重要な因子をより向上させるためには、どういう方法が適している
か

*

矢野経済研究所 , 国内アパレル市場に関する調査調査結果 2015, アクセス日 16/05/07, http://www.yano.co.jp/press/pdf/1459.pdf
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NPS（ネット・プロモーター・スコア）とは？

NPS とは「Net Promorter Score（ネット・プロモーター・スコア）」の略でこれまで計測するこ
とが難しかった「顧客ロイヤルティ」を数値化する指標である。

顧客ロイヤルティとは自社の商品やサービスを活用している顧客がどの程度好意を持っているか
を示している。つまり、ロイヤルティが高いということは顧客が商品やブランドについて好意的
な印象を抱いているため、再度その商品を購入する可能性が高く、また商品に関してポジティブ
な口コミを広める状態にあるということを意味する。

NPS は 2003 年にアメリカの大手コンサルティング会社であるベイン・アンド・カンパニー社の

フレドリック・F・ライクヘルド氏がハーバード・ビジネス・レビューで発表し、GE やアップル、
レゴなど様々な企業がその有効性を証明したことで、世界中で使用される指標となった。

現在、NPS は欧米の売上上位企業（フォーチュン 500）のうち３分の１以上が活用していると言
われており、例えばアメリカンエクスプレスや P&G、グーグルもこの指標を活用してサービスに
対するロイヤルティを計測し、日々サービスの改善に努めている。また、近年では日本でも導入
が急速に進んでいる指標として注目が集まっている。

NPS の計測方法

NPS を計測するためには、「あなたは○

○を友人にすすめたいと思いますか？」
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と質問し、顧客は 0~10 点で採点する。

その中で 0 〜 6 点を付けた人を「批判者」、

Promoter（推奨者）

点を付けた人を「推奨者」と分類する。

客であるだけでなく、他者へ勧める役割も担う。

7・8 点 を 付 け た 人 を「 中 立 者 」、9・10

NPS は「推奨者」の割合（仮に 40%）か
ら「批判者」の割合（仮に 25%）を引い

た数値（40%-25%=15%）を指す。（つま

り、推奨者が増えるほど数値が高くなり、
批判者が増えるほど数値が低くなる。）

ロイヤルティが高い熱心な顧客。自らが継続購入
Passive（中立者）

満足はしているがそこまで熱狂的でない顧客。
競合他社へなびきやすい。
Detractor（批判者）

劣悪な関係を強いられた不満客。放置しておくと
悪評を広める恐れがある。
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Summary

NPS は女性向けアパレルブランドでも有効な指標である

NPS の向上は購入頻度・購入単価の向上に有効
•
•

ブランドに対して、ロイヤルティが高い消費者は低い消費者と比べて約 1.3 倍購入単価が高い。
ブランドに対して、ロイヤルティが高い消費者は低い消費者と比べて約 2.6 倍購入頻度が多い。

NPS（= ロイヤルティ）を向上させるためには、
接客対応、デザイン性、色・柄展開の順に重要度が高い
第1位

スタッフの案内／接客対応
（コーディネート提案、接客
の丁寧さ、口調など）

第2位

第3位

色／柄展開
アイテムのデザイン性
（テキスタイルの定番感、ま （カラーバリエーション、柄
たはトレンド感、包括的なブ の豊富さなど）
ランド世界観など）

接客対応や経験価値を高めるためには、下記のような施策
が効果的
ロイヤルティ向上のための戦術や施策内で

ロイヤルティ形成に重要な因子
スタッフの案内／接客対応

( コーディネート提案、接客の丁寧さ、口調など )

アイテムのデザイン性

（テキスタイルの定番感、またはトレンド感、

満たされるべきポイントや着眼点

•
•

包括的なブランド世界観など）

色／柄展開

•

( カラーバリエーション、色合いなど )

店頭でのスタッフとお客様とのコミュニ
ケーションのきっかけになり、活性化させ
るような取り組みや仕組み

お客様の期待値を上回り、「感動」に繋が
る接客体験を生む＋αのおもてなし要素

テキスタイルのデザインやブランドの持つ

世界観の、店舗内外でのトーン＆マナーが
統一された訴求。
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調査結果詳細

NPS 業界平均は -8%、最高は 7%

購入経験者からのロイヤルティ（NPS）が 4 ブランド中で最も高かったのは、NATURAL BEAUTY

BASIC（ナチュラルビューティーベーシック、以下 NBB と記載）で NPS：7%。以下、ブランド B：
-8%、ブランド C：-16%、ブランド D：-17% と続く【Figure1】。

このように、類似したターゲットに向けて展開しているブランドであっても、消費者からのロイ

ヤルティや持たれている愛着度は異なる。それらの違いは本編にて述べる通り、一回のお買い物
の購入単価やアイテムの購入頻度といった実際の購買行動と連動している。
Figure1：
【NPS Overview】NPS のブランド全体平均と各ブランドの NPS
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アパレル業界において NPS を計測することの意義とは？

■ブランドに高いロイヤルティを感じている消費者は低い消費者と比べて約
1.3 倍購入単価が高く、また、約 2.6 倍購入頻度が多い傾向
企業の収益とは言うまでもなく、お客様一人ひ

購入単価とは、一回当たりの購入点数（品数）

問わず、原則として、一人当たりの一定期間の

ンドに対して高いロイヤルティを持つ推奨者は

とりの購入金額の積上げである。店頭、ネット

×アイテムの販売価格で決まるため、そのブラ

購入金額は、購入単価×その購入頻度（≒リ

そうでない批判者に比べて一回の購入に対し

ピート回数）で決まるといえよう。【Figure2、3】

て、多くのアイテムや価格の高いアイテムを買

の通り、
推奨者（ロイヤルティが高い顧客）は、

いやすい。つまり、トップス、ボトムス、アク

批判者（ロイヤルティが低い顧客）に比べて、

セサリー類等、一度に複数アイテムを購入した

一回当たりの購入単価が高く、また、その購入

り、高価格のアイテムを購入したりしやすい顧

頻度も多いことが伺える。それぞれ約 1.3 倍と

客といえよう。

*

約 2.6 倍の違いがある。
*

各選択肢における、レンジの中間値（50~100 という選択肢の場合は 75）に割合を掛け合わせ、一人当たりの購入単価、購入頻度を算出
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Figure 2：1 回あたりの購入金額比較

Q. 一度に「当該ブランド」のアイテムを購入する際の金額として、最も当てはまるものをお選び下さい。
※店頭、カタログ通信販売、インターネット通信販売含む）
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Figure 3：ブランドアイテムの購入頻度

Q.「当該ブランド」のアイテムをどの位の頻度で購入しますか。

※店頭、カタログ通信販売、インターネット通信販売含む）最も当てはまるものをお選び下さい。
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従って、ブランドに対するロイヤルティを高める（＝推奨者を増加させる）ことは、購入単価が高
い、または購入頻度の多い、もしくは、その両方のお客様を増加させることができ、その蓄積によっ
て企業の収益を向上させることが出来るといえる。以上により、他業界を対象とした当社の過去調査
*

と同様、女性向けアパレルブランドにおいても NPS の有効性（＝収益に直結する購買行動との連動）

は認められ、企業の収益と連動する先行指標であることがいえる。

*

フィットネス、EC、通信、スポーツメーカーを対象。詳しくは、HP から当社過去調査をご覧ください。
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アパレル業界における NPS 向上要因
それでは、女性向けアパレルブランドが購入単

本項では、上述した 4 ブランドの購入経験者

費者から高いロイヤルティを勝ち得るには何が

性向け中価格帯アパレルブランドの業界傾向を

の回答データを合算したものを日本における女

価や購入頻度が高いお客様を増やすために、消

示すデータとして捉え、消費者のブランドに対

重要なのか。消費者はアパレルブランドのどう

するロイヤルティの形成に重要な因子を、統計

いう点にロイヤルティを感じるのか。

分析を用いて明らかにした。

【factor finding 分析結果の見方】
*

• 【Table1】は、当社の統計分析（factor finding ）の分析結果である。

•

２列目に並んでいるのは、今回取得した一人一人の回答者の各ブランドのおすすめ理由（自

由記述コメントデータ）が何について言及しているかに応じてカテゴリ分けしたものである。
それらによって、○○についてコメントしている人は推奨度が高い傾向にあり、△△につい

て言及している人は推奨度が低く批判者になっている、という傾向を統計的に検証すること

•

ができる。

すなわち、ロイヤルティを形成する重要な因子と特に影響を与えない因子が何かを明らかに
した上で（3 列目）
、それらの因子が今はロイヤルティを向上させる良い作用（青色・プラ
スの影響）を及ぼしているのか、または、ロイヤルティを下げてしまっている悪い作用（赤
色・マイナスの影響）を及ぼしているのかを明らかにしている（４列目）。

•

その結果により、ロイヤルティをより向上させるために維持・強化すべき点は何か、改善・

•

なお、本分析では、取得した 4 ブランドの全データを一括に扱い、女性向けアパレルブラン

刷新する必要がある点は何かを突き止め、次の施策につなげることが出来る。

ドの業界傾向としてロイヤルティ形成に重要な因子は何かという点に着目したが、その他に
もブランド別、年代別、地域別等といった単位でロイヤルティ形成因子を明らかにすること
も可能である。

*

定性的な自由記述コメントデータをカテゴリ分けすることで定量データに加工。それらと各ブランドに対する推奨度スコアを用い

た、ＡＩＣを指標とした数量化一類という統計分析。
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Table1：【factor finding】NPS のブランド全体平均と各ブランドの NPS
因子の
大分類

「アパレルブランド」の
ロイヤルティを形成する
因子の候補 "

アイテ
ブランド商品自体の品質
ム自体
（素材、耐久性、生地の質など）
の機能
アイテムのデザイン性
的、
（定番感やトレンド感、ブランド世界観など）
または
情緒的
着回しやすさ
な特性 ( 使い勝手、コーディネートのしやすさ )
店舗の
内外に
関する
要素

ロイヤルティへ
の影響が
検知された因子

ロイヤルティへの
各因子の影響度と
その方向

-0.40

色／柄展開

( カラーバリエーション、色合いなど )

陳列／レイアウト

補足説明

5
0.62

2

0.48

4

0.49

3

1.03

1

0.20
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( 店頭・店内ディスプレイ、MD など )

店舗の立地

( 駅構内、ショッピングモール、利便性 )

人材の スタッフの案内／接客対応
要素 ( コーディネート提案、接客の丁寧さ、口調など )
その他
の要素

ロイヤルティへ
の影響度 Rank

広告／宣伝イメージ

(CM キャラクターのイメージ、雑誌掲載イメージ )

価格

( お手頃感、プチプラ、リーズナブルなど )
自由記述コメントをカテゴリ分けして
ラベル化したもの

AIC が最小時のモデル
で採択された変数

数量化一類分析で算出された
標準化回帰係数

標準化回帰係数の絶
対値でのランキング

分析の結果、女性向けアパレルブランドのロイ

一方で、

①ブランド商品自体の品質

⑧ＣＭや雑誌などの広告イメージ

⑦店内ディスプレイ等の陳列やレイアウト

ヤルティを形成する因子としては、

はブランド自体のロイヤルティには影響を与え

②アイテムのデザイン性

るとはいえないという結果となった。前者は、

③着まわしやすさ

売り場は綺麗に保たれている事が当たり前であ

④色／柄の展開

り、後者は話のきっかけや認知度の向上にはな

⑤スタッフの案内／接客対応

るもののそれ自体がロイヤルティを形成させる

⑥価格

までの影響度が低い、と解釈できる。（ただし、

であることが統計的に明らかになった【Table1

ロイヤルティ形成上の重要度は低いが、これら

の３列目】
。すなわち、この６つの因子に対す

を疎かにしても良いというわけではない。）

る消費者の感情が、当該ブランドに対するロイ

また、上記した６つのロイヤルティにとって重

ヤルティや愛着心を上げたり、下げたりする影

要な因子の内、その影響度合いが強い順番は

響を与えるということである。

【Table2】の通りとなる。
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Table2：【factor finding】NPS のブランド全体平均と各ブランドの NPS

影響度 ロイヤルティ形成に
Rank
重要な因子

第 1 位 スタッフの案内／接
客対応
（コーディネート提
案、接客の丁寧さ、
口調など）

実コメント抜粋
ポジティブなコメント
ネガティブなコメント

店員さんの対応がとてもやさしくて、丁寧で、私にあったコーディネー
トしてくれるので助かります！

どの店舗に行っても、接客にムラがないし、しつこくない。商品の事
以外でもお話ししてくれると楽しくて、行きやすい ^-^
ガーリーで可愛い洋服や靴アクセサリーが豊富で、店員さんが親切で
コーディネートしてくれるからです。
接客がパッとしないことが多いのでそこが気になります

第 2 位 アイテムのデザイン
性
（テキスタイルの定
番感、またはトレン
ド感、包括的なブラ
ンド世界観など）
第 3 位 色／柄展開
（カラーバリエー
ション、柄の豊富さ
など）
第 4 位 着回しやすさ

（ 使 い 勝 手、 コ ー デ ィ
ネートのしやすさ）

試着室の待ち時間が長かったり、案内が遅かったりとやや不満な点が
あります。
流行に左右されないデザインで、でも流行も無視していないところ

シーズン毎に着回せるアイテムを複数購入するのに丁度よく、適度に
トレンドも取り入れてあるところが良い
基本、ダサくて行きたいと思わない。

どこにでもあるようなデザインが多くて、オリジナル感が無いからや
だ ><
落ち着いた色合いが多いので、年齢的に幅広い世代に合うところ。

もっと柄があるものが欲しい。モノトーンの服が多い気がしてつまら
ない
オフィスで着れる洋服が沢山取り扱っており、きれい目にもカジュア
ルにも使えるので便利

第 5 位 ブランド商品自体の
品質

服の品質が悪く、すぐに毛玉ができたり生地がぺらぺらだったりする
ので

第 6 位 価格

お値段お手頃でかわいい

（素材、耐久性、生地の
質など）

（お手頃感、プチプラ、
リーズナブルなど）
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■消費者のアパレルブランドに対するロイヤルティを最も形成するのは、
「店頭での接客体験」

【Figure4】は今回取得した回答者の EC 利用経

女性向けアパレルブランドのロイヤルティ形成

験を問うたものであるが、当該ブランドに高い

に最も影響する因子は、

ロイヤルティを感じている推奨者は批判者にく

①スタッフの案内／接客対応

らべ EC の利用経験の割合が低いことがわかる。

であることが明らかになった。すなわち、丁寧

これは、ブランド各店でのスタッフの接客応対

な口調や親身な受け答えで提供される店頭での

が顧客のロイヤルティに好影響を与えており、

応対やコーディネート提案などの一連の接客体

店舗来店を誘引しているからだといえよう。

験がそのブランドのロイヤルティを形成する、
という事である。

Figure 4：EC での購入経験

Q. これまでに EC でアパレル商品を購入された経験はありますか？

推奨者

79%

21%

（n=103）

批判者

58%

42%

（n=161）
0%

各割合の小数点
以下四捨五入

10%

20%

30%

ある

40%

50%

60%

ない

70%

80%

90%

100%

■ブランドへのロイヤルティが高い推奨者ほど、ブランドアイテムのデザイン
性やアイテムを身に着ける「経験」といったエモーショナルな価値を重視
【Figure5】は当該ブランドアイテムの購入理由

店頭でのスタッフの案内や接客応対が重要であ

を選択式で問うたものである。批判者は推奨者

るのに次いで、

と比べて価格の手頃さが主な購入理由になるの

②アイテムのデザイン性

に対して、推奨者は「デザインが好きだから」
「品

③色／柄の展開

質が良いから」「ステータスを感じるから」と

が着回しやすさやアイテムの品質、価格よりも、

いった理由で購入する事が批判者よりも多い。

ロイヤルティ形成に影響があることが明らかに

従って、ブランドアイテムのデザイン、色や柄

なった。すなわち、価格や着まわしやすさ（利

を見たり、それらを身に着けたりする経験自体

便性）といった機能的側面よりも、ブランドア

が、当該ブランドへのロイヤルティを向上させ

イテムのデザイン性や好みの色柄の展開といっ

るといえる。

た、エモーショナル（情緒的）な因子がロイヤ
ルティにとって重要であることがわかる。
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Figure5：ブランドアイテムの購入理由

Q.「当該ブランド」を購入された理由を教えてください。( ※複数選択可 )
※パーセントは推奨者 ( 批判者 ) 内での選択項目割合

50%
40%
30%

47.9%

28.9%

32.5%
21.1%

20%
10%
0%

推奨者（n=103）
批判者（n=161）

13.7%
4.9%

価格が
手ごろだから

デザインが
好きだから

3.6%

品質が高いから

1.5%

その他

以上を整理すると、女性向けアパレルブランドのロイヤルティ向上のために取るべき戦術（施策）と
しては、下記を満たしていることが効果的だと考えられる。

ロイヤルティ向上のための戦術や施策内で

ロイヤルティ形成に重要な因子
スタッフの案内／接客対応

( コーディネート提案、接客の丁寧さ、口調など )

アイテムのデザイン性

（テキスタイルの定番感、またはトレンド感、

満たされるべきポイントや着眼点

•
•

包括的なブランド世界観など）

色／柄展開

•

( カラーバリエーション、色合いなど )

店頭でのスタッフとお客様とのコミュニ
ケーションのきっかけになり、活性化させ
るような取り組みや仕組み

お客様の期待値を上回り、「感動」に繋が
る接客体験を生む＋αのおもてなし要素

テキスタイルのデザインやブランドの持つ

世界観の、店舗内外でのトーン＆マナーが
統一された訴求。
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Emotion Techのご案内

御社のCXM成功のために「cloud system + 数理統計と分析」でご支援

CXMに最適化された独自のcloud system
Emotion Techは、継続的成長や短期収益向上を目的に、顧客体験マネジメントにお取組みになる企業にとって最適なcloud systemです。

① ゴールとして合理的なNPS®を、正しく・手軽に利用できる基本設計
② 自社の顧客感情をリアルタイムに、定量的・端的に把握可能
③ アラート通知などで、顧客ごとの違いを踏まえたCXMを実現
④ キャンペーン機能で、本部主導の現場巻き込み型活動を実現

数理統計と分析の定期レポートでCXMの成功をご支援
私たちはEmotion Techを各企業様に最高に効果的に使っていただきたいと考えています。定期的にEmotion Techに蓄積したデータを学
術的に正しい技法と、独自の分析フレームで読み解き、御社においては継続的成長や短期収益向上を果たすためには、どの体験におい
て、何を、どうすべきなのか？を明らかにし、Emotion Techの具体的な活用方法までご案内し続けます。

① 学術的に正しい技法
×
② 独自の分析フレーム

＝

③ どの体験において、
何を、どうすべきなのか

パネル調査サービス・システム開発
お客様のCXMのお取組み状況やお抱えの課題や狙いに応じて、パネルを用いた調査・分析サービスやシステムカスタマイズも対応いたします。

※価格は別途お見積りとさせていただきます

•
パネル調査・分析
サービス

システム
カスタマイズ

JCBカード会員や、ネットパネル会員を用いた調査・分析
お客様に回答をご依頼いただく必要がございません。
さらに、自社の状態や改善策について明らかにするだけではなく、例えば「自社よりも競合の購
買や利用が多い顧客は、競合の商品やサービスのどこ惹きつけられているのか？」「リプレイス
するには何をどうすればよいのか？」という内容まで数理統計と分析によりシャープに導きま
す。

•
•

Emotion Techをベースにしたカスタマイズシステム開発
既にお使いの各種システムと、Emotion Techを連携させる開発
お抱えの課題や狙いを踏まえたシステムカスタマイズを行うことで、顧客体験マネジメントを組
織に強く根付かせ、より効率的・効果的なものにしていきます。
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株式会社 Emotion Tech (https://www.emotion-tech.co.jp)

顧客体験をマネジメントするクラウドサービス「Emotion Tech」を開発。豊富なデータやノウハ
ウをもとに、NPS Ⓡの最適な活用方法から、サービス向上につながるアクション提案まで、
Emotion Tech は収益向上に貢献するビジネスパートナーとして、顧客体験を最大化いたします。

NPS® は Bain&Company、Fred Reichheld、SatmetrixSystems の登録商標です。

■サービスに関するお問い合わせはこちら

https://www.emotion-tech.co.jp/contact
■サービスに関する資料請求はこちら

https://www.emotion-tech.co.jp/document
その他、本件に関するお問い合わせ
株式会社 Emotion Tech

MAIL ： info@emotion-tech.co.jp

emotiontech.inc

TEL ： 03-6869-6865 ( 担当：須藤 )
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