
I N  A S I A  PA C I F I C
成長の波に乗る方法



予 測 可 能 で
着 実 な ブ ラ ン ド の 成 長 は 、
も は や 過 去 の も の



アジア・パシフィック地域のブランドを取り巻く状況
は、５年前と比べて劇的に変化。 

10ブランドの
うち6つ

そのなかで
3年間成長し続けていたのは

10ブランドの
うち

さらに継続して成長が見
られたのは

6%
最初の1年間で
市場シェアを伸
ばしているブラ
ンド

未満

長期的な成長を持続しているブランドは稀。

成長の機会は予想もしていないところ
から始まっています。新興市場では数
百万規模の新たな消費者が生み出さ
れ、 様々な消費者のニーズに応える新
しい 製品カテゴリーが生まれ、発展を
遂げています。

同時に、ブランドはかつてない課題に
直面しており、生き残りを図る為には、
消費者の変化に俊敏に対応し続けるこ
とが非常に重要となります。我々は、世
界的に知られている巨大ブランドの多
くがその権勢を失い、実情を正確に把

握している地元の小ブランドに屈する
のを見てきました。

アジア・パシフィック地域のブランドの
商機はまだまだ巨大ですが、この様な
予測不能な環境下において、ブランド
の成長を長期的に持続していくのは簡
単なことではありません。

本レポート「 Mastering 
Momentum（成長の波に乗る方法）」
において、ブランドの持続的成長という
課題について検証したところ、立ち

上げ初年度に市場シェアを伸ばした
ブランドは６％に満たないことが分
かりました。

それらの中で、3年間成長し続けたの
は、10ブランドの内6つのみ、さらに継
続して成長したブランドは1つしかあり
ません。
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急速な経済発展を経て、アジア・パシフィック地
域の成長には減速の兆し

当社は、11ヵ国の市場*1で消費者に
アンケートを行い、どの様に購買行動
が変わったのかを調べました。

大半は、以前よりお金を使うことに躊躇
する傾向にあり、購入に対しても慎重に
なっていると回答しています。

先進国、新興国に関わらず、消費者は
長期間にわたって様々なブランドに接
しています。その結果、複雑で多様な要
因を踏まえて、購入するか否かを判断
しています。ブランドの誇大宣伝やイン
フルエンサーに影響を受ける度合いも
徐々に低くなっており 、むしろそれまで
に様々な接点で培った幾層もの「ブラ
ンド理解」に基づいて決めています。

２年前との比較：
 

85% 
衝動買いをすることが減った

59% 
よく考えて購入を決めるように
なった
 

23% 
自由に使える収入が増え、
自分の判断で購入している
 

＊１

アジア・パシフィック地域の11ヵ国、2,209人のインターネットユーザーを対象：オーストラリア、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュ



こうした状況の中で、確実にブランドの
長期的成長を促す為には、ブランドと
のあらゆる接点において絶えず顧客と
関係を築いていく必要があります。

既存の顧客基盤でロイヤリティを確立
するには、どの様にブランド体験（エク
スペリエンス）を創り上げるべきなの
か？どの様に 露出 を保つこと で ､既
存顧客の 十分な 気を引き続け、 潜在 
顧客に 対しては 意識してもらえるの
か？そして最終的に売上やブランドの
成長に直結する購入というタッチポイン
トにおいて、どのように顧客の 興味関
心 を再 喚起 させる（アクティベーショ
ン） のか？

どれかひとつを正しく行えば良いとい
う訳ではなく、全ての活動を連携させ
て、成長の勢いを持続する必要があり
ます。

出典： BrandZ™ 

世界の3,907のブランドを3年間にわたってBrandZで測定し、購入者サイクルにおける3つすべての点

 

  

 

 

EXPOSURE

露出 
未来の売上に

影響

EXPERIENCE

ブランド体験 
リピート購入による

売上に影響

ACTIVATION

興味関心の再
喚起（アクティベ

ーション） 

成長を積み重ねて
いくには…

既存ユーザーを最
大限に維持する

その気がある顧客
が、容易にそのブラ

ンドを購入できるよう
にする

より多くの新規顧客をその気にさせる

（＝ブランドの選択意欲を高める）

顧客に良好な

エクスペリエンス
を提供する

その気が無かっ
た買い手の関心
を掴んで顧客に

する
ポジティブな期待を

抱かせる
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1
ブランド体験： EXPERIENCE
既存ユーザーに喜びと満足を

ブランド体験（エクスペリエンス）とはブ
ランドの最大の試練です -- 体験を通
して、予めブランドが消費者へ約束して
いたものやその期待に実際に応えるこ
とができたかが明確になります。ブラン
ド体験とは、成長の礎とも言えるでしょ
う。なぜなら、既存ユーザーがリピート
購入をしなければ市場シェアを伸ばす
ことはできません。土台を維持できるよ
うにした上ではじめて、更にシェアを伸
ばしていくことができるようになります。

あるブランドに対してユーザーにポジ
ティブな気持ちがあれば、そのブラン
ドに定着する可能性が高くなります。 
BrandZ 調査の一環として測定した
世界3,907ブランドのうち、購買意向
のあるユーザーが多いブランドは、その
後の3年間で市場シェアを平均 7%拡
大し、少ないブランドは 9 % 縮小して
います。

では、ブランドに対するポジティブな気
持ちとはどの様なことなのでしょうか。

消費者に尋ねたところ、ほぼ全員が「
直近のブランド購入に満足している」と
答え、 10人中９人が「また購入する」
と回答しました。

57% 
自分を大切な顧客とし
て扱ってくれたと感じ

43% 
問題が起きたときにブラ
ンドが対応してくれる
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35%

35% Millennials

Gen X

91%

35%

39%

31%

34%

37%

37%

would
buy again

loyal to
brands I use

Baby boomersSoutheast Asia

North Asia

India

Australia &
New Zealand

All

All

他のブランドに切り替える最大
のきっかけは？

1.

2.

3.

4.

5.

より優れた商品

バーゲンや割引

より安い価格

入手可能か

お薦め

ところが、「そのブランドに対して忠実
である」と答えたのは３分の１にすぎま
せんでした。そしてまさに、この忠誠心
（ロイヤリティ）こそが、ブランド自身を
存続させる為に必要不可欠なものな
のです。

この結果は、たとえ消費者の満足度が
高くても、ブランドと消費者を結び付け
るかなりの部分が、単なる取引のみの
関係であることを示唆しています。「ブ
ランドが自分を大切な顧客として扱っ
てくれる」と思う人は、半数をわずかに
上回る程度（57%）で、「何か問題が
起きた時に対応してくれる」と答えたの
は43% のみです。

消費者の中で、ブランドへの忠誠心と
取引のみの関係という意識が揺れ動
いているという事は、他にもっと良いも
のが出てくれば、それに切り替える可能
性が高いことを指しています。

7

もう一度購入す
るだろう

使っているブランド
に対して忠実である

ベビーブーマー
世代

東南アジア

オーストラリアおよ
びニュージーランド

北アジア

インド

ジェネレーション
X世代

ミレニアル世代

91% 
全回答者

35% 
全回答者



Domino's Pizza, Inc.  
(ドミノ・ピザ)

インドの経済成長と中産階級の増加
は、ファストフードの分野で幅広い成長
の機会をもたらしています。ドミノ・ピザ
は、ブランド体験（エクスペリエンス）を
通して、顧客との感情的な結び付きを
築くことで生き残りを図り、成長の波に
乗ることができました。まず、地域の味
覚に訴える地元ならではの特別メニュ
ーを用意することで、ブランドを選んで
もらえるようにしました。また特に重要
なポイントとして、楽しめる外食体験の
提供とインドの交通渋滞を避けて迅速
に配達するという課題を解決すること
に注力し、人々がリピート購入してくれ
るよう努めました。
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あなたのブラン
ドを意義のある
存在に 

人々は、各々が意義を見出したブランド
に対して忠実であり続けます。消費者
にとって意義のあるブランドになる為に
は、彼等のニーズに応えつつ、あらゆる
ブランドとの接点で感情的な結び付き
を強めていかなくてはなりません。ブラ
ンドが顧客に提供を約束する価値やも
のを、彼等が欲しいと思うモーメント(シ
ーンやタイミング)で提供できれば、そう
した結び付きを徐々に築いていくことが
できます。

ポイント： 
取引のみの関係からそれ以上
を目指すには、既存ユーザーを
喜ばせる魅力的な体験を提供
し、消費者の心を引き付け、満
足させるマーケティングを展開
しましょう。もっとブランドが選ば
れるように、顧客の支持を得て
忠誠心を生み出し、顧客生涯価
値（LTV）をさらに高めていきま
しょう。
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2
露 出 ：  E X P O S U R E
将来の買い手に働き掛ける
…しかし、素晴らしいブランド体験を提
供するだけでは不十分です。毎年、世
界のブランドの半数では、ユーザー基
盤の50%以上が新しく入れ替わって
いるのです。*2

よって成長の為には絶えず、既存ユー
ザーの流出を超える数の新規ユーザ
ーを獲得していかなければなりません。

ブランドが目に留まることは、新規や既
存顧客との関係構築においてとても重
要であるとともに、消費者全体にとって
そのブランドがどのような意義がある
差別性を持ち、なぜ競合でなくそのブ
ランドを選ぶべきなのかをしっかり訴え
るためにも非常に重要です。

ブランドを購入してもらう以前に、予め
そのブランドの選択意向を高めておく
必要があるのは明らかです。

 アンケートでは、98%の人が購入時
に既にそのブランドについて知ってい
て、72%は非常によく知っていたと回
答しています。

では、どの様に消費者の目に留めても
らい、どうすれば説得性のある方法で
アピールできるのでしょうか？

技術の向上によって、趣味嗜好などを
踏まえ、細かくターゲティングされた個
人向けの広告が増えているにも関わら
ず、３分の１余り（38%）の人が、表示
される広告は自分にとって関係がない
と答えています。

消費者の目に留まることが難しい時代
だからこそ、ブランドの認知やその選択
意向を高める為に、正しいタッチポイン
トを使って人を引き付ける広告を打つ
必要があります。

34% 
自分が見たどのメディアの広告

も一貫して同じ2 ユーロパネルの

38% 
私が目にする広告は自分

に関係ないものである
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消費者が新しいブランドを初めて知る
方法として、今やモバイルは欠かせな
いツールとなっています。特に若者世
代や、東南アジア市場では顕著です。
もはやデジタルを起点としたマーケティ
ングを考える時代ではなく、ブランド戦
略「イコール」デジタルである必要があ
ります。

新しいブランドを初めて
知る方法としてモバイル
は欠かせない。

全回答者

東南ア

北アジア

イン

オーストラリア、
および

ニュージーランド

ミレニアル
世代

ジェネレーション
X世代

ベビーブーマ
ー世代

64%

80%

61%

70%

38%

78%

64%

36%

11



また、ブランドの大きさに関わらず、ソ
ーシャルメディアは非常に有効な媒体
です。

65%の人が「ソーシャルメディアの広
告で新しいブランドや商品を知った」と
答え、64%が「過去3ヶ月以内にソー
シャルメディア広告をクリックした」と回
答しました。

現在多くの市場で、インスタグラムが「
ブランド発見」の中心的な媒体として
位置付けられ、雑誌をめくるような感覚
で画面をスクロールし、新たなブランド
を見つけています。

インフルエンサーもブランド発見の過
程で役割を担っており、アジア・パシフ
ィック地域の52% ､ミレニアル世代の
65%が「フォローしているインフルエン
サーを通じて新しいブランド/製品を見
つける」と言っています。

しかし本調査によると、インフルエンサ

過去3ヶ月以内に
ソーシャルメディア
広告をクリックした

66% 
自分と似た立場にある人が
宣伝する地元のブランドの
方が自分のニーズにあって
いそうなので、購入する可
能性が高い

全回答者

東南アジア

北アジア

インド

オーストラリ
ア、および

ニュージーラ
ンド

ミレニアル世代

ジェネレーシ
ョンX世代

ベビーブーマ
ー世代

64%

77%

45%

77%

47%

74%

63%44%
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Case study: Wardah

インドネシアの化粧品ブランドである
Wardah（ワルダー）は、一貫したメッ
セージと「イスラムの美」という意義の
ある差別性を売りとして、インドネシア
で最も急速に成長しているブランドの
1つです。このブランドは、内面の美し
さというトピックに関してはインドネシア
の権威となり、その広告ではインドネシ
ア人の肌に関するイスラムの価値観を
ブランドが十分に理解していることを明
確に打ち出す広告を打っています。

146

想起性

※ブランドエクイティのフレームワークについて詳しくはこちら

差別性 想起性

Wardahは、テレビ広告に巨額な予算
を投じていますが、YouTubeのハウツ
ー動画やインスタグラムでも強い存在
感を示し、デジタルメディアにおける露
出は必ず行うようにしています。

BrandZ調査によると、このブランドは
競合ブランドと比べて、成功するブラン
ドの３要素「意義性」、「差別性」、「想
起性」のすべてで平均値を上回る成

168
131

Wardahのブランドパフォーマンス（2018年）

新たに顧客となりえる人の興味を引
き付けることができればその次は、競
合と比べてそのブランドがどの様に
意義があり差別性があるのかを訴え
なくてはなりません。BrandZ調査の
データによれば、ブランドの特長とし
て最初に「差別性が高い」ブランド
は、その後、想起性が上がるとともに
平均して26%の成長を示しました。
長期的に差別化を図ることは、ブラ
ンドの成長を持続するのに役立つだ
けでなく、短期的なプロモーションや
割引に頼らなくてもよくなります。

ポイント：  
アジア・パシフィック地域
では、ブランド発見の主な
窓口はモバイルが担ってい
ます。 潜在顧客がどこにい
るのかを明らかにし、似た
ような立場の人達を介して
ブランドをアピールしまし
ょう。 自社ブランドが競合
とどう違うかを明確にし、
その差別化ポイントをあら
ゆるタッチポイントで幾重
にも重ね、伝えましょう。

100 
インデックス

平均

https://www.kantar.jp/solutions/insights/8179


3
購買時の興味関心の喚起 ACTIVATION:
消費者にとって意義のある存在として 
ブランドの想起性を高める
ブランドの意義を明確にして差別性を
打ち立てた後、その価値を売上へと結
びつけるにはどうしたらよいのでしょう
か？ブランドへの態度変容を購買に繋
げるには、購入の場で、消費者が既に
抱いているポジティブな感情を再び喚
起させるか、その場で強く興味を引く
要素で買いたいと思わせなくてはなり
ません。

ほとんどの人は、ブランドに関する幾層
もの記憶やイメージに基づいて購入決
定をします。実際に、26%の人が購入
するかどうかを考えるのに「1週間かけ
た」と答え、15%が「1ヶ月以上もかけ
た」と回答しています。

そのブランドについて、 
購入前にどの程度知っていましたか？ 

72% 
よく知っていた

26% 

多少は知っていた 

2% 
聞いたことが 
ある程度だった
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3
購買時の興味関心の喚起 ACTIVATION:
消費者にとって意義のある存在として 
ブランドの想起性を高める

消費者自身による購入理由の解釈に
おいては、一番重要なものはブランドに
対する信頼でした。特にミレニアル世
代、東南アジアとインドでこの傾向が強
いことが明らかになっています。

価格は上位には来ず、購入理由の4位
にとどまりました。

購入理由の回答の上位3つを見ると、
購入以前のブランドとの接点で、予め
ブランドとの信頼関係を築いておくこ
との重要性が良く分かります。つまり、
複数の露出を通じて、ブランドが消費
者のニーズにあった意義のあるもの
だと伝え、さらにリピート購入に繋げる
為に、どのブランド体験も必ずポジテ
ィブなものであるよう努めなくてはなり

購入理由について：

1.

2.

3.

4.

5.

そのブランドを信頼しているから

自分のニーズに合うブランドだから

過去にそのブランドの他の商品を購入して満足したから

価格の割に、非常に高い価値があるから

そのブランドが好きだから
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アジア・パシフィック地域では、購入場
所にも急速な進化が見受けられまし
た。ブランドは、消費者が最も簡単な方
法で買い物ができるようにしなくてはな
りません。 最近買ったパーソナルケア
商品について消費者に尋ねたところ、
平均すると28%がオンラインで購入し
たと答え、フィリピンの８%から韓国の
47%まで幅がある結果となりました。

消費者は以前に比べて衝動買いをし
なくなり、ブランドに関連する様々な情
報 -- 広告や自分で調べた情報、他
からのお勧めなど -- を踏まえて購入
するブランドを決めています。こうした
行動が益々オンライン上、特にモバイル
上で行われるようになるにつれ、消費
者が思い立った時、そこからの一連の
流れの中で購入までが円滑に行われ
るよう環境を整えておかなくてはなりま
せん。不安定なサイトや決済オプション
の脆弱性など、購入時に問題が起きる
と、長年かけて構築してきたブランド価
値や信頼を完全に損ねてしまう恐れが
あります。適切なブランド体験（エクス
ペリエンス）をネットショッピング時にも
提供することは必要不可欠です。

ポイント： 
広告視聴時（ソーシャルメディア
や屋外広告など）から購入時（
オンライン決済や実店舗での）
まで、顧客の購入過程全体を理
解する事は極めて重要です。購
入に至るまでの無数の道のりを
追跡する事で、様々なタイプの顧
客ニーズに応えられるようになり
ます。何よりも購入までの過程で
信頼を築かれるようにし、逆に損
なわれることがないように徹底し
ましょう。

14%

37%

31%

23%

47%

21%

22%

8%

35%

36%

27%

パーソナルケア商品を最近
オンラインで購入した

日本

オーストラ
リア

インド

インドネ
シア

韓国

マレー
シア

ニュージ
ーランド

フィリピン

シンガポ
ール

タイ

ベトナム
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ケーススタディ
ー：UNIQLO (ユニクロ) 
 
ユニクロの成長の軌跡には目を見張
るものがあります。家族経営の小さ
な衣類業者からスタートし、今では
世界21の市場に1,200余りの店舗
を構えるアジア最大のアパレル企業
へと成長しました。BrandZによる
ユニクロのブランド価値の金額換算
は、 2019年に前年比30%増を達
成し、98億2,800万米ドルと算出
されました。 
 
ユニクロの世界的な成功を支えた要
因の一つに「Made for All（あらゆ
る人々の為）のブランド」という理
念があり、ベーシックな衣類を手頃
な価格で提供する事が、ユニクロの
商品を幅広い消費者層にアピールす
るのに役立っています。その為、商
品を迅速に市場展開する事はさほど
重要ではなく、実際に生産の1年以
上前から商品が企画され、新しい技
術を用いた商品を導入して他との差
別化を図るケースがよくあります。
さらに、デジタル媒体を活用し消費
者の要望を理解し、商品開発へと繋
げています。イノベーションへの投
資が、ユニクロは日本では他のアパ
レルブランドとは一線を画すという
認識を着実に広げています。

2019年にブランド価値が

増加

30%

またユニクロは、オンライン／オフ
ラインに関わらず、購入タッチポイ
ントで消費者に効果的に働きかける
事で、他社のシェアをも獲得してい
ます。店舗では、顧客とのコミュニ
ケーションを増やす為にスタッフ一
人一人が精力的に研修をこなし、オ
ンラインストアでは独自のサイズや
商品展開を行い、自販機やキオスク
では「Uniqlo To Go」という便利
な商品を売っています。 
 
ユニクロは、インターネットで顧客
の興味・関心を育み、それを実店舗
での購入へと繋げることに成功し
ています。中国の「Singles Day（
光棍節、独身者の日）」では、T-
Mallのショッピングカートにユニク
ロの未購入アイテムがある人を、位
置情報を使って近くのユニクロ店舗
へ誘導する、というオンラインから
オフライン購入に誘導するキャンペ
ーンを行いました。
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買い物ひとつにしても、消費者は意識的／無意識的に数多く
の判断を下しています。消費者の思考全てを書き出す事は
できませんが、変化に敏感な要因を指標としてモニターす
る事で、ブランドの弱みを明らかにする事ができます。
マーケターはこうした示唆を受け、迅速に最適化を行
い、必要分野に投資する事で成長の勢いをプラスの
方向に維持する事が可能となります。

当社のエキスパートは、貴社ブランドの構築方
法、戦略方針の組み立て、購買への仕掛け作
り、そして、

アジア・パシフィック地域で展開してい
るブランドには様々な成長機会が見受
けられますが、どの戦略も持続可能
な成長を

Contact: marketing@kantar.com
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調査レポート
「Mastering 

Momentum」につい
て 

アジア・パシフィック地域の11ヶ国
（シンガポール、日本、韓国、タイ、

ベトナム、インドネシア、マレーシア、
オーストラリア、ニュージーランド、フィ

リピン、インド）、2209人のインターネッ
トユーザーを対象としたアンケートの結果に

基づいて分析しています。本調査は2019年5月
～6月に実施し、特に金融とパーソナルケア商品

に関する習慣について具体的に尋ねました。レポー
トに含まれるBrandZ調査の分析結果は、BrandZデ

ータベースに構築された3907ブランドのデータに基づ
いており、21ヶ国、58の商品

カテゴリーについて、3年間にわたって測定したデータを使
っています。　 　
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カンターは
世界をリー
ドするリサー
チ・コンサル
ティング会社で
す。 
消費者が購買時にど
の様に考えたり、感
じたりするか、ブラン
ド体験をどのように共有
したり、支持し、どんな
ふうにブランドに対する意
見を持つかを深く理解してい
ます。 
カンターの30,000人の社員
は、消費者の理解に対する専門知
識と高度なテクノロジーを駆使し
て、お客様が世界をリードする企業
として成功と発展を遂げられるようお
手伝いいたします。

Global website: www.kantar.com


