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◇ D2Cとは



Direct to    Consumer
Direct     to     Customer

D2Cとは



EコマースやSNSを活⽤し、ブランドが顧客とダイレクトにつながる取引

ブランドの思想・理念を純度100%で顧客に届けることができる

また、顧客からのメッセージも直接受け取ることができる

つまり双⽅向でつながり顧客との関係性を築きながら運営していく事業

顧客とともに企業・ブランド・商品の成⻑を共創する事業形態

顧客とともに

D2Cは顧客との共創

◇ D2Cとは



◇ D2Cとは

商品を販売する対象というより
声を聞くという関係性

顧客は

顧客の声を起点に商品もサービスも
ブラッシュアップ

伝統的な企業 D2C企業

メーカー 卸 ⼩売 顧客

完成した商品を販売しそこで終わり

メーカー

顧客

推薦/⼝コミ
他の
顧客

デジタル

より多くの
顧客

顧客の声

顧客
の声

顧客
の声

商品・サービス

⽬の前の顧客が喜んでくれることを
愚直に続けるビジネス

＊イコール直販ではない



◇ D2Cとは

伝統的な企業 D2C企業

多くのお客様に購⼊してもらうことが
成功の鍵

⽬標：市場シェアを伸ばすこと

広い範囲の⼈々に受け⼊れられることを
重視する必要があった

⽬標：顧客との共創

顧客との関係性がビジネスの成功の鍵

広い範囲の⼈々に受け⼊れられること
よりも少量の熱狂的なファン、顧客を
作ることが⼤事



デジタルであることで、伝わるスピードが
指数・関数的に拡⼤する可能性を秘める

SNS

⾃社ECプラットフォーム

企業規模の拡⼤につながる

顧客との関係性がダイレクトであるため
企業規模の拡⼤が⾒込めない

◇ D2Cとは

デジタルを活⽤する
顧客とのつながりを造成

ECは顧客とつながるポイントの⼀つ



短期的な売上・利益よりも、
⻑期的な関係性が⼤事

⻑期的な関係性を築く指標

Life  Time Value
（顧客⽣涯価値）

Net  Promoter  Score

ブランドに対してどれくらいの愛着
や信頼があるかを図る

LOGILESS BLOGより転載

購買単価 × 購買頻度 × 期間

顧客ロイヤルティを図る指標

◇ D2Cとは KPIについて



中⽴者

＊Net  Promoter  Score

○○

推薦者

推薦者 ー ＝ N P S
の割合 の割合

◇ D2Cとは KPIについて



Fabric Tokyo

Medulla

all birds

WARBY PARKER



◇ 顧客の体験を重視



驚きの体験
そう来たか、と感じる体験
そして、誰かに伝えたくなる体験

それがユーザーの⼼に残り、
ブランドの世界観が伝わり、
ファンに繋がっていく

◇ 顧客の体験を重視



購⼊前
体験

購⼊後体験

購
⼊

購⼊時
体験

到着時
体験

開封時
体験

使⽤
利⽤時
体験

使⽤
利⽤後
体験

再購⼊
時
体験

解約
体験

ストーリー
を聞く

AIDMA

推薦時
体験

カスタマージャーニー

購⼊前体験

◇ 顧客の体験を重視

顧客体験を作り込む



◇ オンラインとオフラインの融合



◇ オンラインとオフラインの融合

ECやweb、SNSなどオンラインだけでなく

オフラインで顧客とつながることも⾮常
に有効

店舗がなくても、POPUPショップや
イベントで、ブランドの世界観を伝える

商品を直接⾒ていただける、
触っていただける、試着できる

何よりも顧客と⾯と向かって話ができる

顧客側は、ものを作っている⼈と直接
話すことでファンになる

ブランド側は、思いをさらに直接
伝えられる、リアルで話してSNSでも
つながることができる



◇ オンラインとオフラインの融合 （ブランドの世界観をオフラインで表現）



◇ D2Cのブランディング



◇ D2Cのブランディング

メーカー

顧客

推薦/⼝コミ
他の
顧客

デジタル

より多くの
顧客

顧客の声

顧客
の声

顧客
の声

商品・サービス
理念

理念理念

顧客体験

顧客体験

顧客体験

D2Cは顧客との関係性がダイレクト
だから
「顧客が誰なのか」
「顧客に届ける価値は何か」
が⼤事

それと同時に

「⾃社は何のために今のビジネスを
しているのか」（理念）
を掲げることで顧客の⼼を動かして、
ファンになってもらう、応援してもら
うことがさらに重要



•ファッション業界がこぞってサステナビリティに取り組む → ともすれば既存の顧客を失い、利益にもつ
ながらないような活動を企業が⼤々的に⾏うような事例が⽬⽴つようになってきた。さらにこうした動きを
消費者がサポートしている

•利益最⼤化の名のもと地球環境に負担を寄せる、従業員の健康・働き⽅を犠牲にする、サプライチェーン
に負担をかける。こうした⾏為は今後減っていくと思われる

•「ビジネスの⽬的そのものが変化し、倫理、正義が重要なものになっている」という⼤きな変化が訪れて
いる。

社会的存在意義が事業を広め、業績拡⼤につながる

◇ D2Cのブランディング



ブランド

顧客

従業員

株主

地域社会

環境

サプライヤー

◇ D2Cのブランディング



◇ D2Cの性質



◇ D2Cの性質

これまでの製造業や製造⼩売（SPA）とは異なり、製造から販売、販売後の
顧客とのコミュニケーションまで全てを⾃社で⾏うビジネスモデル

•商品開発

•製造・品質管理

•販売企画・ネットショップ企画

•ネットショップ構築

•店舗企画運営

•マーケティング・コミュニケーション企画

•SNS運営

•受注処理・出荷作業

•カスタマーサポート

D2Cは総合格闘技である



１．D2Cスタート講座申込受付中
https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product
/favgos000001k3ob.html

２．ブランディングアドバイス申し込み受付中

E-Mail：renkei@smrj.go.jp
電話：03-5470-1524（平⽇10:00〜18:00）
担当：笠井・阪本

mailto:renkei@smrj.go.jp

