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中国の小売市場にて、パパママストアのような中小零細小売店、いわゆる

「トラディショナル・リテール」は重要なオフライン・チャネルである。

従来、中国の小売チャネルは、上記「トラディショナル・リテール」と、コンビニエンス

ストアやスーパーマーケット等の「モダン・リテール」に区分されてきた。

中国の消費者は、都市部のみならず郊外・地方エリアも含め多様化し、より良いも

の、ユニークなものを、近くで早く手に入れたいというニーズが高まっている。トラ

ディショナル・リテールも、当該ニーズを踏まえ、更なる成長を遂げようとしている。

一方、トラディショナル・リテールは、中国でもこれまでアナログで非効率なオペレー

ションが一般的であり、消費財企業が当該チャネルでデータを活用したマーケティン

グ戦略の構築や効率的なオペレーションを行うことは困難であった。

そこで、Alibabaの子会社であるAli LST社は、2016年にトラディショナル・リテール向

けのサービスとしてElectronic Route-to-Market (“eRTM”) solutionsを開発。中

国全土への導入を通じ、これらトラディショナル・リテールのDXを進めてきた。

今回、 Ali LST社とローランド・ベルガー中国オフィス（以下RB）が新たに開発した

DREAMn は、eRTMを更に発展させ、消費財企業‐トラディショナル・リテール‐消

費者間の流通フローをデータで捉え、DXを推進するフレームワークである。

当該ツールの導入により、オフラインも含めた小売サプライチェーンは最適化され、ト

ラディショナル・リテールは、モダン・リテールを一足飛びに超え、デジタルを活用した

新しい小売業態である「ニュー・リテール」へと進化しうる。この変化の波を捉えた消

費財企業は、よりデータドリブンに市場を把握することができ、成長は加速するだろう。

Summary 
– 本レポートの示唆

本レポートでは、消費財企業へのインタビューも踏まえ

ながら、中国小売市場の現状や、DXによるトラディショ

ナル・リテールのニュー・リテールへの変革ポテンシャル

を検証していく
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Introduction
リテールへの新DXフレームワーク - DREAMnの開発について

中国の小売市場において、伝統的な中小零細小売店、いわゆる「トラディショナル・リテール」を中心としたオフ

ラインのチャネルはあまりにも複雑であり、従来の消費財企業にとって詳細なチャネルのパフォーマンス評価

や課題の原因の特定・改善は非常に困難であった。

そのような中、中国最大のECプラットフォーマーであるAlibabaの子会社、Ali LST社は、2015年にElectronic 

Route-to-Market (“eRTM”) solutionsを開発。eRTMにより、オフラインのチャネルにおいても消費財企業は

データを収集・蓄積することが可能になった。更に、ビッグデータの分析ツールが追加され、消費財企業もより科

学的なアプローチで伝統的流通チャネルの分析・管理ができるようになった。

但し、当該ツールについては未だ改善の余地があり、この度、 Ali LST社とRBが共同でeRTMをアップグレード

し、新ツール「DREAMn Index Framework」（以下DREAMn ）を開発するに至った。 DREAMnにより、トラディ

ショナル・リテールを介したチャネルにおいても、DXが進み、課題の特定やパフォーマンス評価・管理が可能と

なった。これは、業界全体のより効率的で持続可能な発展にも貢献しうる。

COVID-19の影響により小売業態にとって不確実性が拡大する中で、トラディショナル・リテールの存在感は一

層高まり、新たな消費者需要を刺激する重要なドライバーの役割を果たしている。

本稿では、 ツールを導入した消費財企業7社へのインタビューを通じて、中国の伝統的な小売流通チャネルが

着実に変容しつつあることを明らかにしている。eRTM及びDREAMnによりトラディショナル・リテールは、モダ

ン・リテールを一足飛びに超え、新しい小売業態である“ニュー・リテール”へと進化しつつあり、消費財企業は

より高度なアプローチが可能になっている。

私たちは、中国国内で約630万店存在する伝統的なトラディショナル・リテールにおけるDREAMnを通じたデジ

タル化が、中国の小売市場の効率化、持続的な発展を実現すると確信している。
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中国のマクロ環境と小売市場

A. 中国のマクロ環境

• COVID-19は、グローバル経済に不透明感をもたらし、企業の海外展開を阻んでいる。そのような中、

多くの企業は成長を継続するため、内需の取り込みが不可欠となっている。

中国市場の重要性は高まる一方

国境を越えた規制や世界的な地政学的環境の変化等、多くの企業にとって海外展開における不確実性は

増している。そのような中、世界最大の消費市場である中国市場において、消費財企業が安定した基盤を確

立することは非常に重要である。

中国のビジネス環境は政府による整備が進む

外部環境面のビジネスリスクが高まる中、中国政府は経済成長に向け、健全で持続可能なビジネス環境を整

備することに注力している。環境整備により、中国経済の成長モメンタムは、内需が牽引する形で継続すると

予想されている。

特に中国政府は、国内のビジネス環境を整備するため、トラディショナル・リテールを軸とした経済奨励施策を、

デジタル経済における新しいビジネスモデルとして推進している。 これは、中国の商務部や財務部など7つの部

門連携による「小店経済の推進活動を展開するための通知」（ 2020年7月）、及び、中国国家発展改革委員に

よる、「新業態、新事業モデルの健全な発展を支援し、消費市場の活性化、雇用拡大を牽引することに関する意

見書」 （ 2020年7月）において示されている。

中国の小売業界のデジタル化は、COVID-19の影響を受けてさらに加速

COVID-19の影響で消費者を取り巻くあらゆる変化が加速する中、企業はデジタル化やオペレーティング

モデルの変革を軸とした戦略を前もって策定し、変化に対応していく必要がある。

01

02

03

出所：国家統計局、ローランド・ベルガー
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• デジタルメディア・IT技術の進展は、中国の大都市部のみならず、郊外エリアにおいても、より高品質で差別化

されたプロダクトに対する消費者の需要を拡大した。今後は、より高品質であったり、最先端で多様なプロダクト

が、トラディショナル・リテール経由で入手できるようになるだろう。

デジタルメディアの進展は、デジタルにおける情報格差を解消。結果、郊外エリアの消費者のニー

ズは洗練され、多様化が進む

デジタルメディア（SMS、ライブ配信、ソーシャルリテール等）は、従来の情報収集における時間と空間の制約

を打破。郊外エリアの消費者に対して、マス・低価格消費から、より高品質なものへと消費志向のアップグレー

ドを促し、また、トラディショナル・リテールにおいてもより高品質なプロダクトを揃えることを促進している。

情報が溢れる中、消費者はより目新しさ、パーソナライズを求める傾向に

SNS、メディアを通じて多様な情報が溢れる中、消費者の興味関心は多様化し、パーソナライゼーションが一層

求められる傾向が強まっている。小売業界は、常に新しい商品で消費者を惹きつけておく必要があり、結果、

デジタルを活用した新しいプロダクト・サービスの販売形態である「ニュー・リテール」分野は、投資を呼び込む

最もホットな分野の一つとなった。2020年上半期において、ベンチャーキャピタルから中国のニュー・リテール分

野への投資総額は前年同期比で142%1) も拡大している。

01

02

出所： 1) DoNews調べ
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中国のマクロ環境と小売市場

• 消費者の購買形態が変化することにより、トラディショナル・リテールの存在感は一層高まる

国内経済・デジタル技術の急速な発展は、消費者の日常生活に大きな変化をもたらした。更に単身世帯の増加

や高齢化の進展により、消費行動は以下のように変化している

買い物時間や移動距離は短縮化

少量・複数回の買い物が普及し、小型パッケージの需要が増加

近隣地域のコミュニティが発展。また、近距離ショッピング経済が急成長

トラディショナル・リテール、特に地域の中小零細小売店（パパママストアやコミュニティストア）は、消費者にとっ

て最も身近な小売チャネルとして、新たな価値を創造していくことになると考えられる

小売業態の進化の過程では、 「オンライン化」、「カテゴリ別での消費特性の分岐」、そして「小売業態の多様化」の 3つの大き

な変化があった。現在、消費財企業が、正確なプロダクト開発やチャネルオペレーション戦略を立案するためには、カテゴリ別

の購買・消費特性や消費者チャネルの嗜好性を深く理解する必要がある。

小売業界は、COVID-19の影響や消費者の「量から質」への急速なニーズの変化、及び、利便性への要請の高まりを背景に、

急速に進化している。パパママストアは、消費者までの距離が平均500メートルと近く、「時間」と「距離」の観点における消費者

の厳しい要求を満たす上で、不可欠な場となっている。

過去5年の間にデジタル化が進んだことにより、小売業態は、「時間」と「距離」という2つの観点で変化してきた

オフライン中心の購買から、オンライン化が爆発的に進行。買い物場所は「店舗」から「家庭」 へ・・・

小売業は、より効率的で迅速な対応が求められ、「時間」「場所」の観点でより、消費者に近い存在となる

1) ハイパーマーケット：食料品と非食料品の両方の商品を扱う、大規模スーパーマーケット

出所： ローランド・ベルガー
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中国において、日用消費財においては、トラディショナ

ル・リテール経由の販売がオフライン販売高のうち30-

40%1)を占めており、消費財企業が中国で事業を展開

するために不可欠なチャネルとなっている。

また、現在、中国国民の70%以上が3級以下の都市

（郊外エリア）に暮らしている2）。中国全土における、今

後10年での消費増分のうち、3分の2以上は当該郊外

エリアが占める見込みである。

更に、トラディショナル・リテールチャネルの70%弱は

更に郊外の4級～低級都市に分布しており、今後は郊

外が消費需要のドライバーになると予想される
3）
。

• トラディショナル・リテールは、消費者までの距離が近く、即時性の需要を満たすための鍵となるチャネルである

但し、消費財は店舗での購入頻度や必要性の観点から、カテゴリ毎に購買における消費者のニーズは異なる。

例えば、食品・飲料市場においては、パンや米、麺類、

乳製品等は必要性、購入頻度がともに高く、高い購買

ロイヤリティをもっている。

当該 「必需品&高頻度」カテゴリにおける商品は、消費者

が頻繁に消費する一方、製品の保管期間が限られて

いることから、購入頻度・需要ともに高い区分となって

いる。

Ali LSTのデータ分析によると、 「必需品&高頻度」カテ

ゴリは、食料品の総購入量の45%以上を占める。

B. 中国におけるトラディショナル・リテールの動向、及びeRTMの活用状況

• トラディショナル・リテールは、中国全土をカバー。トラフィックも豊富であり、小売総額に占める当該チャネル

の比率も高いことから、中国の小売流通チャネルにおける重要な構成要素となっている

出所：1）LSTデータ、2）国家統計局、3）新流通調査

出所：モルガン・スタンレー、中華人民共和国商務部、ローランド・ベルガー
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中国のマクロ環境と小売市場

一方、非食品の一般消費財には、ティッシュやおむつ、
パーソナルケア用品、家庭用清掃用具などの
製品が含まれる。

これらは、 「必需品&低~中頻度」に分類され、日々の

需要がありつつも、保管期間が長いことから、購入頻

度が低く、一回あたりの購入数量が多いこと、また、購

買対象年齢が幅広いことが特徴となる。

「必需品&低~中頻度」カテゴリは、一般消費財におけ

る購入量の65%以上のシェアを占める1) 。

• トラディショナル・リテールは、小売業界・消費者にとって重要な役割を果たすものの、各店舗の売上規模は限定

的であり、また、デジタル化のROIが図り難いことから、長期にわたり効率化が遅れていた。オペレーションには、

改善と最適化の余地が残されている。

トラディショナル・リテールの流通モデルでは、ディストリビューターから小売店が商品を買い付け、消費財企業

はディストリビューターを通じて消費者へ販売していた。但し、このモデルでは、消費者と消費財企業の間に乖離

が生じやすく、欠品や在庫問題が発生し、社会的資源が大量に浪費されていた。（以下、Push型モデルと呼称）

Push型モデル：売上高（販売数量・店舗数）、利益の最大化を追求する旧来の小売流通モデル

出所: 1) LST データ
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消費財企業 パパママストア

店頭での販売

• 消費財企業は、小売流通モデルにおいて、高コスト、チャネルカバー率の伸び悩み、ネットワーク連携の弱さなど
の課題に直面している。

消費財企業が伝統的な小売流通モデル（ Push型モデル）を採用する場合、ディストリビューターのネットワーク

に依存せざるを得ず、チャネルカバー率と流通コストは常にトレードオフになる。また、製品数・店舗数の拡大に

伴い、流通チャネルは複雑化し、不透明になっていく。消費財企業はROIや店舗におけるオペレーションの効率性

を評価することができなくなってしまう。

消費財企業のオフラインにおける販売コストの40%以上1)は、ローカルでのマーケティング、複数ディストリビュー

ターへのプロモーション、現場の課題解決に費やされる。4Pモデル（Product  / Place / Promotion / Price）の観

点でも、消費財企業と店舗間の連携が弱く、流通データの質が悪いため、オペレーションを最適化できない。

店舗数の拡大 仕入れ

出所：ローランド・ベルガー

プロモーション

価格

デジタル化・データの欠如

Product 商品の
ローンチ

従来、消費財企業・ディストリビューター・トラディショナル・リテールの間で完全な意思疎通を図ることは不可能であった。また、

パパママストアのオペレーションの効率化や、低価格戦略以外の競争力の向上も大きな課題であった。特にオペレーションに

ついて、ディストリビューターの在庫期間は長期であり、特に深刻なカテゴリにおいては、在庫期間が2、3年ということもある。

低品質なプロダクト、高い調達価格、低いオペレーション能力が、トラディショナル・リテールの生き残りを困難にしている。

パパママストアの単位面積あたりの平均売上高はコンビニエンスストアの4分の1に過ぎず、また、税引前の平均純利益率は

15％とコンビニエンスストアを大きく下回っている。 COVID-19のパンデミック時には、60%のパパママストアで売上が減少。

更に、毎年30％以上の店舗が業績不振により閉店・売却されている1)。

•同じく トラディショナル・リテールは、小売流通モデルにおいて、消費財企業やディストリビューターとのネットワーク

連携の弱さ、コミュニケーションの不全、オペレーションのばらつきなどの課題に直面している

消費財企業やディストリビューターは、売上や利益の最大化を追求しているが、トラディショナル・リテールにおけ

るパパママストアは低価格を維持するため、旧来型の労働集約型であることが多い。故に、消費財企業からディ

ストリビューター、各店舗への伝達は遅く、コミュニケーションも不十分な一方で、パパママストアはオペレーション

能力にばらつきがあることから、消費財企業は販売情報をリアルタイムに把握することが非常に困難であった。

出所：1）LSTデータ

Promotion       

Price  

Product
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中国のマクロ環境と小売市場

•過去5年におけるAli LST社のデジタルツール、eRTMの導入により、トラディショナル・

リテールは環境変化に適応するための、いくつかの重要な取り組みに成功している

オフラインチャネルのデジタル化は、特に低級都市（郊外エリア）では途上である一方、

eRTMは、低級都市においても浸透しつつある

都市級別のeRTM普及率 [2019年、%]

4級以下

43%
38%

46%

1級 新興1級

出所：New distribution survey、ローランド・ベルガー

2級

40%

3級

29%

章

01
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• Ali LST社の過去5年間の検証によると、eRTMツールを導入した消費財企業は、チャネルの最適化と効率化を

通じ、トラディショナル・リテールにおけるオペレーションの強化に成功している

消費財企業は、eRTMの導入により、トラディショナル・リテールの店舗における売上を拡大。また、各店舗の

オーナーは、デジタルチャネルのプロモーションやデジタルソーシングの知見を獲得した。eRTMが普及するにつ

れ、消費財企業は、売上成長の偏重から効率やROIを重視するようになり、また、ディストリビューターのみなら

ず末端のパパママショップのオーナーに目を向けるように転換していった。

消費財企業は、eRTMを通じたチャネルのデジタル化により、トラディショナル・リテールとのパートナーシップを
確立し、最終消費者に直接触れ、消費者主導の「Pull型モデル」に移行することが可能となった。

"Pull"消費財企業
パパママ
ストア

eRTM

出所：ローランド・ベルガー

eRTMで連携

P
u

ll型
モ
デ
ル

…

"Push" パパママ
ストア

消費財企業

ディストリビューターP
u

s
h
型

モ
デ
ル

消費者 a
消費者 b

消費財企業
デジタル化した
パパママストア

出所：ローランド・ベルガー

Promotion

Price

Product

LST

また、従来の4Pモデル（Product / Place / Promotion / Price）をベースとした戦略も、 eRTMによるデジタル化

でより強化された。消費財企業はトラディショナル・リテールをより正しく理解することができ、チャネル間の情報伝
達はこれまで以上に迅速で透明化された。

Place

データ

データ

推進 効率化 正確性
デジタルインフラの

イネーブラー...

パートナー・
シェアリング

倉庫
インフラ

的確な
プロモーション

消費者 a

:消費者とダイレクトに繋がる

消費者 d
消費者 c

消費者 a

消費者 c
消費者 d
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中国のマクロ環境と小売市場

• eRTMは以下3つの観点で、トラディショナル・リテールがニュー・リテールへと変革していくための一助となった。

1）最終消費者（エンドユーザー）と消費財企業間の、直接的な繋がりの構築（新しいサプライチェーン）
2）トラディショナル・リテールにおけるオペレーションのデジタル化
3）ROIにもとづいた、消費財企業におけるマネジメントの変革

eRTMによるデータ活用モデルは、消費者との距離を縮め、新しいサプライチェーンを実現

足許ではローカル、中小、オンライン等、多様な消費財企業が登場している。これらの企業は、新た

な市場を作り出す一方、より細分化された消費者の需要を産む。

「新しいサプライチェーン」では、デジタル化により供給過剰が排除され、また消費財企業は適切な店

舗への供給ができるようになる。店舗との関係も、旧来のPush型からPull型モデルへと進化する。そ

の中で、より詳細な消費者プロファイル・データが取得できることも、新しいサプライチェーンの利点で

ある。

チャネルのデジタル化により、トラディショナル・リテールのオペレーションは再構築される

消費財企業において、市場変化が激しい中、ディストリビューター依存では、ビジネスの拡大や販売

目標の達成はもはや困難となった。

eRTMの導入により、消費財企業はデジタルにトラディショナル・リテールを管理しつつ、的確なプロ

モーションを行うことが容易になる。更に、将来的には、店舗で蓄積されたデータと企業が保有する消

費者プロファイルを融合させることで、商品ポートフォリオやマーケティング戦略を最適化することがで

き、また、トラディショナル・リテールの調達やオペレーションの一層のコントロールも可能になる。

消費財企業において、各チャネルにおけるROI等のデータが可視化されることにより、市場への迅

速な対応・効率性の向上・スケールエコノミーの実現などの観点でマネジメントを変革しうる

消費財企業のマネジメント変革には、以下の要件が必要であり、eRTMはそれを支援する：

1) マーチャンダイズ戦略： 最適な計画立案においては、データの収集や活用等、デジタルなアプ

ローチを用いた価格設定やプロモーションの最適化を進めていくべきである。

2) コラボレーション戦略：チャネルのデジタル化を目指して、社内の他部門と協力しつつ、全体感を

もってパフォーマンスを最大化するアジャイルなチームをつくる必要がある。

3) 対応力：市場の変化に、より正確に、より効率的に対応しなければならない。

新しいサプライチェーン

トラディショナル・リテールに
おける流通モデルの進化：
各店舗（パパママストア）を起点
としたプロダクト・プロモーション
戦略の最適化

マネジメントの変革

エンドユーザーのとの繋がり

01

02

03

章

01

トラディショナル・リテールの進化

オペレーションのデジタル化

ROIの概念を導入

消費者との距離を縮め、
「Push型」から「Pull型」へ：
消費者のプロファイルや需要
予測を起点にスピーディーな
市場対応と最適な商品供給が
可能に

出所：ローランド・ベルガー

ROI主導のマネジメント：
トラディショナル・リテールの
デジタル化により、より戦略
的に打ち手を創出可能に
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•eRTMは、消費財企業に対して、以下”3つのE” の機能を提供し、トラディショナル・リテールにおけるデジタル

チャネルの普及、及び、データ共有ソリューションの実装を加速している。

Execution (実行力)：Ali LST社の共同パートナーと最大限に連携しつつ、導入店舗の拡大、低級（郊外エリア）

市場でのツール浸透、及び、トラディショナル・リテールの運営効率向上を実現する。

Exactness (正確性)：データプラットフォームを活用し、柔軟かつ正確なチャネルポリシーとプロモーション戦略を

立案。トラディショナル・リテールが効果的な販促活動や消費者エンゲージメントの強化に向けた活動を実現する

ための支援を行う。

Efficiency (効率性)：Ali LST社の物流ソリューションと顧客の設備を融合し、エンドストアへのワンストップ配送を

実現することで、物流効率の最適化を目指す。

将来的には、eRTMを活用した消費財企業は、個々の店舗で収集された消費者データを活用することで、機敏に

市場変化への対応を実現し、また、小売流通モデルも、よりエンドユーザー重視型へと変化していくだろう。

消費財企業とトラディショナル・リテールは、供給と最終消費者の需要を最適にバランスさせるための、真のビジ

ネスパートナーになりつつある。

出所：ローランド・ベルガー

新しいサプライチェーン

マネジメントの変革

新しいオペレーション

変化への対応力

未来現在過去
の実
績

プロダクト・
プロモーション

の最適化

各店舗・消費
者との繋がり

流通ネット
ワークの
構築

ディストリ
ビューター経由

での納品

商品

スケール＆
コスト追求

品質への
コミット拡大

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
主
導

コラボレーション

> アジャイルチームの
編成

> 企業・トラディショナ
ル・リテール間のコミュ
ニケーション深化

> 開発計画の最適化

> デジタルアプローチ
による商品・プロ
モーション

> 消費者とのつな
がりを踏まえた、
正確で迅速な
市場への対応
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リテールの新DXフレームワーク - DREAMn

• デジタル時代において、消費財企業とトラディショナル・リテールの間では、データと新しいオペレーションモデル

にづいた新しい関係が構築され、消費財企業は「多様な商品の提供者」に、店舗側は「意思決定者」になる。将来

的な発展に向けて、両者はより緊密に協力し合うことになるだろう。

eRTMが可能にした、エンドユーザー主導型モデル

消費者ニーズ・商品の多様化

出所：ローランド・ベルガー

物理的な空間での店舗運営

多様な商品の
提供者

意思決定者

トラディショナル・リテール

ディストリ
ビューター

Key factors Key factors

消費財企業

消費財企業とトラディショナル・リテールはお互いに主要なビジネスパートナーとなる中、各店舗、及びマーチャン

ダイズ上の戦略はデジタル・オフライン双方のチャネルの鍵を握るドライバーになる。

Pull型モデル: 「エンドユーザー・ドリブン」な小売流通モデル

> 店舗戦略 - 消費財企業は、納入先であるトラディショナル・リテールの各店舗に対して、オペレーション品質を向
上させ、より最適な品揃え、及び、再購入率の向上を支援・実現する必要がある。

> マーチャンダイズ戦略 - 消費財企業は、高い利益と顧客ロイヤルティを得るために、より競争力のある多様な

商品をトラディショナル・リテールに提供する必要がある。

消費財企業

パパママストア

消費者

取
引

先
売上高の拡大

1 店舗数増加2 2 来店頻度

4 高マージン

5 より多くの消費者の
需要が満たされる

3 注文毎のSKU増加

健全なマージン

価値効率の高い
店頭販売

主な影響

出所：ローランド・ベルガー

> デジタル化が進むと消費財企業は店舗での販売に直接影響を与え、正確な店舗への浸透施策、
チャネルの品質管理を行うことが可能になる

> 消費財企業とトラディショナル・リテールがビジネスパートナーとなり、多様な消費需要に応えられる
> 商品供給は、リアルタイムで実際の消費者の需要を満たすための重要な競争要因となる

未来

需要に

応じた

配置

章

02

膨大なデータの収集

ディストリビューター
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•eRTMの進化版、 RB社とAli LST社が発表したリテールの新DXフレームワーク「DREAMn」は、 「新しいサプライ

チェーン」 「オペレーションのデジタル化」「マネジメントの変革」を、より高度な次元で実現する。オフラインにおける

小売事業において、当該ツールは、より広範囲で、消費者主導型、かつ、リアルタイムに成長を支援する

店舗からのsell-out店舗へのsell-in

D R E A M n

Source: ローランド・ベルガー

トラディショナル・リテール

消費財企業 消費者

より広範囲 リアルタイム

> トラディショナル・リテー
ルの店舗を起点に、Sell-
in 、及び、Sell-out、双方

をデータ収集・分析の対
象とする

消費者主導型

> 消費者主導型でトラディ
ショナル・リテール店舗
が起点のフレームワーク

> 各店舗におけるロイヤリ
ティ等、消費者関連指標
を導入

> リアルタイムのデータ収集・
分析により、市場変化への
迅速な対応を実現
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ニューリテールへと進化するDXフレームワーク - DREAMn

• トラディショナル・リテールを起点に、「Sell-in（消費財企業から各店舗への商品展開）」と「Sell-out（各店舗から
消費者への商品展開）」双方をカバーすることは、業界のDXに欠かせない重要なポイントである。

消費財企業からトラディショナル・リテールの各店舗への「Sell-in」は、消費財企業にとって売上成長を把握する

ために活用可能な指標であり、各店舗から消費者への「Sell-out」は、消費者や各店舗にブランド商品が受け入

れられたことを示す指標である。

Sell-inとSell-outをベースに、DREAMn指数のフレームワークは、以下5つの指標から成り立っており、それぞれか
ら１文字ずつをとってDREAMと総称している。

Sell-in Health Index (D/R/Eの3指標)：
Sell-in基準のオペレーション指標であり、新商品の展開実績（深さ、Depth）、店舗における再注文状況（Reorder）
、各地の店舗への展開状況（Expansion）がある。

Sell-out Health Index (A/Mn の2指標) ：

Sell-outを基準に、各商品の売上貢献度（Margin Contribution Index A）、及び、商品の市場シェア（Sold 

Merchandise Index Mn ）の2つの指標で構成され、各店舗や消費者にとっての商品の魅力度を反映した総合

的な指標である。

なお、今後、データ機能の充実に伴い、品揃えの最適性や新製品、商品の人気度などの指標が追加されていく

予定である。

Chapter

02
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mArgin

Merchandisen

Depth
（深さ）

Reorder
（再注文）

Expansion
（店舗拡大）

より多くの店舗数

より多くの注文数

よりたくさんの
商品点数、

ショッピングカート
シェア

より高い収益性

より多くの
需要を満たす、
高い市場シェア#1 豊富な品揃え

#2 流行商品

#3 最新の需要

#n その他...

出所：ローランド・ベルガー

店舗からのsell-out店舗へのsell-in

D R E A M n

トラディショナル・リテール

消費財企業 消費者
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ニューリテールへと進化するDXフレームワーク - DREAMn

• 消費財企業からトラディショナル・リテール各店舗へのSell-in指数(D/R/E)

「マネジメントの変革」に伴い、消費財企業の経営は従来の売上至上型から価値主導型へ移行していく。各店舗に
Sell-in指数を適用しつつ、どのように消費財企業は収益目標を達成できるだろうか？

郊外エリア、及び上位店舗商品・ブランドの浸透度を測定：
低級都市（郊外エリア）のトラディショナル・リテール店舗、及びTop Store（競争力の高い店
舗）における商品・ブランドの浸透率を測定

指標 詳細

全体に占めるロイヤル店舗（再購入率が高い店舗）の割合を測定：

店舗別のマーケティング策構築、継続的な改善で、消費財企業はロイヤル店舗の拡大が可能

指標 詳細

X

店
舗

へ
の

S
e

ll-in
店

舗
か

ら
の

S
ell-o

u
t

eRTM

トラディショナル・リテール

売上成長の3つ
のポイント

E xpansion
店舗拡大
トラディショナル・リ
テール各店舗への
浸透度

D epth
深さ
新商品の
展開実績

R eorder
再注文

店舗の商品への
ロイヤルティ

出所：ローランド・ベルガー

…

消費財企業

1) 低級店舗。3級都市以下、2）上位店舗GMVによる上位20

出所：ローランド・ベルガー

ブランド
カバレッジ

ゴールド2)

シルバー

その他

各店舗への浸透 郊外
Store

Top
Store

１級都市

２級都市

３級～低級
都市

低級1)市場に
おけるブランド
の浸透度

上位店舗で
のブランドの
浸透度2)

E
Expansion

R
Reorder

1）ロイヤル・ストア：Ali-LST DSOC（デジタルストア運営センター）が識別したロイヤリティの高い店舗

出所：ローランド・ベルガー

店舗で再度購入
ロイヤル・

ストアの割合
ロイヤル・
ストア…

カテゴリ別ロイヤル
・ストアの割合1) 

ブランドの割合

章

0
Chapter

02

X

Mn

Sell-in Sell-out

D R    E

消費財企業

のeRTM指数 A
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1オーダーあたりの平均的な商品点数を測定：
消費財企業は多様な品揃え、新商品や人気商品の導入により、競争力を高めることができる。

Ali-LST の調査によると、新商品はトラディショナル・リテールの各店舗が成長を維持するため

の鍵であり、主にコンセプト、味、パッケージ、マーケティング等におけるイノベーションがドライ

バーとなる。指標「Depth」では、新商品の展開実績を重要な構成要素として考慮している。

指標 詳細

LSTのデータから、消費財企業はカテゴリごとに異なる商品ポートフォリオ戦略をとるべきであることがわかる。

例えば、飲料やファストフードは、消費者による商品へのニーズが多様であり、ブランド寡占度も高いため、商品

ポートフォリオ主導型のカテゴリとして規模による参入障壁が築けており、KSFは、「様々な需要に対応するため

にSKUの組み合わせを多様化」することである。

一方で、差別化が難しい水、食糧、乳製品のようなカテゴリはブランドイメージが重視され、「ブランド認知による消

費者の獲得」が最重要KSFである。また、ブランド寡占度が低く、多様性の高いスナック菓子等については、消費

財企業が競合を勝つためには「独自のヒット商品」が必要となる。

D
Depth

出所：ローランド・ベルガー

1オーダーにおける商品点数

展開実績
新製品の 新商品発売による売上貢献度を

測定していく

将来的には、新商品ローンチ時の
販売実績等を詳細に分析

…

口腔ケア

1)ブランド寡占度：カテゴリ内のトップブランドの数（トップブランド：GMVカテゴリの上位80%に貢献しているブランド） 、(2) SKUの豊富さ：カテゴリのSKU数 / 商品棚全体の
SKU数、(3) チョコレート、ドライフルーツ、ナッツ類、シリアル/粉状インスタント飲料、水、ビール、白酒、穀物/油/麺類、乳製品 (4) 代表的なカテゴリは、図表で紹介するために
選択されている。

出所： Ali LSTのビッグデータ分析（2020年4月～8月）、ローランド・ベルガー

ブランド寡占度 1)

ヘアケア

女性用パーソナルケア

オムツ・ベビー
用ウェットティッシュ

避妊用品

ファーストフード

ワイン・果実酒

飲料

飴/ガム

スナック

クッキー

製品ポートフォリオ
ドリブン

熾烈な競争を勝つためには
ヒット商品が必要

ブランドイメージ
ドリブン

製品ポートフォリオ
ドリブン

ブランド寡占度 1)

食品一般消費財

その他 3)

調味料・乾物

チャネル拡大中...

ブランドイメージ
ドリブン

商品点数の豊富度2) 商品点数の豊富度2)

トイレット
ペーパー

ボディケア

家庭用洗剤

膨化食品

熾烈な競争を勝つためには
ヒット商品が必要
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ニューリテールへと進化するDXフレームワーク - DREAMn

• トラディショナル・リテール各店舗から消費者へののSell-out指数(A/Mn)

「新しいサプライチェーン」について、市場では不特定多数の顧客への展開から、よりターゲットが絞られた顧客

への展開へ転換が進む中で、消費財企業は各店舗や消費者への魅力訴求度を向上していく必要がある

出所：ローランド・ベルガー

パパ
ママ
スト
ア

ブラ
ンド

A
マン
ガン

消費財企業によるトラディショナル・リテール各店舗への利益貢献度の測定：

各店舗がブランド商品を販売した際の平均利益率は、消費財企業の魅力度を反映している。

消費財企業がデジタル化、チャネルのコストコントロール、ブランドと各店舗間の最適なマッ

チング等により、店舗に対し最良なマージンを提供できれば、店舗側も当該商品の宣伝に協

力し、指標は上昇する。

A
mArgin

マージン構造

各店舗への
利益貢献度

店舗の1品目あたり平均
利益率

消費財企業

パパママ
ストア出所：ローランド・ベルガー

Chapter

02

Merchandisen

消費財企業

A Mn

各店舗に対する商品魅力度 消費者に対する商品魅力度

mArgin
利益貢献度 市場シェア

各
店

舗
へ

の
S

e
ll-in

各
店

舗
か

ら
の

S
e

ll-o
u

t

消費者

Mn

Sell-in Sell-out

D R    E

消費財企業

のeRTM指数 A
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販売した商品の市場シェアの測定：

シェアは消費者側のブランド受容度を示す。消費財企業は、効率的な商品の開発や展開に

より、変化する消費者ニーズを的確に満たすことで指標を向上。また、トラディショナル・リテー

ル各店舗の商品ポートフォリオにおけるアップグレードを推進する必要がある。

M
Merchandisen

指標の詳細

市場シェア

消費財企業のブランドシェア
ブランド

%

商品ポートフォリオ別実績
トレンド商品における実績

アップグレード商品の実績

・・・

出所：ローランド・ベルガー

なお、上記指標のフレームワークは、商品ポートフォリオ別や、トレンド商品、アップグレード商品などに応じて拡張

させることができる。
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ニューリテールへと進化するDXフレームワーク - DREAMn

新DXフレームワークDREAMnの活用により、多くの消費財企業が成果の創出に成功している。

以下において各領域から消費財企業4社を選定し、DREAMn の活用事例やその効果を紹介していく。

比較的流通チャネルの少ないカテゴリ/ブランドでは、トラディショナル・リテール各店舗のカバー率、及び低級市場

（郊外エリア）への浸透率を高めることが、ビジネスの成長を加速させる鍵となる。

Case I. Laweike - オフラインチャネルにおける浸透度を高めるため、デジタルマーケティングを活用

中国のオンラインモールTaobaoで営業を開始したファストフード消費財企業であるLaweikeは、2019年にAli LST

と協業し、オフライン販売を開始した。Ali LSTがポテンシャルが高いトラディショナル・リテール店舗を見極めること

で、Laweikeは低級市場（郊外エリア）やトップ店舗を中心に効果的に展開することが可能となり、結果、Laweike

の浸透率は競合A社対比で約33%上回った。

具体的には、Laweikeは、Ali LSTの店舗管理システムを介し、ターゲットとなる可能性のある店舗を特定し、対象

店舗にクーポン券を発行して収益の拡大を図った。

月間GMV1）131%増

月間店舗浸透率1)

競合他社A

競合比、33%増

1）2020年4月～8月、2）トップ店舗。GMV別上位20%店舗

出所： Ali LSTのビッグデータ分析、2020年4月～8月、ローランド・ベルガー

GMV1の前年同期比 925%増

3級都市～低級都市の
店舗浸透率

競合比、31%増

トップ店舗2）の浸透率1)

競合他社A 競合他社A

Chapter

02

競合比、2倍
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浸透度が既に高いカテゴリ・消費財企業については、新規店舗数の拡充とともに、既存店舗での売上拡大も重視すべき

である。

Reorder指標の向上 : プロモーションやマーケティング戦略によって、既存のトラディショナル・リテール店舗における顧

客の再購入率を高め、既に商品が浸透した店舗でも持続的な成長を実現することを目指す。

Case 2: グリコ - デジタルストアオペレーションセンター（DSOC）ツールを活用し、顧客の再購入率を向上

製菓ブランドグリコは「Ali LST DSOC」ツールを活用し、店舗をレベル分けすることで再購入率を向上させた。Reorder

指標によるとグリコの平均受注頻度は、同カテゴリのトップ商品であるブランドBと同水準に達している。

グリコはAli LST DSOCツールを活用し、トラディショナル・リテールの各店舗を再購入頻度に基づき「ロイヤルストア」、

「アクティブストア」、「スリーピングストア」、「ポテンシャルストア」に分類した。その後、「ロイヤル」、「アクティブ」、「スリー

ピング」の3種の店舗を対象に、クーポンを発行し、再購入率の向上を目指した。グリコでは、 DSOCツールを月に3〜4

回使用し、各店舗に対するオペレーションを継続的に改善している。

カテゴリTOP1
ブランドB

TOPブランド
と同レベル

GMVの前年同期比1）

1）2020年4月～8月、2）高債購入率店舗：DSOCで特定された「ロイヤリティストア」

出所： Ali LSTのビッグデータ分析、2020年4月～8月、ローランド・ベルガー

98%増

店舗平均購入頻度1)

カテゴリTOP1
ブランドB

月平均高再購入率店舗2)の割合

カテゴリ
TOP1
ブランドB

格力高

その他

ブランドGMVシェア1)

TOPブランド
と同レベル
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ニューリテールへと進化するDXフレームワーク - DREAMn

Depth指標の向上 : トラディショナル・リテールの既存店舗においても、購入あたりのSKU数を増加していくこと

が重要になる。1）リーン・オペレーションとアジャイル・マネジメントのアプローチによる新製品の投入、2）製品

ポートフォリオとチャネル・プロモーション戦略、の各戦略によって、指標の向上を図った事例が以下である。

Case 3: Baicaowei – 新製品開発によるDepth指標の向上

スナックブランドBaicaoweiは、Ali LST POSによる顧客データに基づいて、スナックの新商品を開発し、パパマ

マストアの平均SKU数を増加させ、取り組みを成功に導いた。Depth指標によると、Baicaoweiの平均SKU/オー

ダー数は、競合他社C社より約45%高い。

Baicaoweiは、Ali POSが取得したトラディショナル・リテールの各店舗販売データにより、スナック類製品のオフ

ラインでの競合市場や顧客の選好状況を深く理解し、新製品のテイストやパッケージに反映できるようになった。

また、Baicaoweiは8-9月にもAli POSシステムから得られた洞察をベースに、いくつかの新製品を発売した。

新製品の売上は拡大し、ブランドSKUの中でも売上高の上位20％にランクインした。その結果、2020年4月から

2020年8月までのBaicaoweiのGMV成長率は、前年同期比78％増となっている。

一店舗あたりSKU 1)

競合他社C1と比較した月次GMVは

1) 2020年4月から8月までの間

出所： Ali LSTのビッグデータ分析、2020年4月～8月、ローランド・ベルガー

GMV1の前年同期比 78%増

競合他社C

新製品 GMV シェア 1)

競合他社C

Chapter
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競合比、45%高 競合比、18%高

74%増
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Case 4: Kotex - 製品アップグレードの機会を見極め、各トラディショナル・リテール店舗におけるDepthを改善

女性用パーソナルケアブランドKotexは、様々なPOSアプリケーションを採用することで製品のアップグレード機

会を特定。各トラディショナル・リテール店舗のDepth指標を向上し、ブランド・店舗双方に対してwin-winの関係

を築いた。結果、一店舗あたりの平均受注量は競合D社よりも約28％高い。

同社は各店舗のプロファイルデータ分析により、店舗オーナーが若年化しており、よりハイエンドな商品を取り入

れる傾向があることを確認した。一方、高価格帯であるショーツ型生理用ナプキンに、高い売上の成長性や浸透

率向上の余地があり、再購入率も高いことが判明した。

当該分析から、Kotexは、トラディショナル・リテールにおける女性用パーソナルケア製品のアップグレード機会を

特定し、ポテンシャルの高い地域を対象に、Ali LST POSによるマーケティング活動を推進した。結果、対象店舗

では最適に製品がアップグレードされ、各店舗からの購入量も増加した。

2020年4月から8月にかけて、KotexのGMVは前年同期比200％増加した。また、ハイエンドであるショーツ型生理

用ナプキンが各店舗に貢献した粗利益は、ローエンド製品の約3倍となった。

月間平均GMVは競合他社Dと比較して１）

1）2020年4月～8月

出典： Ali LSTのビッグデータ分析、2020年4月～8月、ローランド・ベルガー

GMV1の前年同期比）200%増62%高

競合他社D

トラディショナル・リテール1店舗あたりSKU1)

競合対比、28%高
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ニューリテールへと進化するDXフレームワーク - DREAMn

消費財企業は、店舗及び消費者による受容度を正確に把握し、競争環境の中の自社のポジショニングや長期的

な成長戦略を見極めるために、総合的な指標である「 mArgin」と「 Merchandisen」を重要視すべきである。

Case 5：女性パーソナルケアカテゴリ

Ali LSTデータを用いたmArginとMerchanndiseの分析によると、女性用パーソナルケアカテゴリには以下、大きく

2つのタイプのブランドが存在することが判明している：

1) トップシェアを誇るリーディングブランド

2) トラディショナルリテールに比較的高い粗利益率で製品を提供することで受注できている中堅・中小ブランド

消費財企業は、市場での自社のポジショニングと直接の競合を特定し、今後の戦略を構築していくべきである。

ブランドE

ブランドF

市場シェア

ブランドC

ブランドA

ブランドB

ブランドD

ブランドG

ブランドI

ブランドJ

ブランドH
ブランドM

ブランドK

ブランドL

中堅・中小ブランドは、トラディショナル
リテールへ高い利益を提供することで、
一部の製品棚を占有

高いシェアを誇る
リーディングブランド

事例:女性用パーソナルケア-粗利益率と市場シェア分析

粗利益

高

低

低

出所：Ali LSTのビッグデータ分析、2020年4月～8月、ローランド・ベルガー
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高
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DREAMnの活用による、消費財企業の競争力向上

DREAMn
フレームワークにもとづく以下の指標をベースに、企業は自己診断や競合他社との比較を通じて、

トラディショナルリテールにおけるオペレーションや競争力をより深く理解し、高めることができる。

トラディショナルリテール店舗への商品・ブランドの浸透度 - Expansion

現在の流通状況における改善の余地を分析し、成長余地のあるターゲット地域や店舗を特定。

スクリーニングによりポテンシャル店舗のリストを作成する。

高いロイヤルティを持つ店舗の割合- Reorder

既存の店舗における再購入率や、高ロイヤルティ店舗の割合等を分析し、業界平均と比較することでチャンスを見出

す。さらに、様々なマーケティングプロモーションを実施し、各店舗における売上を改善する。

1オーダーあたりの平均的な商品点数- Depth

足許の1オーダーあたりの平均商品点数を競合他社と比較し、競争力の差異を明らかにする。

また、新製品の発売を軸に売上を拡大していく。

トラディショナルリテール店舗への利益貢献度- mArgin

成果指標として、現在のチャネルのコスト構造を分析し、店舗への利益貢献度を確認する。

販売した商品の市場シェア - Merchandisen

成果指標として、オフラインでの売上規模を競合他社と比較して分析する。

今後は、Merchandise指標を用いて製品ポートフォリオの健全性評価を行い、製品の在庫回転率を明確化。新製品・

改良品・人気製品のパフォーマンスを評価することで、チャネル戦略やカテゴリ別の戦略を最適化することができる。

トラディショナル・リテールの新DXフレームワーク DREAMNの活用

Chapter

03
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DREAMnフレームワークは様々なビジネスモデルに対応し、成長戦略の策定に貢献する。カテゴリ・ブランド別に

D/R/E/A/Mn
の貢献度を算定し、Ali LSTデータ分析にもとづき今後の成長の方向性を検証できるようになる。

特に既存のビジネスを改善するためには、以下のとおり既に開拓済みである店舗へより良いサービス（オペレー

ション・製品供給等）を提供し、店舗あたり売上・利益を向上させることが重要である。

各店舗に対する戦略を改善し、既存店舗における販売貢献度の向上に繋げる

高ロイヤルティ店舗を分析しつつ、既存の店舗に向けたサービスを向上することで、ロイヤルティ指標の向上（Reorder

指標：ロイヤル店舗の割合）を実現。

商品供給力を強化することで、既存商品の売上貢献度の向上に繋げる

トップ商品、トレンド商品、アップグレード商品等の導入により、既存の商品群を最適化・強化することによってシェア拡

大、業績向上を図る（Merchandise指標：市場シェア）。

更に、トラディショナル・リテールの各店舗の利益率（mArgin指標：商品の各店舗への利益貢献度）が高ければ、商品

は各店舗に選択されやすくなり、チャネルカバレッジの拡大に貢献する。他方、未開店舗への拡大により流通商品を

増やし、業績を向上させることも図る。

店舗カバレッジの継続的な拡張

特に低級都市（郊外エリア）での店舗カバレッジを向上させる（Expansion指標：各店舗への浸透率）。

新商品の普及

新製品の浸透率（Depth指標：商品点数）を向上。

DREAMn の導入により、消費財企業はチャネルの運営状況や健全性、成長の方向性を客観的に評価することができ

る。可視化された課題を以下の観点で推進していくことで、飛躍的な成長を実現することが可能となる。

・ Execution ：共同プロモーションのパートナーを活用し、カバレッジ拡張に要する費用を最適化

・ Exactness：チャネルの流通、プロモーション、消費者エンゲージメントのデジタル化

・ Efficiency：物流倉庫のスケールメリットを活かした大規模インフラを構築
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DREAMnの活用による、消費財企業の競争力向上

Chapter

03

Ali LST社によるElectronic Route-to-Market (“eRTM”) solutionsの5年間の展開やそれに伴うビッグ

データの検証にもとづき、 RBとAli LST社トラディショナル・リテールの進化と中国オフラインチャネルの高

度化を目指して、トラディショナル・リテールの新DXフレームワークである 「DREAMn
」を共同開発した。

eRTMはすでに中国全土のパパママストアの34%をカバーしており、今後もDREAMn
による更なる拡大を目指す。

従来のElectronic Route-to-Market (“eRTM”) solutionsの更なる進化

次の観点で機能を強化： 1）地域カバレッジの拡大、2）消費財企業・流通・店舗間のチャネル連携強化、3）倉庫

配送の最適化・カバレッジ規模の拡大・コスト削減支援

トラディショナル・リテールの店舗運営管理機能の強化

各店舗の在庫、製品ポートフォリオ、価格、商品棚配置、プロモーションなどにおける管理能力を向上させるた

めの支援を提供

リソース投資の最適化を支援

データ分析を通じて消費財企業が対象とすべき店舗の特性や需要を明確化し、ROIを検証しながらチャネル

マーケティングリソースの効率的な投資を促進する。

例：1）流通量が限られる消費財企業に対し、低級店舗（郊外店舗）をターゲットにプロモーションを実施、2）全国

展開する大規模消費財企業に対しては、売上拡大のための効果的なチャネルマネジメントを実施

ブランドマーケティング機能の拡張

ブランド価値を創造し、ユーザー経験を向上させるために、消費者へのブランド教育、製品トライアル、消費者

インサイト分析、メンバーシップなどのブランドマーケティング機能を開発
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我々は消費財企業と今後も密接に協力し、今後5～10年のオフラインチャネル、とくにトラディショナル・リテールに

おけるデジタル化の新しい方向性（デジタルケーパビリティの向上、より近い距離、より速いレスポンスの実現）を

模索していく。

ツール導入によるトラディショナル・リテールのDX推進に伴い、消費財企業では以下3つの変革が進んでいる

食品会社Fulinmenは、収益の70%以上が伝統的なオフラインのディストリビューターによ

るものである。同社は、ディストリビューターを取り巻くデジタルマーケティングのエコシステ

ムを構築することが急務であると認識。

第1世代のディストリビューターから第2、第3世代のディストリビューターへ世代交代が進む

中では、ブランド／ディストリビューター／トラディショナル・リテール間のチャネルを構築・

改善し、市場に対する機動的な対応が重要になる

Perfetti社の事例のとおり、消費財企業はバリューチェーンやサプライチェーンを最適化す

ることで新たな機会を見出すことができる。

今後は、データの量と透明性が高まり、より速くデータを取得しやすくなる。eRTMの導入に

より、ブランドや製品を消費者を踏まえてどうアップデートできるかが、ブランドパフォーマン

スの重要な要素となる

グローバル企業NestleはeRTMを使うことで、すべてのチャネルから包括的に消費者デー

タを収集することが可能となった。消費財企業は異なるチャネルで個別に対応するのでは

なく、すべてのチャネルを包括的な視点で分析できるようになった。

消費財企業の視点は、「商品」から「消費者」へ、そして「流通管理」から「各店舗の健全性

担保」へと進化する。また、消費者も不適切なチャネルで購入することは減り、旧来の流通

パターンは通用しなくなる。チャネルという概念が益々曖昧になり、消費者の需要を見極め

ることが鍵となっていく。

将来的には、消費者に近いところにいる人ほど、成功しやすくなる。eRTMにより、消費財

企業はより包括的なデジタル・リテールビジネスモデルを構築できる。eRTMのデジタルアル

ゴリズムによって、全てのチャネルが、統合されたデジタル・リテールエコシステムにつな

がっていく

第2、第3のディストリ
ビューターへの

世代交代

オムニチャネル
統合の加速

01

02

03
ブランド力と

製品力の強化
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DREAMnの活用による、消費財企業の競争力向上

インタビュー(抜粋)

プラット
フォーム

チャネル

「融合プラットフォーム」 One Platform

「今後は、to B事業とto C事業のデータを統合して顧客行動を把握し、「ワン

チャネル化」することで、ビジネスモデルを『プッシュ』から『プル』へ移行していく」

「eRTM・ DREAMnは、消費財企業とトラディショナル・リテール間のより効果的

なつながりを構築し、情報を共有／価値を移転するプラットフォームである」

「新しいチャネル」 New Channel

「LSTがDREAMnを通して、次の5年間で我々にとって最大のオフライン販売

ディストリビューターになることを期待している」

「eRTMで得た経験を他のオフライン担当チームと共有したい。従来のビジネス

フローは「消費財企業-倉庫-トラディショナル・リテール-消費者」であったが、

O2Oの進展とともに、eRTMは直接、消費者の家庭に商品を届けることが可能

になるだろう」

「我々は、eRTMがオンラインチャネルと同レベルなデジタル機能を持ち、オンラ

インとオフライン、双方の消費者への理解を深められることを期待している。オ

ンラインとオフラインではパッケージや販売方法が異なり、結果的に戦略も異

なってくる」

「オフラインでの事業強化」 Offline Empowerment

「バリューチェーンとサプライチェーンを深く分析することで、オフラインでも機会

を見出すことができる。データの量、透明性、スピード等、様々な面でできるこ

とは進化している。私たちは新しいことに挑戦することにオープンでなければな

らない」

「Fulinmenの未来の軸は、ディストリビューターを中心としたマーケティング・エコ

システムを構築することであり、これに関してはLSTとの整合性が取れている。

現状、Fulinmenの収益の70%はディストリビューター由来である。今後もディス

トリビューターの第2、第3世代が重要になるため、今後はディストリビューターへ

のエンパワーメントが成功の鍵となると考えている」

Chapter

03
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消費財企業7社のインタビュアー
eRTM／DREAMnは、小売業界にデジタルソリューションを提供し、

消費財企業と共に新たな消費財業界のランドスケープを構築する

Fulinmen社は、eRTMの活用により、チャネルのデジタル化を推進

オンラインビジネスの利益向上、及び、オフラインチャネルのデジタル浸透率向上を目指す

Hongchao Yu, General Manager, Fulinmen

ZhihuE社は、eRTMにより、需要の予測、サプライチェーン、品質管理を非常に効率的に行うことが可能

になった

Zehong Lin, Vice General Manager, Zhihu

Mondelēz社は、eRTMを通じて、トラディショナル・リテール事業を効率化。より早く、より低コストで市場

をカバーする施策が可能になった。地域毎に的確な施策・広告を推進し、各店舗の売上も増加している

Yijing Zhu, Sales VP of Greater China, Mondelēz

Johnson & Johnson社は、eRTMにより、チャネル・マーケティングやデジタル流通における新しい

可能性を探っている

Xu Deng, President of Consumer Goods Greater China, Johnson & Johnson

Be&Cherry社は、過去数十年間、私たちはeコマースチャネルと運用データの探索に多大な時間を

費やしてきた
今後10年は、Ali LST社のデジタルソリューションにより、より多くのeコマースチャネルの探索が可能に

Jingyue Wang, Co-founder and Chief Marketing Officer, Be&Cherry

Nestle社は、 eRTM／DREAMnにより、伝統的チャネルのデジタル化を推進する

eRTM／DREAMnにより、消費財企業は、チャネルを深く理解し、新たな価値を創造することができる

Lei Wang, VP of E-Commerce Greater China, Nestle

Perfetti社は、Alibaba社から当該プロジェクトを知らされたときに非常に興奮し、参加を即決した。

eRTMにより、オフラインのビジネスにおいても豊富なデータと高い透明性が得られ、より効率的なビジネス

が可能になる

Edelbluth Hans Peter, Managing Director of Greater China, Perfetti
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