
「優秀な店員が営む、私のためのセレクトショップ」を
実現する、マガシーク流デジタル接客術

好みのアイテムが揃う“わかってる”ショ
ップ

　小売業全体に占める売上額が年々上昇してい
るEC事業。そんなEC事業の中でも、20～30代
の女性を中心に高い評価を得ているのが、「自
分のためのセレクトショップ」を標榜するファ
ッションサイト・マガシークだ

　セレクトショップは、独自のセンスで世界中の
ブランドから商品を仕入・販売するショップだ
が、マガシークが目指しているのは、ユーザー
の好みのデザインやブランドの商品を最適なタイ
ミングで提案するという、世界でオンリーワン
のパーソナライズされたセレクトショップだ。

　では具体的にマガシークでは何をしているの
か？たとえば商品閲覧履歴などをもとに、季節
に合った流行のコーディネートを提案してくれ
る。欲しいけれど購入を迷っている商品があれ
ば、セール時や在庫僅少時などメールでお知ら
せしてくれる。店自体が優秀なファッションアド
バイザーとしてユーザーに接客し、さらに、リ
アル店舗のような細やかな気遣いをしてくれる。

　マガシーク株式会社の高松貴宏氏は「リアル
店舗では、お客様がお店の中に足を一歩踏み入
れて『違うな』と感じたら、すぐにお店を出て
しまいます。『自分の好みのセンスと異なる』
と認識されたら、二度とお越しいただけない可
能性もあります。これはデジタルのショップで
も同様です。そこで多種多様なテクノロジーを
活用し、国内外600ブランド・10万アイテム以
上の取り扱い商品の中から、お客様に最適な形
で、最適なタイミングでファッションをご提案
するべく、日々改善を続けています」と語る。

オフサイトでも情報がきちんと届く
心地よい接客を実現

　高松氏が率いるUX・マーケティング部は、
サイトのユーザーエクスペリエンスを設計す
る「UX」と、全体のマーケティング活動を立
案する「マーケティング」の2つのミッション
を持っている。そして「快適に楽しくショッピ
ングできる」というブランド体験を実現するた
め、ユーザーの行動をオンサイト／オフサイト
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に分け、それぞれに適したアプローチを実施し
ているという。

　ユーザーが店を訪問している時（＝オンサイ
ト時）には、前述したようにレコメンデーショ
ンエンジンと、Web接客ツールを組み合わせて
最適な案内を出す。

　一方、店から離れている時（＝オフサイト時）
には、当然ながらユーザーは好きなブランドの情
報や新商品をチェックできない。そこで、ユーザ

お客様に合わせたパーソナライズドメールの配信で、
1通当たりの売上単価が最大数十倍に

パーソナライズドメールは優秀な店員になる

　マガシークが送信するメールは、大きく分け
て2種類。ひとつは、いわゆる一斉配信されるも
ので、サイトからのお知らせなど、すべてのユ
ーザーに共通したメールだ。もうひとつが、
“優秀な店員”と位置付けるパーソナライズド
メールだ。パーソナライズドメールでは、ユー
ザーが気になる商品をクリッピングできる「欲
しいものリスト」のキャンペーン情報や、登録
している好きなブランドの情報を届けている。

　当然ながら、後者の方がユーザーニーズに直
結した内容であるため、マーケティング的には重
要度が高い。Marketing Cloudは、このパーソ
ナライズドメールの配信を支えているという。

　Marketing Cloudの導入を決めた理由とし
て、高松氏は次のように語る。「以前は別のシ
ステムを利用していたのですが、ごくわずかな
確率ながら、動作が不安定になることがあり、
メール配信のタイミングが遅れてしまうことが
ありました。たとえそれが年間で総計4日程度で
あろうと、日数で考えれば年間1％。この1％の
タイミング逸失を取り戻すため、何十日もの日

数を費やすのでは、せっかくのメールの効果も
相殺されてしまいます」（高松氏）

　これに対し、Marketing Cloudはグローバル
で多くの企業に採用され、その安定性は折り紙
つきだ。また、LINE対応など顧客コミュニケー
ションを促進するプラグインや、広告ソリュー
ションとの連携など拡張性も高い。

　「こうした安定性やプラットフォームの柔軟
性、将来性を評価し、Marketing Cloudへの切
り替えを決意しました」（高松氏）

「欲しい」「買いたい」が最大化するタイ
ミングを探る

　パーソナライズドメールは、大きく「配信タ
イミングが命となる内容」「マーケティング
視点から告知時期を検討し、配信する内容」
の2種類があるという。前者は、ユーザーが欲
しいものリストに登録している商品に関する
メールが中心だ。

　欲しいものリストに登録しているということ
は「買う意思がある」と表明しているとも言
える。セールで値下げすれば、その瞬間に購入

ーごとに適したキャンペーン情報や商品情報をメ
ールでプッシュ通知している。このメール配信
を実現しているのが、「Salesforce Marketing

Cloud」（以下「Marketing Cloud」）だ。

　マガシークの特長は、このようにオンサイト／
オフサイトの全体で、ユーザー体験を捉えてい
る点にある。 「リアル店舗では、店員がお得意
様に声を掛けたり、セールなど折々に情報を提
供したりしています。しかし、どんなに優秀な

店員でもお客様が興味を持ったアイテムを全て
記憶していたり、一人ひとりに合わせて『先日
試着したジャケットがお安くなっています』と
ダイレクトメールを送ったりすることは難しい
でしょう。マガシークでは、それを実現する
“優秀な店員”としてメールを活用し、オフサ
イトでの接客向上を実現しています」（高松氏）

に結びつく確率が高い。また在庫僅少となった
時も同じで、「なくなりそうであれば購入しよ
う」と、来店を促すきっかけになる。こうした
情報はタイミングが重要になるため、「セール
開始」や「在庫数」をトリガーに自動配信して
いるという。

　後者のメールは、たとえばショップごとのセ
ール情報や新着情報が中心だ。これは各ショッ
プからアピールしたい商品情報やキャンペーン
企画をヒアリングし、サイトのコンテンツ提示
を企画するマガシーク側のコンテンツ編成担当
者と、メール配信担当者が毎週ミーティングを
重ね、半手動でメールを作成・配信するという
流れで運用している。

　Marketing Cloud側でテンプレートを用意
し、商品画像などのコンテンツをあてはめてい
くので、ゼロから作成するよりも効率的に、デ
ザイン性も優れたメールを配信できる。こうし
てパーソナライズドメールを駆使することで、
一斉配信メールと比べてコンバージョンや開封
率も大幅アップ。1通当たりの売上単価は、一
斉配信メールと比較し最大数十倍に上ること
もあるという。
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Marketing Cloudによる、ツールとデー
タの一元化も視野

　高松氏は、「まだMarketing Cloudの機能
を全て使いこなしているわけではない」と前置
きをしつつ、「ツールの統合を踏まえ、さらに改
善していきたい」と意欲を見せる。

　たとえばメールの件名やデザインのA/Bテス
トにしても、Marketing Cloudは、本文や画像、
ヘッダー、フッターなどブロック単位で細かく設
定できるため、こうした機能を大いに活用してい
きたいという。また、裏側で施策全体を支える
CRMも、Marketing Cloudに移行することで、
よりデータの活用が進むと考えている。

　「構想段階ではありますが、今後はツール環境
を一元化していきたいですね。現在、Marketing 

Cloudにアクセス解析ツールのデータや基幹系
のデータを入れていますが、今後はWeb接客ツ
ールや広告データなども含めて一本化していき
たい。いろいろなデータが統合されることで分
析の幅も広がり、今まで以上に多角的に施策を
検討できるようになるはずです」（高松氏）

　 将 来 的 に は 、一 元 化 さ れ た デ ー タ から
Marketing Cloudに搭載された人工知能が課
題発見と仮説を導き出し、有益な施策立案を提
案できれば良い、と高松氏。「そうすれば、マーケ
ターはよりクリエイティブな施策に時間を使え
るようになります」と期待を寄せる。マガシーク
はこれからも“優秀な店員”とともに、顧客に合わ
せた商品提案を続けていく。

Web接客ツールや広告データなども含め、
ツール環境の統合によりさらなる改善を目指す
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導入製品

Marketing Cloud

課題・背景

国内外600ブランド・10万アイテ

ム以上の取り扱い、20～30代の女

性を中心に高い評価を得るファッシ

ョン通販サイト「マガシーク」は、

「自分のためのセレクトショップ」

というコンセプトを掲げ、お客様に

最適な形で、最適なタイミングでフ

ァッションを提案し、オン／オフサ

イトで常に心地よい接客を実現すべ

く、改善を続けてきた。

解決方法

お客様が店舗から離れている状態

＝オフサイト時でも、好きなブラ

ンドの情報や新商品の情報が届く

ように、「Salesforce Marketing 

Cloud(以下、Marketing Cloud)

」を活用し、ユーザーが気になる

商品をクリッピングできる「欲し

いものリスト」の商品が在庫僅少

になったり、セール対象品になっ

たりしたタイミングで自動配信す

る仕組みを構築。お客様ひとりひ

とりの「欲しい」「買いたい」の

最大化を実現した。

結果・効果

一斉配信メールと比べてコンバー

ジョンや開封率も大幅アップ。1

通当たりの売上単価は、一斉配信

メールと比較し最大数十倍に上る

ケースも出てきた。リアル店舗で

は、どんなに優秀な店員でも試着

アイテムを全て記憶したり、ひと

りひとりに合わせた情報提供は難

しいが、同社では“優秀な店員”

としてメールを活用し、オフサイ

トでの接客を向上させた。

「お客様が興味を持ったアイテムを全
て記憶し、一人ひとりに最適なタイミ
ングで情報を提供する“優秀な店員”
としてメールを活用。オフサイトでの
接客向上を実現しています。」
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