White Paper

スポーツメーカー業界
NPS 調査レポート
スポーツメーカー業界における NPS の有効性及び
NPS 向上のキーファクター検証
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調査概要

日本国内のスポーツ用品の市場規模は、近年の健康志向も相まって堅調な推
移を見せている。国内の総合スポーツ用品メーカーとしてはアシックスやミ

ズノが、海外メーカーでは NIKE や adidas がそれぞれ市場のシェアを取り
合っている。そこで、本レポートでは世界を代表するスポーツ用品ブランド

である NIKE、adidas、アシックス、ミズノの 4 社について、独自調査を行い、
以下の 2 点を目的に分析を行った。
1. NPS と収益との関係性の明確化

2. NPS を向上させるための要因の特定
上 記 調 査 を 目 的 と し て、株 式 会 社 wizpra（ 本
社、東京都新宿区

代表取締役社長：今西 良光

調査期間

以下

2015 年 7 月 27 日～ 8 月 10 日

「wizpra）は、「スポーツメーカー業界における NPS

分析対象回答数

調査」を実施した。調査期間は 2015 年 7 月 27 日～

264 件（有効回答数）

2015 年 8 月 10 日、有効回答数は 264 件

実施業界

総合スポーツ用品メーカー業界
• adidas

• NIKE

• アシックス
• ミズノ

NPS（ネット・プロモーター・スコア）とは？
NPS（ ネ ッ ト・ プ ロ モ ー タ ー・ ス コ ア ）
とは顧客ロイヤルティを数値化した指標
である。

スコアの算出方法はまず、
「あなたは（ブ

ランド名 / 商品名 ) を友人にすすめたい
と思いますか？」と顧客に質問し、0 〜
10 点で推奨度を聞く。次に、右図のよう

に推奨度ごとに顧客を「推奨者」
「中立者」

「批判者」に分類する。

NPS は「推奨者」の割合から「批判者」
の割合を引いた数値のことを指す。

NPS は企業のビジネス指標と相関が強い

ことから、欧米を中心に急速に広まって
いる。
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Promoter（推奨者）

ロイヤルティが高い熱心な顧客。自らが継続購入
客であるだけでなく、他者へ勧める役割も担う。
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 第 1 位はアシックス

本調査対象となった総合スポーツメーカー（アシックス、adidas、NIKE、ミズノ）の中で、

NPS が一番高かったのはアシックスであった。アシックスは 2 位の NIKE と比べても業績評価が高い。
業界の最高・最低 NPS と平均 NPS

-11%

24.5%

42%

昨年度
過去５年間
国内売上高 年平均成長率

NPS

アシックス

42%

NIKE

1198 億円

33%

2.90％

933 億円

-0.36%

※ここでは本調査結果の上位 2 位までを比較

NPS の向上は購入回数・継続意向・口コミ数の向上に有効

推奨度が高い顧客は「購入回数」、
「継続購入意向」、「口コミ実績」がそれぞれ高く、NPS を向上す
ることでこれら 3 点の向上が狙える。
5 回以上の購入実績

推奨者

継続購入意向

65.5%

口コミ実績
100%

85.0%

批判者

NPS 向上には、商品の機能性を高めることが効果的

NPS を向上させるためには、商品の満足度向上が一番影響度が高く、その中でも機能性を向上させ
ることが一番効果的であることがわかった。

ブランドのＮＰＳ

満足度

詳細カテゴリ

接客

デザイン性

アフターケア

信頼性

商品

品揃え / 探しやすさ
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機能性
価格

調査結果詳細

スポーツメーカー業界における NPS の有効性

NPS は売上との相関が強いことから、企業の KPI として国内外を問わず評価されてきた。

本調査においても、その有効性を検証すべく、ことスポーツメーカー業界において有効かどうかにつ
いて、以下 2 点を調査した。

1. 推奨者は他の顧客に比べ特定のブランドを購入する回数が多いか

2. 推奨者は口コミを発信しているか（新規顧客獲得につながっているか）

■推奨者は購入回数が多く継続購入意向も高い

下記の Figure1 は、推奨者と批判者ごとに過去

また、Figure2 は今後の購入意向を 5 段階評価

がある顧客の割合を図示したものである。分析

続購入意向 *1 を示す、
「恐らく今後も購入する」

5 回以上特定のメーカーの商品を購入したこと

で調査した結果を示している。批判者のうち継

によると、批判者のうちわずか 21% 程度しか

もしくは「今後も継続して購入する」と答えた

過去 5 回以上の購入経験がないのに対し、推奨

人はわずか 40% に留まったのに対し、推奨者

者においてはその割合が 61% にまで上る。

の場合は全員が今後の継続購入意向を示すとい
う結果になった。

Figure 1：過去に 5 回以上購入した人の割合

推奨者
（n=84）

批判者
（n=43）

Figure 2：継続購入意向 ( 今後も継続して
購入する、おそらく今後も継続して購入す
ると答えた人の割合）

65.5%

100%

20.9%

35.5%

*1 継続購入意向は「今後も継続して購入する」
「おそらく今後も継続して購入する」
「どちらともいえない」
「おそらく今度は購入しない」
「今後は購入を控える」の 5 つの項目により調査
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■推奨者は批判者に比べ、口コミを実際に広めたことのある人の割合が多い

そして、Figure3 は推奨者と批判者のうち、それぞれ実際に人にすすめたことのある人の割合である。
図によると推奨者のうち 85% が実際に家族や友人にすすめたことがあると答え、批判者の約 5 倍の
水準となった。

Figure 3：実際に口コミをした（推奨した）ことのある人の割合

推奨者

85.0%

（n=84）

批判者

16.0%

（n=43）

以上 Figure1,2,3 より、推奨者を増やしＮＰＳを向上させることは、顧客一人あたりの購入回数を増
やし、新規顧客の獲得や周囲の人のロイヤルティを向上させる事につながるといえる。

スポーツメーカー業界における NPS の向上要因
■推奨度に一番影響を与えているのは「商品の満足度」

その結果、購入した商品に対する満足度が推奨

では具体的に、推奨者を増やすためには顧客

度に大きく影響を与えていることがわかった。

にどのような価値を提供すればいいのか？推

奨度に影響を与えうる要因を特定するために、

Table1 に記載された 4 つの満足度を計測した。
そのうえで統計的手法を用いてそれぞれ満足度
がどの程度ＮＰＳに影響を与えているかの分析
を行った。

Table1：NPS に影響する満足度（影響度合い）

NPS に影響する満足度

標準化係数 *2

質問 1：購入した商品に関する満足度

.945

質問 2：販売員の接客に関する満足度

質問 3：品揃え・見つけやすさに関する満足度

質問 4：お問い合わせ窓口の対応に関する満足度
*2
*3

影響度合い
.390

-.235
-.022

各満足度がどの程度 NPS に影響を与えるのかを指す数値。値が大きいほど影響力が大きい。

参考

有意確率 *3

.049
.281
.597
.945

ある一定の水準を下回った場合 ( 今回は 0.05 以下 ) に、偶然ではなく影響を与えていると判断するための基準。
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■機能性を向上させることが、推奨度向上には効果的

推奨度を向上させるためには、上記分析データ

大多数の顧客が、「その商品が自分にフィット

すればいいのだろうか。テキストマイニングに

商品の性能に関心を寄せていることが判明し

するか」、「軽くて走りやすいシューズか」など

により得られた「商品」の「どんな点」を改善

た。

より、顧客が商品にどのような価値を感じてい

結論として、推奨度の向上においては、「商品

るのかを分析し、その結果を Figure4 に示した。

の満足度」の影響が大きく、中でも機能性が重

顧客は商品に関して大きく 4 つの要素につい

視される傾向にあるといえる。

て言及しており、その中でも「機能性」に関す
るコメントが最も多い。

Figure 4：推奨度の回答をした（0~10 点をつけた）主な理由の分類
23%

20%

機能性

36％

9%

デザイン性
価格

信頼性
その他

16％

Figure 5：推奨度の回答をした（0~10 点をつけた）主な理由 ( ポジティブ / ネガティブ )
ポジティブコメント

ネガティブコメント

機能性
43％

価格 デザイン性

15%

30%

以上のことから、下記のようにブランド NPS を構造化することができる。
Figure 6：ブランド NPS の構造化

ブランドＮＰＳ

商品

機能性

接客

デザイン性

品揃え / 探しやすさ

価格

アフターケア

信頼性
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企業別 NPS 分析

■ NPS 第 1 位はアシックス

企業別の NPS を集計した結果、1 位が 42 ポイントのアシックス、そして 2 位が 33 ポイントの NKE
という結果になった。また、4 社の平均点は 24.5 ポイントとなった。
Figure 7：企業別 NPS の分布

24.5%

-11%
-20%

平均 NPS：24.5%
最高 NPS：42%

42%

15%

最低 NPS：-11%
50%

※本紙発行時点

■ NPS で勝るアシックスは NIKE と比べても業績評価が高い
NPS と企業のビジネス指標はどのように関係

ま た、 両 社 の 過 去 5 年 間 の（2010 年 ～ 2014

NPS と共に、
「売上」と「CAGR（年平均成長率）」

が 2.9%、NIKE が -0.36% と長期的な成長率で

年）の CAGR を比較したところ、アシックス

しているのだろうか？アシックスとＮＩＫＥの

見てもアシックスの方がより収益性が高いとい

について調査を行った。すると、2014 年度の

う結果となった。上記より、NPS で勝るアシッ

日本国内での売上高は、アシックスが 1198 億

クスが企業業績の面でも NIKE を上回っている

円、NIKE が 933 億円とアシックスの方がより

ことがわかる。

売上を上げていることがわかった。
Table2: NPS と収益性

アシックス
NIKE

NPS

昨年度
国内売上高

33%

933 億円

42%

1198 億円

過去 5 年間
CAGR
2.90％

-0.36%

※ここでは本調査結果の上位 2 位までを比較
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テキストマイニングから見る各社の傾向

■ “機能性” の日系メーカー、“デザイン性 “の外資系メーカー

NPS に大きい影響を与える商品に対して、各

分析の結果、日系メーカーであるアシックス、

Figure8 はフリーテキストの中から肯定的なコ

が多かったのに対し、外資系メーカーである

ミズノは機能性に関するポジティブなコメント

社が顧客から評価されている点を分析した。

NIKE、adidas の方は顧客からデザイン性を高

メントを抜粋し、その内容の割合を示したグラ

く評価されていることがわかった。

フである。

Figure 8：企業別コメント分析結果（ポジティブコメントの割合）
adidas

NIKE

機能性

機能性

デザイン性

デザイン性

24%

21%

アシックス

ミズノ

機能性

クス、ミズノは「機能性」、
外資系メーカーである

NIKE、adidas は「 デ ザ イ
ン性」にポジティブなコメ
ントが多く集まっている。

機能性

42%

まとめ

日系メーカーであるアシッ

41%

デザイン性

デザイン性

スポーツメーカー業界調査結果まとめ

今回の調査では以下の 3 つの点が判明した。
1. スポーツメーカー業界において、推奨者は購入回数が多く、今後の購入意
向も非常に高い。また、85% が実際に口コミを広めている。

2. ＮＰＳを向上させる要因としては、商品に対する満足が一番大きく影響し
ており、中でも機能性が重視される傾向にある。

3. 企業別分析によると、ＮＰＳは企業の収益性と関連がある。NPS に影響を
及ぼす商品の要素として日系メーカーは機能性、外資系メーカーはデザイ
ン性が顧客から評価されている傾向にある。
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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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