
売れるECサイト
の作り⽅



ECサイトを運営する⽬的

• 既存販路がカバーできないお客様へ商品・サービスを提供

• ブランドの認知向上のため、オウンドメディアとしファンを拡⼤

• お客様とのコミュニケーションツールとして利⽤し、購買分析に活⽤

ECサイトを運営し、売上を増加すること



ECサイトにとっての売上とは

ECサイトの売上 ＝ 訪問数 × コンバージョン率 × 平均単価

コンバージョン率

購⼊数 ÷ 訪問数

＜購⼊者とは︖＞
サイト訪問者の内、商品購⼊完了
ページまで到達したお客様

最後まで離脱をしなかったお客様

購⼊数

訪問数 ー 離脱数

＜売上をあげるには＞
“離脱の問題をいかに改善するか”

離脱を防ぎ、いかに購⼊完了ページ
まで結びつけるかが重要



離脱

離脱

離脱

離脱

離脱

TOP 商品カテゴリ 商品詳細 カート フォーム 購⼊完了

TOPページより来訪した訪問者は各ページで次第に離脱をしていき最終的に残っ
たお客様が商品を購⼊する

ECサイトは“どこでお客様は去っていくのか︖”

世界的な平均値として約70%が
カゴ落ちしている

*Baymard Institute – Jan 2016 (http://baymard.com/lists/cart-
abandonment-rate)

購買意欲の顕在層
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61%⼿数料や送料など追加コストが⾼い

会員登録や⼊⼒作業に⼿間をかけたくない

購⼊までのプロセスが⻑すぎる

トータルコストが⾼かった

サイトでエラーが出た

クレジットカードの情報を⼊⼒したくない

配達までが遅い

返品条件が満⾜できなかった

セキュリティーチェックが多すぎる

クレジットカードが使えなかった

（ご参考）⼀般消費者アンケート
“なぜお客様は去っていくのか︖ ”

*http://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate

分類すると追加のコストや配送時間といった課題と購⼊完了までのプロセスやサイトの信頼・安⼼感
などの課題にわけることができ、いかにこの課題に対応できるかがポイント。



しかし、なかにはこんな声も・・・

そんなことは、わかっています︕

課題を解決するサイトの改善を⾏うべく

さまざまなツールを導⼊しています︕



“ただ、ツール導⼊する”

だけになっていませんか︖



現実は…

• 売上が上がるよう改修しようとしたが、当初の要件では、

改修範囲を調べてみるとリスクが⼤きかった

• そのため、リスクを最⼩限にした⽅法を考えることに

• 結果として、徐々に、⽬的から離れ、

”とりあえず導⼊する”ことが⽬的となっていった・・・



再度振り返る、なぜそのツールを導⼊するのか

• ⽬的はあくまで、売上を増加すること

• ツールは導⼊するだけでなく、

ツールの特⻑を理解し、上⼿く活⽤しなければ意味がない

• Amazon Payの特⻑はなにか︖



導⼊効果

Amazon Payの特⻑
離脱の原因

ユーザ名・パスワード
の管理が⾯倒

住所・カード番号など
の⼊⼒が⾯倒

カード番号などの
漏洩が⼼配

Amazon ID
⼀つで購⼊可能

⼊⼒不要で
2clickで完了

マケプレ
保証

Amazon Pay

新規顧客
の獲得

コンバージョン
レートの改善

不正取引対策



On-Amazon

Amazon Payの⼀番の良さ

Off-Amazon

“最小限の労力で商品を注文できなければいけない。
商品をクリックしたらそれだけで終わるくらいでなければならない” –書籍 「one click」より -

• Amazonのミッション「地球上で最もお客様を⼤切にする企業であること」

→ お客様の利便性を追求︓ いかに簡単に注⽂できるか
• 販売事業者様は、 Amazon Payを導⼊することにより同等レベルのサービスを提供できる
• 結果、お客様はAmazon以外でも、より簡単に注⽂できるようになる

Amazon直販

Amazon上で出品者様が販売



Amazon Payの特⻑を活かすためには

効果が発揮するよう改善され、売上に結びつけた事業者様の事例を紹介

• お客様が注⽂時に

「注⽂情報の⼊⼒が⾯倒だな」と感じるページ（離脱しやすいページ）に

Amazon Payボタンを配置する

• Amazon Payボタンは、お客様の⾒やすい位置に配置する

• 注⽂情報の⼊⼒がいらないという、Amazon Payのメリットを明記する etc



事例①

あるECサイトのカート画⾯後のログイン画⾯



事例①

下にスクロールすると…



事例① なにが問題なのか
• ファーストビューにAmazon Payボタンがない

• そのため、このレイアウトでは、

「会員登録するのは⾯倒だが、

Amazon Payでなら買いたい」という

お客様が気付かず、売上損失につながる

問題点

• ファーストビューにない



事例① 改善した結果

効果

2倍アップ

1.5倍アップ

改善点

• ファーストビューに移動させる

* Amazon Pay導入事業者U社、 改善前後の3週間を比較、2018年3月

1

売上

コンバージョン率



事例②



事例② なにが問題なのか
• お客様が購⼊を決意し商品を選択、カート画⾯

に移動したにも関わらず、レジ(購⼊⼿続き)が

どのボタンか瞬時に判断できない

• 「Amazonアカウントでお⽀払い」と

「注⽂に進む」は、共にレジへ進むボタンだが

別のボタンに⾒えてしまい、より混乱を招く

問題点

• レジの場所がわかりづらい



事例② 改善した結果

効果

1.7倍アップ

前⽉⽐コンバージョン率

改善点

• 出⼝であるレジをハッキリさせる4

レジをハッキリさせるとは︖
・購⼊⼿続きに進むボタンの⾊を⽬⽴つ⾊にする
・逆にそれ以外のボタンの⾊は⽬⽴ちにくい⾊にする
・購⼊⼿続きに進むボタンを、⽬線の終点に配置する

* Amazon Pay導入事業者F社、 改善前後の2ヶ月間を比較、2017年7月



事例③



事例③ なにが問題なのか
• 「Amazonアカウントでお⽀払い」 と

「レジに進む」の違いがわからず、

お客様に迷いが⽣じてしまう

• とりあえず、「レジに進む」を押すが

個⼈情報の⼊⼒を求められ、買い控えが⽣じる

問題点

• ボタンの違いがわからない



事例③ 改善した結果

効果

1.5倍アップ

前⽉⽐コンバージョン率

改善点

• ボタンの境をハッキリさせる

• 各ボタンのメリットを説明する

2

3

2

3

なぜ、説明がいるのか︖
・ECサイトにとって説明⽂は、店頭での接客と同じ
・お客様が疑問を持ったとき、すぐに解決

* Amazon Pay導入事業者S社、 改善前後の2ヶ月間を比較、2017年7月



PCとスマホの違い 問題 改善点

・スクリーンに写せる
情報量が少ない

・スクロール速度が早く、
⼀字⼀句読まれることはない

・⽂字が多いとスクロールされ、
⾒落とされることがある

・瞬時にほしい情報が⾒当たらないと、
離脱につながる

①重要な情報やボタンを
ファーストビューに配置

・⽚⼿で操作するため、
タップできる箇所に限りがある

・リンクやボタンの間隔が近いと、
誤った操作を誘発する

②リンク・ボタンの
間隔を確保

・⽂字の⼊⼒がしづらい
・⼊⼒項⽬が多い場合、

離脱につながる
③⼊⼒項⽬のスリム化

・外出時はwifiに⽐べ、
ネットワーク環境が悪い

・ページ遷移が多い場合、
離脱につながる

④ページ遷移のスリム化

(ご参考)PCとスマホの違い



改善点のおさらい

• コンバージョン率に繋がるボタンは、ファーストビューにのせる1

• ボタンの違いがわかるよう、ボタンの境をハッキリさせる

• 各ボタンを押すとどのようなメリットがあるか説明する

2

3

• 出⼝であるレジをハッキリさせる4

・購⼊⼿続きに進むボタンの⾊を⽬⽴つ⾊にする
・逆にそれ以外のボタンの⾊は⽬⽴ちにくい⾊にする
・購⼊⼿続きに進むボタンを、⽬線の終点に配置する



(その他)Amazon Payの特⻑を活かすためには

• お客様の導線を意識し、ランディングページに

「Amazon Payが利⽤できること」を明記しておくことで、

サイトへの安⼼感を感じてもらい、直帰率を下げる

Amazon Payボタンを設置する

だけでなく、ロゴも設置する



最後に
• ツールは上⼿く使わないと効果を期待できません

なぜそのツールを使うのか意識し、ご利⽤ください

• 本⽇あげた改善点は、Amazon Payに限らず活⽤できる事例ですので、

皆様のサイトの改善にも、ぜひご活⽤ください



ご清聴ありがとうございました


