
BOPISやラストワンマイルの
デリバリーで他社と差別化
するためのイロハ
～顧客体験と従業員体験のポイント～

小川 哲
株式会社セールスフォース・ドットコム
インダストリートランスフォーメーション事業本部
コンシューマー業界担当
マネージャー、リテール・ストラテジスト

Salesforce Live : Retail & Consumer Goods #1-4 



Forward-Looking Statement
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

This presentation contains forward-looking statements about the company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and other 
operating and non-operating results, including revenue, net income, diluted earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue 
growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, the one-time accounting non-cash charge that was incurred in connection with the 
Salesforce.org combination; stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth and sustainability goals. The 
achievement or success of the matters covered by such forward-looking statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if 
any of the assumptions prove incorrect, the company’s results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. 

The risks and uncertainties referred to above include -- but are not limited to -- risks associated with the effect of general economic and market conditions; the impact of 
geopolitical events; the impact of foreign currency exchange rate and interest rate fluctuations on our results; our business strategy and our plan to build our business, including our 
strategy to be the leading provider of enterprise cloud computing applications and platforms; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing services; the 
seasonal nature of our sales cycles; the competitive nature of the market in which we participate; our international expansion strategy; the demands on our personnel and 
infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations, including as a result of acquisitions; our service performance and security, including the 
resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security breaches; the expenses associated with new data centers and 
third-party infrastructure providers; additional data center capacity; real estate and office facilities space; our operating results and cash flows; new services and product features, 
including any efforts to expand our services beyond the CRM market; our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses, joint ventures, services, 
technologies and intellectual property rights; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability 
to realize the benefits from strategic partnerships, joint ventures and investments; the impact of future gains or losses from our strategic investment portfolio, including gains or 
losses from overall market conditions that may affect the publicly traded companies within the company's strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans; 
our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies, including delays related to the integration of Tableau due to regulatory review by the United Kingdom 
Competition and Markets Authority; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; our ability to protect our intellectual property rights; 
our ability to develop our brands; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; our dependency on the development and maintenance of the 
infrastructure of the Internet; the 
effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and 
those addressing data privacy, cross-border data transfers and import and export controls; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
the potential availability of additional tax assets in the future; the impact of new accounting pronouncements and tax laws; uncertainties affecting our ability to estimate our tax 
rate; the impact of expensing stock options and other equity awards; the sufficiency of our capital resources; factors related to our outstanding debt, revolving credit facility, term 
loan and loan associated with 50 Fremont; compliance with our debt covenants and lease obligations; current and potential litigation involving us; and the impact of climate 
change.

Further information on these and other factors that could affect the company’s financial results is included in the reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K and in other filings it makes 
with the Securities and Exchange Commission from time to time. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of the company’s 
website at www.salesforce.com/investor. 

Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.





アジェンダ

●コロナ禍で重要性を増すラストワンマイルのデリバリーおよび
店舗受取り

●ラストワンマイルのデリバリー
○小売/飲食業界における動向
○各社が直面する課題と、解決策のポイント

●店舗受取り
○小売/飲食業界における動向
○各社が直面する課題と、解決策のポイント

●本日のまとめ



コロナ禍で重要性を増す
ラストワンマイルのデリバリー

および店舗受取り



コロナ禍の前から、ECの拡大を背景に”ラストワンマイルの
デリバリー”や”店舗受取り”が拡大している

（コロナ禍の前から）
EC利用率が徐々に拡大

宅配利用の増加
配送サービスを自社構築

（ラストワンマイルのデリバリー）

配送スピード、
配送先での付加サービスなどで
差別化したい

店舗受取り

自宅配送

自社配送キャパシティの限界

配送費の高騰
（≒配送料の有料化）

到着予定時間に幅があり、待つのが面倒

“ついで買い”で
客単価アップ

小売業

消費者

1

3
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>100万人
従業員の
一時帰休

-60%
閉店による
店舗面積減

EC売上：急成長実店舗の売上：急減

-20%

+71%
EC売上の
伸び

>10億人 +40%
ユニークな
購買者数

コンテナの
容積

全世界での
購買者数

コロナ禍においてECの売上が急拡大する中で、
その動きは増々加速している

出典）Salesforce Shopping Index, Salesforce.com,  2020



コロナ禍を機に、消費者が自宅配送や店舗受取りに
求める顧客体験のレベルは確実に高まっている

これまで コロナ禍 これから

消
費
者
の
期
待
値

“利用頻度高くないし、
届けばいいかな”

コロナ禍で様々なサービスを体験

“早い”
”配達状況や到着時間が分かる”
“時間変更などの融通が効く”
”アプリが使いやすい”

”〇〇の方が便利だな”
“乗り換えよう”

出典）https://www.shutterstock.com/



小売/飲食業界における
ラストワンマイルのデリバリーの動向



コロナ禍による巣ごもり消費の高まりを受けて、
各社がラストワンマイルのデリバリーを強化している

分類 業種 サービスの例 消費者への提供価値

個別企業

食品スーパー
● 株式会社 イトーヨーカ堂
● おうちでイオン
● Kroger

配送スピード
ミールサービス ● セブンミール

レストラン
● マックデリバリー
● すかいらーくの宅配

家電・家具

● 株式会社ホームロジスティクス
（株式会社ニトリホールディングスから分社化）

● ヨドバシエクストリーム
● ビックSUPERサービス

・配送スピード
・組み立て、引取りなど
の付加サービス

プラット
フォーマー

宅配業者
● Uber Eats
● 株式会社出前館
● LINEデリマ(今後出前館に統合)

配送スピード

また、レストラン業界のように中小企業が多く投資余力の少ない業種では、
UberEats、出前館などのプラットフォーマーがラストワンマイルを担っている



ラストワンマイルのデリバリーが広がる一方で、
消費者は更なるサービスの高度化を求めている

宅配サービスの不満な点は何ですか？

出典：https://chosa.nifty.com/life/chosa_report_A20181109/5/, @niftyニュース, 2018/11/9

よく使う宅配便のサービスは何ですか？

出典：https://chosa.nifty.com/life/chosa_report_A20181109/4/, @niftyニュース, 2018/11/9

”自宅で待つ時間を短くしたい”, “配達状況を把握したい”というニーズが透けて見える

https://chosa.nifty.com/life/chosa_report_A20181109/5/


「サービス品質の改善」も今後のサービス差別化の重要な要素となる

“宅配”の売上拡大を受けて、宅配やテイクアウトのサービス
向上を評価基準に含める動きも出てきている

出典：日本経済新聞, 2020年8月24日

すかいらーく、社員評価で宅配にも重み基準見直し

• “すかいらーくホールディングス（HD）は需要が伸びている宅配
や持ち帰りサービスの品質を高める取り組みなどを社員の評価
基準に新たに加えた”

• “従来は店舗の売り上げの伸び率が評点の大半を占めた。だが新型
コロナの拡大で客足の戻りが鈍く「消費動向が一変し、従来の
評価手法が実態に合わなくなっている」（すかいらーくHD）と
判断した。”

• 日本経済新聞, 2020年8月24日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62955030S0A820C2EA5000/



ラストワンマイルのデリバリー
を行う際の課題と、解決策のポイント



ラストワンマイルのデリバリーを行う上での
システム上の課題

課題 要因となっているシステム上の制約

不親切なユーザー体験

“いつ届くか分からないから、待ちぼうけ”
“配送の変更も面倒”

● 顧客に対してタイムリー＆自動で配達時間を通知する
機能がない

● 顧客とのやり取りは”メールのみ”のため、配送変更な
どがタイムリーに行えない

配送時間、接客品質などが可視化されず、
業務改善によるサービス向上に至っていない

● 配送に関する様々なデータを取得出来ていないため、
分析出来ない

● データは取得出来ているが、”配送すること”に主眼を
置いたシステムのため、分析されていない



Salesforceを活用した顧客体験・従業員体験のポイント

①Chatbotで簡単に配達日時を変更

②出荷通知を随時お知らせ

顧客

従業員

配送員

システム

注文 商品の準備（飲食の場合は調理）
※店舗で行うことを想定

配送

・注文
・希望の日時や
受取方法を指定

・TODOを自動発行
・従業員アプリに通知

準備
(ピッキング、

調理など)

・注文一覧から
未着手の注文を確認

・”準備開始”を選択

“準備完了”
に変更

出荷通知

ステータスを
更新

注文完了の
メール

配達時間の
変更

Chatbot

商品を
引き渡し

アンケート

分析レポート
・配送時間
・アンケート結果

“配達完了”
に変更

③アンケートで配送員の接客を可視化
④配送時間・接客品質を可視化して業務を改善

ステータスを
更新

1

3

4
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小売/飲食業界における
店舗受取りの動向



日本では、物流費の高騰を受けて（コロナ禍の前から）
”送料が無料になる”店舗受取りが広く浸透している

“店舗受取りは、EC受注件数全体
の44%に拡大”

（出典：「ECを本業に。（2019年8月期決算説明会資料）」, 
株式会社ファーストリテイリング, 2019/10/10）

“ネットスーパーの店舗受取りサー
ビス実施店舗は7月末で計138店舗
となり、店舗受取り実績は前月比
で約1.7倍と大きく伸長”

（出典：「イオン㈱7月度 主な連結各社の月次売上高前期比伸
び率一覧」, イオン株式会社, 2020/8/20）

“ネット販売店舗受取件数
約21万件前期比125％
（2019年11月累計）”

（出典：「2020年2月期 第3四半期 決算説明会資料」, 
株式会社ニトリホールディングス, 2019/12/27）

“店舗取り置きサービスの利用件数
は前年比+28%に拡大”

（出典：「2020年3月期 決算補足説明資料」, 株式会社コメ
リ, 2020）

“3/16 より「店舗在庫」による
「店舗受取」通販開始”
“現状店舗受取67%”

（出典：「2020年３月期 第３四半期決算説明会資料, 株式
会社ワークマン, 2020/2/7）

イオンリテール
株式会社

株式会社
ファースト
リテイリング

株式会社コメリ

株式会社ニトリ
ホールディングス

株式会社
ワークマン



消費者は店舗受取りに対して”配送料なし”、”待ち時間短縮”
などのメリットを感じて利用している

出典：「急増する店舗ピックアップ「BOPIS」最前線」, イオンコンパス株式会社, 2019

※BOPISとは、Buy Online Pickup In Storeの略で、
いわゆる店舗受取のこと



小売業側にとっても、店舗受取りは顧客の購買金額/回数の
上昇や、ECサイトの売上拡大に寄与している

+127%

BOPISを
提供している

ECサイト

2020年第二四半期での全世界のEC売上

+54%
BOPISを

提供していない
ECサイト

出典：https://www.salesforce.com/blog/2020/07/shopping-index-Q2.html, Salesforce.com, 2020

店舗受取りによる購買金額/回数上昇

（出典：「ECを本業に。（2019年8月期決算説明会資料）」, 株式会社ファーストリテイリング, 2019/10/10）

店舗とECの両販売チャネルを併用されるお客様は、
ECのみ利用、店舗のみ利用と比較して、
購入金額および回数ともに高い傾向にある

※BOPISとは、Buy Online Pickup In Storeの略で、
いわゆる店舗受取のこと



店舗受取りを
行う際の課題と、解決策のポイント



店舗受取りを行う上でのシステム上の課題

課題 要因となっているシステム上の制約

店舗受取りで利用できる在庫数を
タイムリーに捉えられないため、

店舗受取りのサービスを提供出来ない

● 店舗受取り用在庫をタイムリーに取得・更新する
データ連携やAPI制御が出来ていない

従業員への作業割当や連絡が
タイムリーに行われず、

リードタイムが短縮されない

店舗での人手による作業指示・管理が
非常に煩雑

● 従業員への作業割当やタスク通知がバッチ処理 or 
手作業で行われている



Salesforceを活用した顧客体験・従業員体験のポイント

顧客

従業員

システム

注文 商品ピッキング ※店舗在庫のピッキングを想定 受取り

・注文
・受取り店舗を指定

・TODOを自動発行
・従業員アプリに通知

ピッキング
(顧客情報を
見ながら

ピッキング可能)

・注文一覧から未着手の
注文を確認

・”ピッキング開始”を選択

“ピッキング完了”
に変更

・受取り準備完了の通知
・受取り期限の通知

・来店
・注文メール提示

注文完了の
メール

・商品受渡
・”受渡完了”
に変更

①店舗受取り用在庫をタイムリーにECに反映 ②従業員へタイムリー＆自動で作業割当

③顧客へタイムリー＆自動に状況を通知

ステータスを
更新

店舗受取り用の
在庫をECに
連携

店舗受取り用在庫
を更新

1

12

3



まとめ



本日のまとめ

● コロナ禍の前から浸透し始めていた「ラストワンマイルのデリバリー」や
「店舗受取り」が、コロナ禍で増々拡大している

● コロナ禍を通じて、それらのサービスに求められる顧客体験のレベルは高まって
おり、他社との差別化が不可欠となっている

● しかし、”不親切なユーザー体験”、”業務改善の不足”、”在庫数の把握”、”従業員
への非効率な作業割当”などが課題となりつつある

● これらの課題の解決が、顧客体験/従業員体験の観点からサービスを高度化/差別化
する上で重要なポイントとなる



フォローアップセッションのご紹介
（ご登録はコチラ→）

日時 2020年11月11日 13:00-14:00

対象
業種：小売業・飲食業
部門：業務部門の部門長、経営企画、DX推進部、CIO/IT部門、EC部門、

販売部門、CRM部門

内容

店舗受取りや宅配など、ラストワンマイルで他社と差別化するポイント

本日のセミナー内容を踏まえて、小売業における店舗受取りや自宅配送、飲食業におけるモバイル
オーダー＆ピックアップなどについて、顧客体験・従業員体験の両面から下記をご紹介致します。
・他社と差別化するためのポイント
・具体的な業務/システムのイメージ

是非ご覧ください。

登録 上段のQRコードからご登録をお願い致します。




