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店頭における生活者の購買行動、意思決定要因などのショッパーインサイトを探る

「購買行動・購買動機調査」サービスガイド

2011月●月●日

株式会社●● 御中
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「消費者の大半は店頭で買う商品を決めている。」
「商品認知はあっても、より深い情報を店頭で求めている」
「きちんと商品説明がされれば、価格より質を求める」
「消費者は売り場に楽しさ（満足）を求め、買い物を楽しむ」

店頭からの深い情報の発信と販売・サービスにより重きがおかれている局面
であり、「店頭をどうするか？」がより重要な課題になっています。

その施策の１つとして、店頭での消費者の行動や気持ちを知るための調査をご提案いたします。

購買行動調査・購買動機調査とは、消費者が店頭で購入する商品の決定に至るまでの
「商品認知～関心喚起～情報収集～商品接触～購入」といった購買行動プロセスの全体像を明確化し、
購入決定の際の「プライマリーベネフィット（決定的購買動機）」を発見する為の調査です。

商品を購入した理由や、競合商品にブランドスイッチした理由といった、各プロセスごとの購入促進要因＆阻害要因を明
確化していき、消費者の購買行動特性に応じたマーケティング戦略の最適化を図ります。

はじめに・・・

消費者の店頭での購買行動をめぐる仮説

Today’s situation

購買行動調査・購買動機調査とは？
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３
 商品購入決定の理由

 対象商品の売場での印象

 対象商品の購入されなかった理由 etc.

カテゴリー商品の購入意向者を店頭に誘導し、商品
を選択させ、商品の決定理由や指定商品が選ばれ
なかった理由を把握する調査

店頭商品力チェック

17
 店内での購買行動と購買心理のプロセス

 店内での動線や滞留時間

 パッケージ、ＰＯＰ、棚位置等の注視部分

視点を計測できるアイトラッキングカメラを装着して
店内での行動を記録。買物終了後に、購入理由な
どの簡単なアンケートを行う。（映像は確認させな
い）

アイトラッキング

購買行動調査

購買行動

＋

購買動機

12購買行動観察調査

11
 立ち止まり率、滞在時間

 ピックアップ率、購入率 etc.

店内にビデオカメラを固定で設置し、店内での購買
行動を記録する。店内ビデオ観察調査購買行動

10
 商品の購入理由

 計画購買率

 販促物、パッケージの印象等 etc.

店内にて、商品購入者や売場立寄り者に調査員が
直接聞き取りを行う面接調査。店内ヒアリング調査

５

 来店前の対象カテゴリーの生活背景

 商品購入決定の理由

 ブランドスイッチ理由

 店頭アテンション要因

 トライアル・リピート要因 etc.

カテゴリー商品の購入意向者を店頭に誘導し、指定
カテゴリーを自由に購入させ、商品購入決定時のプ
ロセスと購買決定動機を探る調査

真の購買動機・３ステップ購買動機

 店舗担当者インタビュー

 出口調査／来店客観察

 店頭写真／ビデオ撮影

 テストマーケ（棚割り変更）

 ＰＯＳデータ提供

 店内での購買行動と購買心理のプロセス

 事後インタビューによる販促物・パッケー

ジ等の評価

 店内での動線や滞留時間 etc.

 店内での購買行動と購買心理のプロセス

 事後インタビューによる販促物・パッケー

ジ等の評価 etc.

調査項目 ページ調査手法

21
弊社のネットワークを活用し、特定チャネル・チェーン
の実店舗にて、各種マーケティングサービスをご提
供させて頂きます。

実店舗での店頭実験および

各種マーケティングサービス

16
対象者本人がメガネ型カメラを装着し、店内での買
物行動を録画。買物終了後、記録した映像を見な
がら、行動を振り返りヒアリング。

アイカメラ購買行動調査

15
対象者の入店～退店までの店内での行動を、調査
員が観察し、その行動の背景にある気持ちをその
場で逐一ヒアリング。

購買行動プロトコル調査

リアル店舗での

テストマーケティング

ショッパーインサイト把握の為に、様々な調査手法をご用意しております。

浅

深
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弊社生活者パネルの中から、事前にリクルートした調査協力者が、実際に店頭に行き（店舗指定も可）、対象カテゴリーの売場にて、

自分が欲しいと思う商品を決定します。購入商品が決まったら、店頭にてモバイル端末から回答フォームにアクセスし、購入商品名や

購入したいと思った理由等について、画面の指示に沿って回答します。

その後、アンケート内にて指定の商品を開示し、売場で改めて商品を確認した上で、売場での指定商品の印象について評価します。

DO HOUSE

全国
２６０万人
生活者パネル

①モニターリクルート
＆活動指示

●●売場に行って、
売場の印象、購入したい
と思う商品を教えて！

※対象カテゴリーのみ指定

②訪店

③対象カテゴリー売場にて、自分が購入したいと思う
商品を決め、購入を決めた理由を回答する。また、売
場の印象（目立っている商品・ツール等）も評価。

・売場で一番目立っている商品は？

・購入したいと思った商品とその理由

・その商品の認知・購入経験・・・など

④指定商品の開示。売場で改めて指定商品を確認し、
印象等を評価する。詳細な報告はＰＣにて行うが、ここ
では店頭でなければ評価できない項目を確認を行う。

・指定商品/ＰＯＰの売場での印象

・商品情報（フェイス数、価格など）

【商品非決定者】

・指定商品を選ばなかった理由

・商品コンセプトの受容性/購入意向など

店頭商品力チェック

モバイルを用いることで店頭での「自社と競合の商品力」と「自社商品の購入/非購入理由」を把握いたします！

調査フローイメージ

帰宅後

・購入には至らなかったが、候補に挙がった商品

・指定商品を選ばなかった理由

・商品選択する上で参考になった情報、

もっとこんな情報があれば等

⑤店頭で確認した詳細な状況をＰＣにて報告
指定商品を購入させ、

試用評価の実施も可能。

※モバイル端末からは、定性回答を報告しにくい為、

詳細な定性データは、帰宅後、ＰＣから報告させます。
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特長

※あくまでも概算の費用イメージとなります。
内容により変動いたしますので、ご相談下さい。

レポートイメージ

購入商品ランキング 売場での視認性

【店頭商品力チェック】特長＆概算費用

スマートフォン・携帯電話だからこそ可能になったポイント

● 店頭において、端末画面の順に沿ってアンケートを進めることで、店内での活動を指示することが可能に。

● 売場での商品やＰＯＰの印象、および商品の選択理由などを、その場で回答してもらうことにより、
後からの思い出しではない、その瞬間のリアルな気持ちを把握することが可能に。

● 店頭で、画像や動画、商品コンセプト等を確認させ、売場の印象とのギャップなどを把握することも可能に。

概算費用

※税抜の価格となります

レポートなし/

５０名 ４０万～

１００名 ６０万～

■概算費用 （店舗指定なし）

買う人を知る
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「真の購買動機・３ステップ」調査

店頭における消費者の買物では、売場の棚を見て商品をカゴに入れるまでの一瞬の間に、
ブランドやフレーバー、サイズ、その日の気分、使用用途などの様々なことを思い浮かべて、意思決定がなされています。

「真の購買動機・３ステップ調査」は、売場での購買シーンにフォーカスした店頭調査で、
購買決定までの商品選定プロセスと最終的な動機を明らかにする手法です。

弊社リサーチモニターの中から、「対象カテゴリー商品の購入検討者」を選定し、調査を行います。
対象者には、期間中、普段の買物の中で実際に対象カテゴリー商品を購入してもらいます。（具体的な商品指定は行いません。）

その際に、売場に立ち寄ってから、最終的に購入を決定してカゴに入れるまでの最後の購買決定の瞬間を、

【１．気づく】、【２．手に取る】、【３．カゴに入れる】 の３ステップに分けてデータ化し、購買行動を把握します。

また、購入決定の際に、他に気になった商品や、最終的にその商品に決定した理由、ブランドスイッチの理由なども確認します。

■サービス全体概要

①気づく（目に留まる）

②手に取る（検討する）

③カゴに入れる（商品決定）

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・

商品に気づいたポイント

商品選びのポイント

最終的な決め手

買い物中の行動や気持ちは、無意識のことが多く、記憶されにくいものですが、
段階に分けて、確認することで、店頭でのショッパーの実態をリアルに把握することが可能となります！
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 「なぜ購入したのか？」だけではなく、購買決定までの【プロセス】を理解することで、商品が買われる本当の動機を把握します。

 来店前の買物に対する想起、テーマ商品に対する意識など、対象カテゴリー製品に対する生活背景までを事前に取得します。

 過去の調査より抽出した３２の購買動機に類型化し、その構成比を明らかにします。「特売」や「ブランド」以外の構成比を把握
し、トライアル・リピート別に分析します。

 購入店舗は、日頃利用している店舗から、ご希望の業態や指定チェーンへの誘導も可能です。

 データ報告後、事後アンケートにて、指定商品を開示し、店頭での印象や、ブランドに対するイメージ、売場で覚えている情報な
どのアンケートに回答していただくことも可能です。

お腹があまりすいていないので、今日の夜ご飯はこれでいいわ！子供たちが寝てから食べようっと。子供に見つからないよ
うに、冷蔵庫の奥に入れておかなくちゃ！ＳＴＥＰ3.

カゴに入れる（商品決定）

結構薄いじゃん。量はあんまりないのかな？いくらかな？１４８円か。安くはないな～。でも上から見た感じのこげ具合が
ちょっとおいしそうかな？価格も高めだし、いい材料を使っているのかも。家族みんなの分を購入すると高すぎるから、私１
人の分だけでいいよね。どんな味なんだろう？この間食べた「カマンベールチーズケーキ」はメチャまずだったからなぁ。そう
だったら悲劇だわ～。

ＳＴＥＰ2.

手に取る（検討する）

あれ？ 今までこの売場になかったよな。新製品かしら？チーズケーキなんだ。パッケージがアルミっぽくてカッコいい。本格
的なイメージ。タカナシかぁ。デザートっていうイメージないけどな。食べたこともないし、大丈夫かしら？

ＳＴＥＰ１.

気づく（目に留まる）

■年齢：３９歳女性 ■家族構成：夫（４７） 長女（１２） 長男（８）

■店舗：エコス 川鶴店 ■購入商品：タカナシ ベイクドチーズケーキ ■トライアル購入

■データイメージ：デザート

■サービス特長

対象カテゴリー製品に対する生活背景の事前に把握し、ショッパーの店内における購入決定までの購買行動・心理
を、購買時の３ステップに分けてデータ化することで、店頭で商品が買われる決定的動機（プライマリーベネフィット）
をリアルに把握することができます。

サービスの特長
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３２の購買動機

３２の購買動機に類型化し、その構成比を明らかにし、定量的な傾向を把握します。
※プリコードの基本選択肢がございますが、テーマ商品によって、動機はカスタマイズさせて頂きます。

「特売」や「ブランド」以外の構成比を把握し、トライアル・リピート別に分析します。

動機の構成比を見ていくと、必ずしも「価格」（特売・値引き）だけで購入しているわけではない事が分かります。

構成比が大きい動機だけではなく、構成比としては小さいけれども、
一定の割合で出現している動機にも注目すると、新たな発見につながる可能性があります。
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設問例

購入前のカテゴリー意識
■Q1【カテゴリー購買パターン】（ＭＡ）
テーマ商品をあなたが普段購入する際に、あてはまるものをすべてお選びください。
（決まった銘柄を買うことが多い、価格の安い商品を選ぶ・・・）

■Q2【カテゴリー購入頻度】（ＳＡ）
テーマ商品の購入頻度を教えてください。

■Q3【現使用商品】（ＦＡ）
現在使用しているテーマ商品の「商品名」をなるべく正確にお答えください。（今使っ
ていない場合は、一番最近使っていた商品名）

■Q4【カテゴリー商品使用シーン】（ＦＡ）
テーマ商品を普段どのように使用していますか？【いつ、どこで、どなたが、どのよう
に使用しているか】具体的に教えてください。

→Ｑ7で「1」と回答

■Q8【ブランド計画購買実現率】
購入しようと思っていた商品を実際に購入しましたか？

1.買おうと思っていた商品を購入した
2.他に魅力的な商品があったので、別の商品を購入した
3.買おうと思っていた商品がなかったので、別の商品を購入した

Ｑ8で「1」と回答
■Q9【指名買い理由】（ＦＡ）
どうしてその商品（ブランド）を購入すると決めていたのですか？

Ｑ8で「2」と回答
■Q9【ブランドスイッチ理由】
どうして買おうと思っていた商品を購入せず、別の商品を購入したのですか？

Ｑ8で「３」と回答
■Q9【代替購買理由】（ＦＡ）
買おうと思っていた商品の代わりに、その商品を選んだ理由を教えてください。

→Ｑ7で「2」と回答

■Ｑ９【購入条件】（ＦＡ）
条件として重視していることはどのようなことですか？

■Ｑ１0【購入検討商品】
購入を検討した商品（気になった商品、迷ったけど買わなかった商品）について
教えてください。
商品名、候補に挙がったポイント（ＭＡ）

■Ｑ１１【購買動機】（ＦＡ）＆（ＭＡ）
最終的に購入した商品を選んだ時の様子や気持ちを次の【３ステップ】に分けて教えてくだ
さい。また、魅力を感じたポイントをお選びください（ＭＡ→ＳＡ）

1.気づく → 2.検討・吟味する → 3.最終的な決め手

購入時の意識
■Q5【購入店舗】（ＦＡ）
業態、チェーン名、店舗名

■Q6【購入商品】（ＦＡ）
最終的に購入した商品についてお答えください。
商品名、メーカー名、容量、価格、個数

■Q6-1【商品認知】
今回購入した商品のことを購入前からご存知でしたか？

■Q6-2【使用経験】
今回購入した商品をこれまでに使用したことがありますか？

■Q7【ブランド計画購買】（ＳＡ）
今回購入した商品は、買物に行く前から購入するつもりでしたか？

1.購入する商品（ブランド）を決めていた
2.商品（ブランド）までは決めていなかった

※事後アンケートにて、指定商品の店頭での印象を確認することも可能です。
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アウトプットイメージ

過去の調査より抽出した購買動機に分類し、その構成比をトライアー・リピーター別に明らかにします。
「特売」や「ブランド」以外の構成比を把握し、店頭での販売促進策や店頭起点の商品開発に活かすことができます。

＜ 購買動機 ＞

・自分・家族の好み

・ブランド・産地

・メニュー想起

・特売・値引き

・いつも違うもの

・自分・家族の健康

・・・など

購入ドライバー購買決定までの気持ちの変遷

データ分類・集計・レポート込み

50ｻﾝﾌﾟﾙ 60万円～

100ｻﾝﾌﾟﾙ 100万円～
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店内ヒアリング調査
店舗の出口や店内で、来店客に対して、調査員が直接聞き取りを行う面接調査です。

カテゴリー商品の購入者、売り場に立ち寄った方などの生の声を聴取でき、商品購入の決め手になった理由、
売り場に立ち寄った理由などを、ヒアリングすることができます。

ネットリサーチでは、どうしても思い出しでの回答となってしまいますが、店内ヒアリング調査では、
売り場でのリアルな購買動機を把握することが可能になります。

購入時の様子
弊社調査員がヒアリングと並行して、売り場での様子を終日観察いたします。商品をどれくらいの時間をかけて購入している
のか、パッケージに記載されている内容は確認しているか、テスター等は試しているか、どのような商品と一緒に購入されて
いたか等、購入する際の様子で気になった点も、合わせてご報告させていただきます。

※事前に店舗側の許可が必要になります。

【基本属性】
性別／年齢／居住地／家族構成 など

【購入店舗・購入日】
チェーン名／店舗名／購入日／購入した時間帯

【購入商品・購入経験・価格】
商品名／購入経験／購入価格（覚えている範囲で）

【カテゴリー商品の購入頻度】

【計画購買率】ブランド指名買い？カテゴリー計画購買？など

【購買をする際のきっかけとなった動機】（ＭＡ）

【動機の理由】（ＦＡ）

・自分・家族の好み

・ブランド・産地

・広告を想起

・特売・値引き

・ＰＯＰ販促物

・商品イメージ ・・・など

カテゴリーによって、
購買動機の選択肢は
変わります。

主な調査項目イメージ

その他、売場で気になった様子もご報告いたします。

■概算費用

１５０サンプル→ ８０万

３００サンプル→１２０万
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棚前通過人
数

立ち止ま
り人数

商品・テ
スター接
触人数

商品・テ
スター接
触人数

購入人数 総滞在時間
平均滞在
時間

非購入客
の平均滞
在時間

購入客の
平均滞在
時間

○/2（木） 1951 149 51 25 6 0:40:39 00:18 00:15 00:54

○/3（金） 2132 137 51 30 7 0:38:50 00:18 00:14 00:55

○/4（土） 2927 186 99 59 7 1:00:37 00:17 00:15 01:40

○/5（日） 2952 175 91 59 7 1:09:11 00:20 00:18 01:15

合計 9962 647 292 173 27 3:29:17 01:13 01:02 04:44

平均 2491 162 73 43 6.8 0:52:19 00:19 00:15 01:11

100% 6.5% 2.9% 1.7% 0.3%

100% 45.1% 26.7% 4.2%

店内ビデオ観察調査

店内にビデオカメラを固定で設置し、店内の様子を録画することで、店頭での消費者の購買行動を記録する手法です。
「聞き出す」調査では見えなかった無意識の行動を含めた実態の把握、問題点抽出が可能になります！

立ち止まり
率

平均
滞在時間

ピックアップ
率

平均
ピックアップ
時間

購入率

棚前に立ち止まる 商品を探す 商品を手に取る 商品をチェックする 商品をカゴに入れる

購買行動の映像によるプロセスデータを数値化することで、様々な分析が可能になります！

さらに数値データをストックし指標化することで、ＳＰの効果測定等にご活用いただけます。

アウトプットイメージ

購買行動の段階ごとの客数変化および売場滞在時間

※事前に店舗側の許可が必要です。

■概算費用

２店舗×３日間→１３０万円～

２店舗×５日間→１６０万円～

1 00%

1 .1%4 .0%9 .0%
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商品を買うか、買わないかを最終的に決定するのは、購買の現場、 すなわち「店頭」です。
「店頭をどうするか？」がより重要な課題になっており、 「店頭で迷う消費者の動き」をきちんと把握し、分析することが
店頭で勝つための新しい戦略につながります。
現在、ドゥ・ハウスでは、店内での購買行動を知るための調査として、３つの購買行動観察調査をご提供しております。

□映像と音声で記録する為、購買行動をよりリアルに
把握できる。（時間、商品・売場の映像、動線など）

□自分の行動を映像で振り返りながら、事後インタ
ビューが行える。

□赤外線アイトラッキングでの実施に比べ費用安

■細かな視点の動きまでは把握できない

■調査実施には店舗の許可が必要

購買行動プロセスシート

視界映像データ

簡易型メガネムービーカム

基本的に調査対象者は、商品決定までは自由に行
動させ、事後インタビュー時に映像を見ながらその時
の気持ちをヒアリングします。

店内での購買行動と購買心理のプロセス

店内での動線や売場前の滞留時間 など

アイカメラ購買行動調査 アイトラッキング購買行動調査購買行動プロトコル調査

購買行動プロセスシート

視界映像データ

陳列棚の注視部分のヒートマップ

購買行動プロセスシート

行動データ

納品形態

□パッケージやＰＯＰのどこを見ていたのか、細かな視
点の動きまで把握できる。

■映像を見て振り返りながらインタビューができない。

■簡易型カメラでの実施に比べ、機材レンタルやオペ
レーションに時間がかかったりと、かなり費用高となる。

□店舗の実施許可が必要ない

□行動の理由をその場ですぐヒアリングできる

■売場での主だった行動プロセスは把握できるが、ど
の辺りを見ていたか、どの程度時間をかけて検討して
いたか、売場の詳細な状況・・・といった細かな情報ま
では把握できない。

□メリット

■デメリット

赤外線アイトラッキングカメラＩＣレコーダー

（調査員が売場で行動観察およびインタビューした内
容をその場で吹き込み、後でデータ化します）使用ツール

基本的に調査対象者は、商品決定までは自由に行
動させ、事後インタビュー時に映像を見ながらその時
の気持ちをヒアリングします。

調査対象者と調査員の２人１組で行い、調査員が
対象者の側で行動を観察し、その行動の背景にある
気持ちについても逐一その場でヒアリングを行ないま
す。

調査手法

店内での購買行動と購買心理のプロセス

店内での動線や売場前の滞留時間

パッケージ、ＰＯＰ、棚位置等の注視部分など

店内での購買行動と購買心理のプロセス

調査項目

氏名

店舗名

入店時刻

退店時刻

１．購買行動報告書：データ編（色々と迷ったりして気がついたら30以上行ってしまった場合には、セルを追加して入力願います）

行動№
その商品が

気になったキッカケ

行動 行動によって

判ったことは何ですか？

判らなかったことは何ですか？ どのように感じましたか？

書き方の例 ○○電気 ×××× 「冷蔵庫」に赤い目立つ字で「話題の

ノンフロンタイプ！」という表示がつい
ていた。「他社製品と比べてどう違う
のかな？」と思った。

まず売場全体を見回してみて、とり

あえず“冷蔵庫コーナー”にある
「冷蔵庫」を一つ一つ見て廻った。

ＰＯＰには「ノンフロン」と書いて

あった。地球にやさしく、なおかつ
従来より電気代がお得なのだそう
です。

「ノンフロン」と書いていないものは

いまだにフロンガスが発生してしま
うのではないか

久々に冷蔵庫売り場を見たけど、

環境に優しいのが売りというのは
長く使えそうでとても惹かれた

1日立 冷蔵庫に赤い目立つシールが貼っ
てある。「ビタミンイオン」ってなんだろ
う？ラップなし、新鮮保存だって、どう

いうことだろう？

うわー！すごいたくさん冷蔵庫が
ある。この中から選ぶのは大変だ
なと思いつつ、一番端の冷蔵庫の

シールに目がとまった。

わからなかった。 シールだけでは意味がわからない
ので、ドアをあけて説明を読むが
頭に入ってこない。どうしてラップ

なしでもいいのか？

よくＣＭでラップがいらないと耳に
はしていたが、なぜなのかはわか
らなかった。詳しい説明がないの

でまだわからない。

2東芝 冷蔵庫の表面にシールでシングル冷

却と３室冷却の絵が貼ってあった。

日立の隣に東芝の冷蔵庫があり、

シールが貼ってある。新鮮保存に
ついての説明のようなので、じっと
見た。

従来の製品は冷蔵庫全体を冷却

していたが、これは３室それぞれ
に冷却をするので、鮮度が違うと
いうことがわかった。

でも、鮮度がいいからってラップを

しなくてもいいのはなぜなのか？

それぞれで冷却しているのは確か

に開けるたびに冷蔵庫全体の温
度が下がらないわけだから、効率
的だと思った。

3シャープ 観音開きははじめて見た。我が家の
冷蔵庫を置く場所は決まっているの

で、冷蔵庫の前が狭いのが難点だと
思っていた。ふたを開けすぎて前の
対面式の調理台にぶ か て閉まら

ズラーっと並んでいる冷蔵庫を見
ていたら、お客さんに説明している

店員の声が聞こえてきた。「観音開
きだと冷蔵庫の前が狭い場合に少
しのスペ スでも幅がないので開

実際に開けてみたが、半分開けた
だけでは冷蔵庫の中身がわからな

いので、両方開けることになる。両
扉に物が入っているのでそれが
じゃまで中が見にくい 両方開け

わからないことはなし。 確かに扉の幅はないので、少しの
スペースでも開けやすいが、実際

に使ってみると使いづらい。一つ
の扉でもダーっと開けていることに
は変わりないが 両扉に物がぎ4シャープ 冷蔵庫を置いているのが台所の端で

左開きだが、私が家事をするのは反
対側なので、いつも冷蔵庫を通り過

ぎてから開けている。子ども達が飲み
物などを取り出すのには左開きの方

お客さんがたくさんいて、夫婦で
話しているのが聞こえる。「両開き
だと便利よね」の声に両開きタイプ

を見た。

どちらからでも、軽く開け閉めでき
るので驚いた。これなら、確かに便
利だろうなっと思った。

両方から開け閉めできるということ
は構造上、早くだめになるんじゃ
ないかと思ったが、これは店員さ

んにでも聞かないとわからない。

我が家のあの場所に置くのには両
開きは便利だが、長持ちしないよ
うでは困る。他にも重要な購入ポ

イントがあるような気がして、とりあ
えずは他を見ることにする5三菱 何か、おもしろい。野菜の絵が目立っ

ていたので、確かに大根なんて切ら
ないで収納できたらいいかもって思っ

た。

「ながーい野菜も切らずに冷凍」の
野菜のシールに目がいく。

扉をあけると扉側に野菜を縦にい
れられるようになっている。ただ、
冷蔵庫側は小さな扉がいくつも

あっていちいち扉を開けないと野
菜が出し入れできない

わからないことはなし。 冷蔵庫にしまうのに考えながらしま
わないので、目当ての野菜がどこ
にしまってあるのか、すべての扉を

開けないとわからないなんてことも
ありそうで 目でわかる野菜室の6ナショナル 今、フロンがとやかく言われているの

でノンフロンは歓迎すべき機能だと
思ったが、みんなそうなのかしら？

ノンフロンのシールがほとんどの冷

蔵庫に貼ってあった。近くにいた
店員に「ここにある冷蔵庫はすべ
てノンフロンなんですか？」と聞く。

「あちら側の小さい冷蔵庫以外は

すべてノンフロンタイプです」と言
われた。環境を考えてこれからの
冷蔵庫はみんなノンフロンというこ

ノンフロンタイプだったら、古くなっ

た時には引き取り料が安くなるん
だろうか？まだ、先のことだから聞
かなかったけど・・・

小さい冷蔵庫を買うつもりはない

ので、ノンフロンの冷蔵庫を買うこ
とになりそう。環境にやさしいから
安心できる。

7東芝 鮮蔵庫 触っただけで開けられる必要がある
のか疑問だが、新しい機能には興味

がある。

電動タッチオープンドアの文字に
触るだけで開けられるのかと側に

行って試してみる

確かに、軽くタッチすると開く。手
が汚れているときなどには便利そ

う。

いっぱいタッチしているうちに壊れ
たりしないのだろうか？

今でも、ひっぱって開けているか
ら、タッチして開けなくても別にい

いかーとも思う。

8東芝 鮮蔵庫 今使っているのがなんと２０年。壊れ
ないから使っているが、そういうことを
考えると壊れにくい品が欲しい。

そばに店員が来たので聞いてみ
る。「こういう電動のって壊れやすく
ないですか？」

電気で開け閉めしているのではな
いそう。冷蔵庫の上の部分とタッチ
する部分が連動していて開けるこ

とができるので、なんてことはな
い ていう風に説明を受けた

機械の仕組みがわからないので、
電気ではなくバネの力で開けるの
だろうか？

わかったような気がしたが、やっぱ
り普通のタイプよりは早くだめにな
りそうな気がする。

9東芝 鮮蔵庫 今や勝手に氷ができる冷蔵庫が普通
のようだが、我が家は今だに水を入
れて、こぼれないように冷蔵庫に戻し

ているからうらやましい。でも、実はあ
れが掃除ができないために不潔に

洗える製氷機能と書いてあるシー
ルが貼ってあったのでどうこうこと
だろうと中を開ける。

製氷皿は取り出すことができるし、
水を入れる部分も取り出せる。取り
出せることが洗えることにつながる

のかな？

製氷皿おそうじ機能の意味がいま
ひとつわからない。

両方ともに取り出せて洗えるのは
あたりまえのような気がしたので、
わざわざ洗えるとシールを貼るの

がわからない。普通は取り出せな
いのだろうか？

気になった

メーカー・商品名

18;20

「冷蔵庫」購買行動報告書：報告用シート

新橋花子

ヤマダ電気　浦和店

2004/9/12
17:00

購買行動観察調査
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【購買行動観察調査】

調査対象者は、年代はもちろん、テーマ商品の購入検討者やユーザーなどのリクルートも可能です。
お客さまの問題意識にあった設定で、調査を実施することができます。

■あらゆる属性の購買行動を調査することができます。

実際にお店に行く前にはテーマ商品について一切触れず、調査終了後、
事後アンケートをとることにより、テーマ商品が実際の売場でどのように見えているのかを
チェックすることができます。
「パッケージ評価では評価が非常に高かったのに、実際にお店に並ぶと全く目立たない」
といった理由や、お店による売れ行きの違いなどを調査することができます。
もちろん量的検証も可能です。

■事後アンケートにより店頭での商品力をチェックできます。

調査の基本フォーマットは購買行動における「行動」とそのときの「気持ち」を
一対にしてデータ化します。
通常のお客さんを観察した調査では、お客さんの「行動」までしかわかりませんが、
私共の調査では「気持ち」もわかるので、
行動の背景をよりリアルに把握することができます。

■消費者の視点から、明日の売場へのヒントをご提案します。

収集データは、デモグラフィック別やテーマ商品・テーマ売場別に分類・類型化。
ＰＯＰ等の訴求ワードを開発したり、売場つくりのヒントとしてもご活用いただけます。

氏名

店舗名

入店時刻

退店時刻

１．購買行動報告書：データ編（色々と迷ったりして気がついたら30以上行ってしまった場合には、セルを追加して入力願います）

行動№
その商品が

気になったキッカケ

行動 行動によって

判ったことは何ですか？

判らなかったことは何ですか？ どのように感じましたか ？

書き方の例 ○○電気 ×××× 「冷蔵庫 」に赤い目立つ字で「話題の
ノンフロンタイプ！」という表示がつい
ていた。「他社製品と比べてどう違う
のかな？」と思った。

まず売場全体を見回してみて、とり
あえず“冷蔵庫コーナー”にある
「冷蔵庫」を一つ一つ見て廻った。

ＰＯＰには「ノンフロン」と書いて
あった。地球にやさしく、なおかつ
従来より電気代がお得なのだそう
です 。

「ノンフロン」と書いていないものは
いまだにフロンガスが発生してしま
うのではないか

久々に冷蔵庫売り場を見たけど、
環境に優しいのが売りというのは
長く使えそうでとても惹かれた

1 日立 冷蔵庫に赤い目立つシールが貼っ
てある。「ビタミンイオン」ってなんだろ

う？ラップなし、新鮮保存だって、どう
いうことだろう？

うわー！すごいたくさん冷蔵庫が
ある。この中から選ぶのは大変だ

なと思いつつ、一番端の冷蔵庫の
シールに目がとまった。

わからなかった。 シールだけでは意味がわからない
ので、ドアをあけて説明を読むが

頭に入ってこない。どうしてラップ
なしでもいいのか？

よくＣＭでラップがいらないと耳に
はしていたが、なぜなのかはわか

らなかった。詳しい説明がないの
でまだわからない。

2 東芝 冷蔵庫の表面にシールでシングル冷
却と３室冷却の絵が貼ってあった。

日立の隣に東芝の冷蔵庫があり、
シールが貼ってある。新鮮保存に

ついての説明のようなので、じっと
見た。

従来の製品は冷蔵庫全体を冷却
していたが、これは３室それぞれ

に冷却をするので、鮮度が違 うと
いうことがわかった。

でも、鮮度がいいからってラップを
しなくてもいいのはなぜなのか？

それぞれで冷却しているのは確か
に開けるたびに冷蔵庫全体の温

度が下がらないわけだから、効率
的だと思った。

3 シャープ 観音開きははじめて見た。我が家の
冷蔵庫を置く場所は決まっているの
で、冷蔵庫の前が狭いのが難点だと

思っていた。ふたを開けすぎて前の
対面式 調理台 ぶ 閉まら

ズラーっと並んでいる冷蔵庫を見
ていたら、お客さんに説明している
店員の声が聞こえてきた。「観音開

きだと冷蔵庫の前が狭い場合に少
も幅がな 開

実際に開けてみたが、半分開けた
だけでは冷蔵庫の中身がわからな
いので、両方開けることになる。両

扉に物が入っているのでそれが
ま 中が見 く 両方開け

わからないことはなし。 確かに扉の幅はないので、少しの
スペースでも開けやすいが、実際
に使ってみると使いづらい。一つ

の扉でもダーっと開けていることに
変わりな が 両扉 物がぎ4 シャープ 冷蔵庫を置いているのが台所の端で

左開きだが、私が家事をするのは反
対側なので、いつも冷蔵庫を通り過

ぎてから開けている。子ども達が飲み
物などを取 り出す 左開き 方

お客さんがたくさんいて、夫婦で
話しているのが聞こえる。「両開き
だと便利よね」の声に両開きタイプ

を見た。

どちらからでも、軽 く開け閉めでき
るので驚いた。これなら、確かに便
利だろうなっと思った。

両方から開け閉めできるということ
は構造上、早 くだめになるんじゃ
ないかと思ったが、これは店員さ

んにでも聞かないとわからない。

我が家のあの場所に置 くのには両
開きは便利だが、長持ちしないよ
うでは困る。他にも重要な購入ポ

イントがあるような気がして、とりあ
えず 他を見 と す5 三菱 何か、お もしろい。野菜の絵が目立っ

ていたので、確かに大根なんて切ら
ないで収納できたらいいかもって思っ
た。

「ながーい野菜も切らずに冷凍」の
野菜のシールに目がいく。

扉をあけると扉側に野菜を縦にい
れられるようになっている。ただ、
冷蔵庫側は小さな扉がいくつも
あっていちいち扉を開けないと野

菜が出 入れ きな

わからないことはなし。 冷蔵庫にしまうのに考えながらしま
わないので、目当ての野菜がどこ
にしまってあるのか、すべての扉を
開けないとわからないなんてことも

ありそう 目 わ 野菜室6 ナショナル 今、フロンがとやかく言われているの
でノンフロンは歓迎すべき機能だと
思ったが、みんなそうなのかしら？

ノンフロンのシールがほとんどの冷
蔵庫に貼ってあった。近 くにいた
店員に「ここにある冷蔵庫はすべ
てノンフロンなんですか？」と聞 く。

「あちら側の小さい冷蔵庫以外は
すべてノンフロンタイプです」と言
われた。環境を考えてこれからの
冷蔵庫はみんなノンフロンというこ

と ようだ

ノンフロンタイプだったら、古 くなっ
た時には引き取 り料が安くなるん
だろうか？まだ、先のことだから聞
かなかったけど・・・

小さい冷蔵庫を買うつもりはない
ので、ノンフロンの冷蔵庫を買うこ
とになりそう。環境にやさしいから
安心できる。

7 東芝 鮮蔵庫 触っただけで開けられる必要がある
のか疑問だが、新しい機能には興味
がある。

電動タッチオープンドアの文字に
触るだけで開けられるのかと側に
行って試してみる

確かに、軽 くタッチすると開く。手
が汚れているときなどには便利そ
う。

いっぱいタッチしているうちに壊れ
たりしないのだろ うか？

今でも、ひっぱって開けているか
ら、タッチして開けなくても別にい
いかー とも思 う。

8 東芝 鮮蔵庫 今使っているのがなんと２０年。壊れ
ないから使っているが、そういうこ とを
考えると壊れにくい品が欲しい。

そばに店員が来たので聞いてみ
る。「こういう電動のって壊れやすく
ないですか？」

電気で開け閉めしているのではな
いそう。冷蔵庫の上の部分とタッチ
する部分が連動していて開けるこ
とができるので、なんてことはな
い ていう風に説明を受けた

機械の仕組みがわからないので、
電気では なくバネの力で開けるの
だろうか？

わかったような気がしたが、やっぱ
り普通のタイプよりは早くだめにな
りそうな気がする。

9 東芝 鮮蔵庫 今や勝手に氷ができる冷蔵庫が普通
のようだが、我が家は今だに水を入
れて、こぼれないように冷蔵庫に戻し
ているからうらやましい。でも、実はあ
れが掃除ができないために不潔に

洗える製氷機能と書いてあるシー
ルが貼ってあったのでどうこうこと
だろうと中を開ける。

製氷皿は取 り出すことができるし、
水を入れる部分も取り出せる。取り
出せることが洗えるこ とにつながる
のかな？

製氷皿おそうじ機能の意味がいま
ひとつわからない。

両方ともに取り出せて洗えるのは
あたりまえのような気がしたので、
わざわざ洗えるとシールを貼るの
がわからない。普通は取 り出せな
いのだろうか？

気になった

メーカー・商品名

18;20

「冷蔵庫」購買行動報告書：報告用シート

新橋花子

ヤマダ電気　浦和店

2004/9/12

17:00

【行動データシートサンプル】

２－Ａ．事後アンケート 名前  

Ｑ１．今回訪問した店舗の中で、あなた自身の印象として"最も目立っていたカーナビ"は何ですか。「メーカー名」「商品名」を教えてください。
またその具体的な理由もできるだけ詳しくお答えください。

メーカー名 商品名

具体的な理由

Ｑ２．今回訪問した店舗の中で、あなた自身の印象として"最も目立っていたカーナビのPOP"は何ですか。「メーカー名」「商品名」を教えてください。
またその具体的な理由もできるだけ詳しくお答えください。

メーカー名 商品名

具体的な理由

Ｑ3．今回ご覧いただいたカーナビ売場の中で、"最終的に欲しいと思った商品"を教えてください。
また、その商品を欲しいと思った決め手になった理由も教えてください。

メーカー名 商品名

具体的な理由

Ｑ４．今回、この店舗を訪問してみて、"「もっとこんな情報があったら・・・」と感じた情報"はどの様な内容でしたか。
逆に店舗全体で接した情報で"「この情報はＧｏｏｄ！」と感じた情報"どの様な内容でしたか。それぞれ具体的に教えてください。

「もっとこんな情報があったら・・・」と感じた情報 「この情報はＧｏｏｄ！」と感じた情報

Ｑ５．今回訪問した店舗についてどの様な感想をお持ちになりましたか。お気づきになった点など、何でも結構ですので具体的に教えてください。
（80～200字程度）

【事後アンケート サンプル】

購買行動観察調査の特徴
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【購買行動観察調査】サマリーレポート例

サンプル（購入決定商品一覧） サンプル（店内動線パターン）

サンプル（売場づくりのヒント） サンプル（個人別レポート）
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購買行動プロトコル調査

氏名

店舗名

入店時刻

退店時刻

１．購買行動報告書：データ編（色々と迷ったりして気がついたら30以上行ってしまった場合には、セルを追加して入力願います）

行動№
その商品が

気になったキッカケ
行動 行動によって

判ったことは何ですか？
判らなかったことは何ですか？ どのように感じましたか？

書き方の例 ○○電気 ×××× 「冷蔵庫」に赤い目立つ字で「話題の
ノンフロンタイプ！」という表示がつい
ていた。「他社製品と比べてどう違う
のかな？」と思った。

まず売場全体を見回してみて、とり
あえず“冷蔵庫コーナー”にある
「冷蔵庫」を一つ一つ見て廻った。

ＰＯＰには「ノンフロン」と書いて
あった。地球にやさしく、なおかつ
従来より電気代がお得なのだそう
です。

「ノンフロン」と書いていないものは
いまだにフロンガスが発生してしま
うのではないか

久々に冷蔵庫売り場を見たけど、
環境に優しいのが売りというのは
長く使えそうでとても惹かれた

1日立 冷蔵庫に赤い目立つシールが貼っ
てある。「ビタミンイオン」ってなんだろ
う？ラップなし、新鮮保存だって、どう
いうことだろう？

うわー！すごいたくさん冷蔵庫が
ある。この中から選ぶのは大変だ
なと思いつつ、一番端の冷蔵庫の
シールに目がとまった。

わからなかった。 シールだけでは意味がわからない
ので、ドアをあけて説明を読むが
頭に入ってこない。どうしてラップ
なしでもいいのか？

よくＣＭでラップがいらないと耳に
はしていたが、なぜなのかはわか
らなかった。詳しい説明がないの
でまだわからない。

2東芝 冷蔵庫の表面にシールでシングル冷
却と３室冷却の絵が貼ってあった。

日立の隣に東芝の冷蔵庫があり、
シールが貼ってある。新鮮保存に
ついての説明のようなので、じっと
見た。

従来の製品は冷蔵庫全体を冷却
していたが、これは３室それぞれ
に冷却をするので、鮮度が違うと
いうことがわかった。

でも、鮮度がいいからってラップを
しなくてもいいのはなぜなのか？

それぞれで冷却しているのは確か
に開けるたびに冷蔵庫全体の温
度が下がらないわけだから、効率
的だと思った。

3シャープ 観音開きははじめて見た。我が家の
冷蔵庫を置く場所は決まっているの
で、冷蔵庫の前が狭いのが難点だと
思っていた。ふたを開けすぎて前の
対面式 調理台にぶ か 閉まら

ズラーっと並んでいる冷蔵庫を見
ていたら、お客さんに説明している
店員の声が聞こえてきた。「観音開
きだと冷蔵庫の前が狭い場合に少

ペ も幅がな 開

実際に開けてみたが、半分開けた
だけでは冷蔵庫の中身がわからな
いので、両方開けることになる。両
扉に物が入っているのでそれが
じ ま 中が見にく 両方開け

わからないことはなし。 確かに扉の幅はないので、少しの
スペースでも開けやすいが、実際
に使ってみると使いづらい。一つ
の扉でもダーっと開けていることに
は変わりな が 両扉に物がぎ4シャープ 冷蔵庫を置いているのが台所の端で

左開きだが、私が家事をするのは反
対側なので、いつも冷蔵庫を通り過
ぎてから開けている。子ども達が飲み
物などを取り出す には左開き 方

お客さんがたくさんいて、夫婦で
話しているのが聞こえる。「両開き
だと便利よね」の声に両開きタイプ
を見た。

どちらからでも、軽く開け閉めでき
るので驚いた。これなら、確かに便
利だろうなっと思った。

両方から開け閉めできるということ
は構造上、早くだめになるんじゃ
ないかと思ったが、これは店員さ
んにでも聞かないとわからない。

我が家のあの場所に置くのには両
開きは便利だが、長持ちしないよ
うでは困る。他にも重要な購入ポ
イントがあるような気がして、とりあ
えずは他を見る とにする5三菱 何か、おもしろい。野菜の絵が目立っ

ていたので、確かに大根なんて切ら
ないで収納できたらいいかもって思っ
た。

「ながーい野菜も切らずに冷凍」の
野菜のシールに目がいく。

扉をあけると扉側に野菜を縦にい
れられるようになっている。ただ、
冷蔵庫側は小さな扉がいくつも
あっていちいち扉を開けないと野
菜が出 入れ きな

わからないことはなし。 冷蔵庫にしまうのに考えながらしま
わないので、目当ての野菜がどこ
にしまってあるのか、すべての扉を
開けないとわからないなんてことも
ありそう 目 わかる野菜室6ナショナル 今、フロンがとやかく言われているの

でノンフロンは歓迎すべき機能だと
思ったが、みんなそうなのかしら？

ノンフロンのシールがほとんどの冷
蔵庫に貼ってあった。近くにいた
店員に「ここにある冷蔵庫はすべ
てノンフロンなんですか？」と聞く。

「あちら側の小さい冷蔵庫以外は
すべてノンフロンタイプです」と言
われた。環境を考えてこれからの
冷蔵庫はみんなノンフロンというこ
と ようだ

ノンフロンタイプだったら、古くなっ
た時には引き取り料が安くなるん
だろうか？まだ、先のことだから聞
かなかったけど・・・

小さい冷蔵庫を買うつもりはない
ので、ノンフロンの冷蔵庫を買うこ
とになりそう。環境にやさしいから
安心できる。

7東芝 鮮蔵庫 触っただけで開けられる必要がある
のか疑問だが、新しい機能には興味
がある。

電動タッチオープンドアの文字に
触るだけで開けられるのかと側に
行って試してみる

確かに、軽くタッチすると開く。手
が汚れているときなどには便利そ
う。

いっぱいタッチしているうちに壊れ
たりしないのだろうか？

今でも、ひっぱって開けているか
ら、タッチして開けなくても別にい
いかーとも思う。

8東芝 鮮蔵庫 今使っているのがなんと２０年。壊れ
ないから使っているが、そういうことを
考えると壊れにくい品が欲しい。

そばに店員が来たので聞いてみ
る。「こういう電動のって壊れやすく
ないですか？」

電気で開け閉めしているのではな
いそう。冷蔵庫の上の部分とタッチ
する部分が連動していて開けるこ
とができるので、なんてことはな

う風に説明を受けた

機械の仕組みがわからないので、
電気ではなくバネの力で開けるの
だろうか？

わかったような気がしたが、やっぱ
り普通のタイプよりは早くだめにな
りそうな気がする。

9東芝 鮮蔵庫 今や勝手に氷ができる冷蔵庫が普通
のようだが、我が家は今だに水を入
れて、こぼれないように冷蔵庫に戻し
ているからうらやましい。でも、実はあ
れが掃除が きな ために不潔に

洗える製氷機能と書いてあるシー
ルが貼ってあったのでどうこうこと
だろうと中を開ける。

製氷皿は取り出すことができるし、
水を入れる部分も取り出せる。取り
出せることが洗えることにつながる
のかな？

製氷皿おそうじ機能の意味がいま
ひとつわからない。

両方ともに取り出せて洗えるのは
あたりまえのような気がしたので、
わざわざ洗えるとシールを貼るの
がわからない。普通は取り出せな
だろうか

気になった
メーカー・商品名
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「冷蔵庫」購買行動報告書：報告用シート

新橋花子

ヤマダ電気　浦和店

2004/9/12

17:00

消費者の購買行動と購買心理のプロセスを明らかにします。

■概算費用
（サマリーレポートまで含む）

※税抜の価格となります

購買行動プロトコル調査とは、購買行動の入店から退店までの全プロセスをデータ化する調査手法です。
店内をどのように歩き、何に注目し（パッケージ、ＰＯＰ、ブランド、価格など）、何に触れて、何を買ったのか・・・という
【行動】データと、その時何を感じたのかという 【気持ち】データ の両方を開発し、購買行動の実態を把握します。

調査は、調査対象者と調査員の２人１組で行い、
調査員が対象者の行動を観察し、その行動の
背景にある気持ちについてヒアリングを行ないます。

実施フローイメージ

退店後に、店舗近くの喫茶店などに移動し、
より詳細な内容について事後インタビューを
行ないます。

事後アンケートにより
店頭での商品力をチェックできます。

①店内行動観察 ②事後インタビュー

実際にお店に行く前にはテーマ商品について一切触れず、
調査終了後、事後アンケートをとることにより、
テーマ商品が実際の売場でどのように見えているのかを
チェックすることができます。
「パッケージ評価では評価が非常に高かったのに、
実際にお店に並ぶと全く目立たない」
といった理由や、お店による売れ行きの違いなどを調査する
ことができます。

１０名 １００万～

２０名 １８０万～

３０名 ２４０万～

■POPなど、販促ツールの効果検証に ■店頭での販促プラン構築資料に
■商品改良ポイントの発見に ■営業マンの売場（棚）提案材料に

購買行動プロセスシート サマリーレポートイメージ

行動観察＋①事後インタビュー
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アイカメラ購買行動観察調査

消費者の店内での動線や購買行動プロセスを映像でよりリアルに把握することができます。

■対象者がピンホールカメラを内臓したメガネ型ビデオカメラを装着し、
店頭で実際に買物行動をしたものを録画。店頭で買い物客がとる行動を「そのまま」把握します。

■調査終了後に、対象者にインタビューを実施。
実際に店頭で「見ているもの」「行った行動」とその解釈を把握します。

録画機能の付いたメガネを装着し、指定のカテ
ゴリー商品を自由に選んでいただきます。

調査終了後に、喫茶店などで事後インタビュー。
インタビューはあらかじめ設計された定性的な
調査票に基づいて行われ、店内での映像データを
確認しながら、意識データを収集します。

ＰＯＰ？

パッケージ？

陳列？
ＢＧＭ？

※調査の実施は、事前に店舗側の許可が必要となります。

①店内買物行動 ②事後インタビュー

メガネ型ムービーカム

調査対象事項：

消費者の売場内での動線

陳列商品・販促物での詳細行動
（手に取った、パッケージの裏を読んだ等）

販促物(ブランドロゴ、仕様説明POP等)の認知及びその効果

購入意思決定に影響を与える情報
（店舗スタッフの説明や対応に関する評価を含む）

視線の動きまでは把握できません。

※税抜の価格となります

１０名 ９０万～

２０名 １７０万～

３０名 ２２０万～

■概算費用
（サマリーレポートまで含む）

※映像の編集作業により費用は変動いたします。

①事後インタビュー＋②視界映像

購買行動プロセスシート 映像データ 店内動線図
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アイトラッキングカメラ購買行動調査

赤外線により視点を計測できるアイトラッキングカメラを装着することで、
対象者の視線から、売場で目を留めた販促物や商品、手に取った商品、
実際に購入した商品を判別し、陳列棚別にプロットします。
これにより、売場での対象者と販促物や商品の接触を把握できます。

 消費者が接触する頻度の高い販促物や商品を認識します。
 手に取る、裏を見る、説明を読む、などの行動詳細を把握します。
 ＰＯＰから商品、商品からＰＯＰ等、販促物との行動の往来時間、頻度から影響度を把握します。
 購買行動に影響を与える要因を陳列棚レベルで分析します。

【リプレイ動画】 【陳列棚の注視部分のヒートマップ】【プロット図】

アイトラッキングカメラ

①事後インタビュー＋②視界映像＋③視点映像

陳列棚の視覚行動を分析します。

レポートアウトプットイメージ

１０名 １４０万～

２０名 ２５０万～

３０名 ３００万～

モバイルアイトラッカー＆録画機材
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ユーザーは、自分自身の行動をすべて把握しているわけではなく、何気ない、無意識の行動については
事後でインタビューを行っても、「そんな事しました？」と、まったく認識していないことが多くみられ、
本人の購買行動をデータなしに思い出しでインタビューするのは、リスクを伴います。
自分の行動を思い出すきっかけとして、自分の購買行動の「映像データ」を用いてのインタビューは非常に有効です。

アイカメラ購買行動観察調査

ＮＯ カテゴリ 商品名 行動 気持ち 金額
購買
パターン

コンタクト
ポイント きっかけ 検討時間

(秒）

1 （５）精肉 豚ロース肉

まっすぐ精肉売り場に
向かい、売り場上部の
「１パック３５０円」の大
きなPOPを見て、ロース
厚切り２枚入りのパック
を５パック手にとっては
見比べて、下のほうから
１パック選びかごに入れ
る。

シチューとは別に、豚ロースを
焼いたものを作ろうと思っていた
ので、豚ロース厚切り・２枚入り
を探した。夫と娘用で、2枚でよ
い。夫が食べずにあまれば、自
分が食べる。自分はどっちでも
いいので、あえてたくさん買わな
くてよい。

\350
カテゴリ
計画

定番棚、
ボードＰ
ＯＰ

適量 60秒

2 （５）精肉 豚ロース肉

周りの豚肉の棚を少し
見回して、一旦対面の
売り場に向かうが、ガラ
スケースをさっと見回し
て、すぐに元の売り場に
戻る。ひれ肉やカレー
用の肉を見て、結局
ロースの３枚入りを買っ
た。

シチュー用に、赤身のモモ一口
カツ用を探したがなかったので、
一旦対面の量り売りコーナーに
向かったが、そこにもなかった。
そこで元に戻って、ひれ肉を一
旦手に取ったが、「高いし、煮込
むとパサパサするな」と思って、
カレー用を見たが、それも美味
しそうでなく、｢そういえば、以前
カレー用でシチューを作ったら美
味しくなかったな｣と思い出した。
ロースならまだいいかな、と３枚
入りを選んだ。

\350
代替購
買

定番棚 味 145秒

＋

購買行動 映像データ 購買行動＆心理 プロセスシート

「映像データ」を用いた事後インタビューの有効性
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「行動観察」＋「インタビュー」

ＮＯ カテゴリ 商品名 行動 気持ち 金額
購買
パターン

コンタクト
ポイント きっかけ

検討時間
(秒）

1 （１５）卵
植物の恵み
（イセ食品　）

カゴを手に取り、店内に入ると、他の商品
には目もくれず、卵の棚に向かう。棚には
他にも卵商品があったが、迷うことなく、１９
８円の「植物の恵み」の棚全体を見る。そ
の後、一番高い棚から１つ取り、カゴに入
れる。

お店に入ってすぐに卵が目に付いたので、
忘れないうちにカゴに入れた。卵は買おう
と思っていた。他にも種類があったが、物
の良さそうなもので値下がっていた。もっと
安いのがあったが、いつもこの値段で買
う。９８円の卵もたまに買うが、良さそうなも
のが１９８円で売っていると値頃感があっ
て、買う。その方が安心がある。

\198
カテゴリ
計画

定番棚 価格 14秒

意識＝心理的反応 → 直接観察は不可

・どのような属性の買物客が
・どのような行動を
・どのくらいの回数、時間で・・・など

・なぜその行動を起こしたのか
・なぜ見たのか、手に取ったのか
・なぜ購入したのか
・どう感じたのか・・・・など

「行動観察」と「インタビュー」を組み合わせた手法が有効

「行動観察」でわかること 「行動観察」のみではわからないこと
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アウトプットイメージ

買物行動からの気づき 店内動線×購入金額

カテゴリー別 売場滞留時間
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Field

実店舗を活用した各種マーケティングサービスのご紹介

小売店の売上高の約7割が“非計画購買”によるものと言われており、購買の意思決定は殆ど店頭で行われています。
「モノが売れる理由・売れない理由」は、店頭でのお客様の行動の中にこそあります。

昨今、「ショッパーインサイト」、すなわち、生活者が店頭で「なんとなく」行っている購買行動や、その意思決定要因を探ることで、
生活者の店頭における購買意欲を刺激するためのマーケティング活動につなげていく手立てが注目されています。

しかし、店頭におけるショッパーインサイトを深く理解する為には、店舗協力なしでは限界がありました。

当社の、これまでの『店頭マーケティングソリューションの実績』の中で培った、ネットワークにより、
特定チャネル・チェーンの実店舗にて、各種マーケティングサービスをご提供させて頂きます。

来店客調査（出口調査）

来店客へのアンケート調査

⇒ 購買理由・購買動機

買物行動/心理・利用頻度 など

店頭ビデオ撮影

買物行動をビデオ撮影、および動体検知セ
ンサー等による買物行動観察

⇒ 棚前での買物行動、売場の立寄り率

商品の接触率 など

店頭実験

テストマーケティングの実施

⇒ 売場演出の変更、テストＰＯＰの取り付け

テストプロモーションの実施 など

店長・売場責任者へのインタビュー

店長・売場責任者へのヒアリング

⇒ 売れ行き/売り方/棚割の考え方

販促評価・要望 など

ＰＯＳデータ収集

当該店舗のＰＯＳデータ収集

⇒ 期間/属性/数/売価 など

実施背景

サービスの一例

買物行動観察調査・動線調査

店内動線・滞留時間・買物行動の観察

および事後ヒアリング

⇒店内での動線・滞留時間・買物行動/心理などシ
ョ
ッ
パ
ー
を
対
象
と
し
た
調
査

流
通
を
対
象
と
し
た
調
査

食品スーパー

ドラッグストア

コンビニエンス
ストア

家電量販店
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※店舗協力費用は業態によって異なります。その他実施したい内容がございましたらご相談下さい。

主なサービスメニュー一覧

○：ほぼ実施可能

△：交渉により実施可能性あり

☓：実施不可

△

○

△

△

○

○

Ｈ
Ｃ

流
通
を
対
象
と
し
た
調
査

シ
ョ
ッ
パ
ー
を
対
象
と
し
た
調
査

☓○△△

棚上・売場前等にカメラもしくは、動体検
知センサーを設置し来店客の買物行動を記
録。

（要相談）

売場における来店客の買物行動の把握
属性別での店内行動・動線の違いの把握
売場立寄り率、商品接触率等の把握
棚前心理の把握

③店頭ビデオ観察

△○○○

店頭アンケート

（ＳＭ店舗では、店舗内にスペースを確保し、
試食やパッケージ評価等の会場調査を行う
ことも可能です）

購入者の買った瞬間の買物心理の解明

店頭における買物行動、購買決定要因の解明

売場づくり、棚割、ツール制作の裏づけ
②来店客調査

△○○○

専任調査員による買物客の行動観察と

事後インタビューを実施する。

または、アイカメラ・小型カメラを被験者が
装着して視界と動線の記録を行い、映像を
振り返りながら事後インタビューを行う。

来店客の店内行動の把握

属性別での店内行動の違いなどの把握

店頭における買物行動、購買決定要因の解明

①動線・買物

行動観察調査

△

○

△

Ｓ
Ｍ

○

○

○

Ｃ
Ｖ
Ｓ

○

○

○

Ｄ
Ｒ
Ｇ

パネル店店長、売場責任者への

直接ヒアリング

パネル店店長からの情報提供

１カテゴリー×１週間分

ＳＭでは、指定メーカー商品のみ提供

店舗協力による実験（効果測定）

手法

○

売場づくりの基本的な考え方

各社の評価（製品/プロモーション/ツール）

カテゴリーの売れ行き

来店客層と購買行動

メーカーへの要望事項 など

⑥店長・売場責任
者へのインタビュー

家
電目的・内容サービス

☓

当該カテゴリーの販売状況の把握

時間帯別、属性別販売数の把握

チェーン・立地別での売れ行き
関連購買の把握（バスケット分析）

⑤ＰＯＳデータ収集

△

テストＰＯＰ/ツールの取り付け

棚割り・売場演出変更による効果測定

ツール、キャンペーンなどの受容性の把握
④店頭実験


