
顧客接点の強みを活かし
体験価値を⾼めるオンライン活⽤

について



企業概要

商号： アーツアンドクラフツ株式会社 Arts & Crafts Company

設⽴： 2010年6⽉
本社： 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-3-6
事業所：東京都渋⾕区広尾1-3-18広尾オフィスビル5F

売上⾼：12億円（2021/6）
社員数： 139名（2021/6）

事業内容：
ブランド事業／ジュエリーSPA、EC等の事業の運営。
コンサルティング＆ソリューション事業
経営コンサルティング、ITシステム等のソリューションサービスの提供。



ビジネスモデル
⾃社ブランド事業（BtoC）、コンサルティング＆ソリューション事業（BtoB）を展開。
それぞれの事業から得た資産とノウハウを活かし、パートナー企業と共に未来につながる
新しいJAPAN BRAND＆CULTUREを創りを推進。

ブランド事業 コンサルティング＆ソリューション事業

⾃社で実践しブランド資産を構築
⾃社/他社の事業⽀援を通じ、

多様なビジネスプロフェッショナル（⼈的資産）を育成

D2C家具
WELL

九州野菜通販
Mamagocoro

オーダーメイドの
結婚指輪⼯房ith
（全国11店舗）

+
オンライン

ビジネス
プロデュース

RPA/IT
ソリューション

経営
コンサルティング実績と機会

⼈材

両事業のシナジー
「つくる」の⼒

豊 か な 世 界 を 「 と も に 、 つ く る 」
新 し い J A P A N  B R A N D の 創 出



ithの業績

2014年に結婚指輪のオーダメイド事業開始。以来年率120%超で成⻑中。
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横浜、柏、⼤宮

銀座

⼼斎橋、名古屋栄

新宿、梅⽥、福岡



国内宝飾品の市場推移

⽇本国内の宝飾品市場は引き続き漸減の傾向。



全国婚姻組数の推移予測

婚姻組数も引きづつき漸減。

https://souken.zexy.net/data/kk/bsouken_konninnkumisuu20210914.pdf



ブライダルマーケットも当面厳しい予測

令和3年の婚姻数も、上半期時点で令和２年を割り込んでおり引き続き厳しい景況感。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2021/dl/202106.pdf



コロナ以降の消費傾向ハイライト

コロナ以降にジュエリー市場で起きている主な消費傾向。

l外資・ハイジュエリーなどは⽐較的堅調
・可処分所得の⼤きい富裕層
・結婚式ができずに余った予算で憧れの海外ブランドを

lファッションジュエリーはEC化が進展
・ミルク、4℃などを筆頭にEC化が急速に進んでいるが…
・店頭での売り上げがオンラインでの決済に置き換わっている

lブライダル系は体験重視が鮮明に
・結婚式に変わってジュエリー選びの位置づけがアップ／アトリエ系ブランド
・ミレニアル、Z世代の価値観の変容

コロナ禍での⽣活体験が、消費者の価値観⾃体を変容させ
ポストコロナの消費活動に影響を及ぼしていくと想定される



Z世代の特徴

1990年代後半から2000年代前半にかけて⽣まれたZ世代。
彼ら⾃体が消費の担い⼿として重要であると同時に、デジタルを通じ空気感の
形成に⻑けた彼ら世代が、社会全体の⾵潮に及ぼす影響は少なくない。

https://souken.zexy.net/data/kk/bsouken_konninnkumisuu20210914.pdf

l デジタルネイティブ
・SNS等を使いこなしデジタル環境が⽣活と不可分
・⾼いネットリテラシー（企業の嘘が通じない）

l⾃分たちらしさ重視
・⾃分たちにとっての意味や価値

lI（私）からWe（私たち）へ
・社会全体への意識
・多様性の尊重



ポストコロナに向けて備えておくべきポイント

コロナが明けていくなかで、潜在的な問題点がより浮き彫りに。
⼩売流通業が、取り組んでおくべきポイントは以下の通り。

l デジタル環境への対応
・選択肢に残る前提条件としてデジタル環境に対応できていること

l ⾃社が選ばれるための「強みの型」を⾒出す
l 顧客を起点とした体験づくり

・「強みの型」と顧客体験を結ぶストーリーづくりが重要に

ここをきちんと考えない取り組みは、ほぼ成功しません。



強みの型を見出す



「強みの型」を見出す／あなたのお店はどこで勝負する？

ダグ・スティーブンスの「⼩売の未来」。世界的なプラットフォーマーなどの怪
物企業と普通の⼩売流通業が戦っていくための道筋を指南。

https://presidentstore.jp/category/BOOKS/002415.html

10のリテールタイプ
４つの領域から、
２つ以上で⾃分たちの
「強みの型」を⾒出す



「強みの型」を見出す／あなたのお店はどこで勝負する？

B.カルチャー

D.エンターテイメント

A.商品

C.ノウハウ

そこでしか⼿に
⼊らない！

あそこに相談すれば
どうにかなるんじゃない！？

雰囲気や価値観に
共感する！

あそこにいけば
楽しませてくれる！



例.10のリテールタイプ

②「活動家」型
⾃分の価値観と⼀致するブランドはどれ？

⑧「エンジニア」型
最⾼に作り込まれた商品はどこで⼿に⼊るの？



「強みの型」を見出す／あなたのお店はどこで勝負する？

B.カルチャー

D.エンターテイメント

A.商品

C.ノウハウ

そこでしか⼿に
⼊らない！

あそこに相談すれば
どうにかなるんじゃない！？

雰囲気や価値観に
共感する！

あそこにいけば
楽しませてくれる！



顧客起点の体験づくり



顧客起点の体験づくり

顧客体験とは。

⼩売りに関して味わう体験とは、
突き詰めて⾔えば、特定の状況で私たちが受ける⾁体的刺激、感情的刺激、
知的刺激の総和である。視覚、触覚、味覚、聴覚、臭覚で受け取るものや、
こうした要素が醸し出す気分が渾然⼀体となって、「体験」を⽣み出す。



顧客起点の体験づくり

優れた顧客体験を⽣み出す要素
（S・U・P・E・R）

Surprise・サプライズ： 驚きや楽しみ。へえ！。

Unique・独⾃性： あそこだけでしか味わえないね。

Personalize・個別対応： あなたに合わせて。特別な。

Engaging・親密度： 顧客とお店の距離を縮める。寄り添う。

Repeatable・再現性： 繰り返しできる。



顧客起点の体験づくり／ith（イズ）の場合

親しみ溢れるアトリエでのオーダーメイドから⽣まれる
⼆⼈だけの指輪づくり体験

ものをつくる喜び、お互いの気持ち。⼆⼈だけの驚きや感動。



顧客起点の体験づくり／アトリエをイメージした内装

アトリエをモチーフに、
ぬくもりやワクワク感を追求した店舗内装。



顧客起点の体験づくり／スタッフ（つくり手）

お客様の指輪づくりをサポートしていくつくり⼿。
指輪を売るのではなく、⼀緒につくるという価値観。



顧客起点の体験づくり／商品、接客、ものづくり…

取り組みすべてが、お客様の体験を⽀えるための要素となる。

＜接客＞好きなだけ試着 ＜ものづくり＞顧客のための技術＜商品＞お客様の指輪選びの⾒本として

＜納品＞喜びを分かち合う＜制作中＞ワクワクを⾼める



「強みの型」を見出す／ithの場合

カルチャー

エンターテイメント

商品

ノウハウ

お⼆⼈にとって
最良の結婚指輪

担当の○○さんが
親⾝に寄り添ってくれた！

有名ブランドじゃなく
⼆⼈にとっての意味

が⼤事だよね

あそこにいけば
楽しませてくれる！顧客を理解する

価値観を提⽰する最上の商品を届ける



顧客起点の体験づくり／ithの場合

優れた顧客体験を⽣み出す要素
（S・U・P・E・R）

Surprise・サプライズ： 驚きや楽しみ。へえ！。

Unique・独⾃性： あそこだけでしか味わえないね。

Personalize・個別対応： あなたに合わせて。特別な。

Engaging・親密度： 顧客とお店の距離を縮める。寄り添う。

Repeatable・再現性： 繰り返しできる。



オーダーメイド／アトリエ系ブランドの比較
ジュエリーブランドが価値を創り出す要素の⽐較。

デザイン

プロセス
（世界観）

技術や品質

ベネフィット

従来型
ブランド

⼿作り系(DIY)
アトリエブランド

オーダーメイド系
アトリエブランド

モノ＆体験としての
価値と特別感

体験としての
特別感

モノとしての
価値

プロの
技術と品質

ー

ー

ー

⼀緒につくる
楽しい時間や思い出

顧客とプロ双⽅の
共創のデザイン

プロの
技術と品質

⼀緒につくる
楽しい時間や思い出

プロが作った
（希少な）指輪

DIYでつくった
オリジナルな指輪

顧客とプロが⼀緒に創る
オンリーワンの指輪

体験価値を
創り出す要素

モノと体験、それぞれの価値が組み合わさることで
⼀⽣⼤事にしていくにふさわしい、その⼈にとっての「意味」が⽣まれる

プロが提供する
デザイン



顧客起点の体験づくり／ストーリーの重要性

様々な取り組みに⼀貫性を与え、
社内外の隔てなく共感を⽣み出していくものがストーリー。

⼥性職⼈のアトリエで
⽣まれたithだからこそ…

スタッフ⼀⼈⼀⼈が
⾏動として体現

顧客とともに創る価値が
ストーリーをさらに強くする



オンラインの取り組み

顧客体験を満たすオンライン活⽤



1.SNS＆ネット広告の活用<価値観を伝える>

1. ⼈が⾒えるコンテンツづくり（ストーリーが感じられる）
2. 継続的に続けられる仕組みづくり

1.⼈が⾒えるストーリー設計
愛情で選ぶ九州野菜サブスクMAMAGOCORO
（代表お⺟さん：宮崎美⼦）

⼥性職⼈のアトリエから⽣まれたith（イズ）
（代表：⾼橋亜結）

2. ワンソース・マルチユースの仕組みづくり
運営者の顔が⾒える⽇々のブログ
（運営者のルーティンに）

ブログコンテンツから
写真やテキストを流⽤し各SNSで

コンテンツを量産



1.SNS＆ネット広告の活用<価値観を伝える>

リアルこそ価値観を伝える最⾼の舞台。
世界観に基づき店舗、⼈、商品、販促物などのリアルにこだわる。
デジタルの拡散⼒とあいまって強いブランド⼒を⽣み出す。

オウンドメディア SNS

「⼥性職⼈のアトリエ」という世界観に基づいて
店舗内外装、接客⽅法、販促物まで細かく作り込み



提供機能詳細：リサーチ／予約（受注前）

指輪づくりを学ぶ世界観を知る

映画のオープニングのように
導入として約15秒のスライドムービーを流し

Ithの世界観へと導く

選択質問に答えながら、
お客様に指輪選びのポイントを伝えつつ、

ご自身のお好みを引き出す

お客様に回答を参考に、
スタッフは来店前に
提案準備を進めます。

デジタルを通じて、
顧客をより深く理解する＆

指輪づくりのことを知ってもらう



2.顧客体験を豊かにするデジタルコミュニケーション
デジタルを通じて、
1. 指輪をつくるプロセスをもっと深く、楽しめる
＋アルファ（より便利に）



デザイン打ち合わせ 職⼈や⽣産管理スタッフによる実制作

感動をシェアし

リサーチ／予約 注文と実制作 納品

オーダーメイドの指輪づくりのプロセスにそって、マイページを活用し必要な情報をやりとりすることで、
顧客とつくり手双方にとっての体験価値を高めていきます。

指輪づくりについて学びながら、
自らの好みや理想を具体化していく

プロの手仕事やその思いを知ることで、
その価値をさらに深く理解する

顧客とつくり手双方の尊敬や
感謝を巡らせる

カ
ス
タ
マ
ー
マ
イ
ペ
ー
ジ

※来店予約時にメールで登録案内を送付



提供機能詳細：注文と実制作（受注後～制作中）

ワクワクを高めるスマートに買う（OMO機能）
店舗でのリアルな接客を通じてオーダー内容を十分検討したうえ

で
注文決済や配送はオンラインでも対応可能

約２ヶ月の制作期間の途中で、リマインドメールを送付。
制作途中の不安解消と同時に、オーダーメイドの指輪づくりへの理解と期待感をさらに深める。



提供機能詳細：納品後

感動をシェアし感謝を伝え合う
指輪の写真を記念として撮影し
アーカイブ（無料サービス）

制作者クレジットを表記し
リアリティを高める

制作に携わったスタッフ⇆顧客での
メッセージのやりとり

社内外の制作スタッ
フが顧客からのメッ
セージを受け取る

デジタルを通じて、
顧客づくりのプロセス全体を深く楽しむ。
そこから⽣まれる感動という価値を⾼める。



3.オンライン接客＜顧客に寄り添う＞
顧客のニーズに合わせて、様々な形式でつながり続ける

体験価値向上の取り組み
＜仕組み＞

オンラインならではの体験づくり
・動画システム（Zoom/Meetなど）

・WebのUI /UX改善
・試着リングの発送

＜⼈＞
オンライン専⾨スタッフ
マルチ対応スタッフの育成



3.オンライン接客＜ビジネスメリット＞
顧客のニーズに合わせて、様々な形式でつながり続ける

uオンライン→リアル店舗への送客（来店増）

uリアル店舗→オンラインでのフォローアップ（関係性強化）

uリアル店舗がない地域の顧客からの受注増（売上増）



3.オンライン接客＜提携パートナー制度＞

オンライン接客での連携を視野に、リアルの役割が重要になる
試着業務等を分担してもらえる地域の提携パートナー制度を準備中。



（参考）必要ツール等

必要ツール類



オンライン接客の基本フロー

-
3
9-

弊社ではコロナ禍を乗り切るために「オンライン接客」や「オンラインカウンセリング」に取り組
み、コロナ禍にも関わらず従来の成約率を維持したうえでさらに成約率10％アップ。
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本日のまとめ

1.⾃分たちの「強みの型」を⾒出そう

2.「強みの型」を活かす顧客体験づくりを考えよう

3.顧客体験を満たすためにオンライン施策に取り組もう



【参考】今後の取り組み

u海外チャネルへのチャレンジ／アジアへの出店

u新しいビジネスモデルへのチャレンジ
ー地⽅パートナー提携

uオンライン接客やSNS広告運⽤などの⽀援・代⾏サービス
ー⾃分たちで取り組むのは難しい⽅
ーオンライン化インフラの導⼊⽀援

デジタルを軸に顧客体験を向上させる⽀援を検討中

オンライン関連の今後の取り組み



【参考】弊社の取り組みのご紹介

ブランド×デジタル戦略のノウハウを紹介。（11/15発売）

Amazonカテゴリー1位！ （中⼩企業・企業再⽣・海外進出・商業デザイン・⽇本の伝統⽂化）



問い合わせ・相談あれば。

𠮷⽥貞信
teishin@arts-crafts.co.jp


