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Picture

“Innovation”

Do you think of new technology? Flashy add-ons? Trendy menus? Today’s product innovations, like the 

growth they generate, are often incremental and fleeting. R&D spending rose 5.1 percent in 2015 and 

yet revenue for the same companies increased less than 1 percent.* Technology diffusion and globaliza-

tion are making it harder than ever to stay a step ahead of the competition. And, the radical transparency 

of the digital world favors “Excellent” reviews over brand loyalty. So what are today’s best, most innova-

tive brands doing to stay distinct and relevant? They’re diving into the experience.

* Barry Jaruzelski, Kevin Schwartz, and Volker Staack, “Innovation
,
s New World Order,” strategy+business, 

October 27, 2015, http://www.strategy-business.com/feature/00370?gko=e606a.html.

「イノベーション」とは何か？

それは新たなテクノロジーでしょうか？それとも、一見華やかなソフトウェアの拡張機能でしょうか？
または、トレンディーなメニューでしょうか？今日のプロダクトイノベーションは、付加的で、はかないも
のであり、それがもたらす成長もまた同様です。ある調査によると、2015 年、企業の研究開発費は
5.1%増加しましたが、収益の増加は1%未満＊でした。テクノロジーの普及とグローバル化は、競争
に抜きん出ることをかつてないほど困難にしています。そして、デジタルワールドの徹底的な透明性
により、ブランドロイヤルティよりも、一般のレビューによる高評価の方が、重要性を増してきていま
す。そのような中、今日、最も革新的なリーディングブランドは、他から際立ち、また、実質的な価値を
保ち続けるために、エクスペリエンス イノベーションの真っ只中にあるのです。

Experience Innovation
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いま大きな成功を収めている企業は、
自社のプロダクトの特定の機能やデ
ザインではなく、顧客がそれらのプロ

ダクトをどのように使っているのか、ということ
を、より幅広いエクスペリエンス全体を通して
再考することにより、新たな価値を生み出し、ブ
ランドロイヤルティを獲得しています。配車サー
ビスのUberは、車両の変更や運転手の再教育
を実施したのではなく、配車の手配の仕方、乗
り方、支払方法を根本的に変えたのです。
Airbnbは、旅行予約サイトやホテルを再設計
したわけではありません。旅行者が宿泊先を
見つける方法を、根本的に考え直したのです。
このような事例は他にもたくさんあります。
Warby Parkerは、有名デザイナーなしでメガネ
を作りました。そして、Gilletteがカミソリの刃を
もう1枚増やそうかと考えている間に、ソーシャ
ルメディアの流行に支えられて、シンプルで安
価なカミソリの定期購入サービスDollar Shave 
Clubが現れ、業界に革命を起こしました。

プロダクトイノベーションにおいて伝説的な企
業でさえ、エクスペリエンスの改善によって売
上の増加が可能なことに気づきました。Nike
は、シューズだけではなく、フィットネス体験と
フィットネスコミュニティにイノベーションをも
たらしています。Teslaの電気自動車は簡単な
eDocsデジタル署名1つで購入でき、自宅配送
や技術者の訪問予約（車体検査は遠隔でも可
能です）などの特有のサービスが利用できます。

Warby Parkerは、メガネの購入プロセスは面
倒で、検眼士が介在することで割高になってい
ることに目をつけました。そこで、オンライン販
売を可能にするために、購入プロセス全体を再
設計しました。95ドルという価格設定から、フ
レームが売れるごとに貧しい人に一本の眼鏡
を無料提供するシステムまで、Warby Parker
は、エクスペリエンス イノベーションの創造的
可能性を最大限に引き出しています。

また、伝統的な企業も、エクスペリエンス イノ
ベーションが利益をもたらすことを知っていま
す。Progressiveは、保険会社というものは、普
段は顧客にとって遠い存在であるが、一度事
故が起きれば、ストレスが多く、慣れない状況
下に置かれている顧客を現場で支援すること
で、大きな安心感を与える存在になれることに
気づきました。
いずれの場合も、企業は、満たされていない
ニーズに対応し、話題性を創造し、差別化と成
長をもたらすために、プロダクトの仕様だけで
はなく、顧客のエクスペリエンスを再設計しまし
た。

プロダクトだけを見るのではなく、より大きな視
点を取ることによって、これらの企業は、プロダ
クトやサービスの周囲の状況を把握し、ユー
ザーを取り込む環境を整えました。そして、私
たちLippincottが「エクスペリエンス イノベー
ション」と呼ぶ新しい手法をマスターしました。
つまり、顧客の生活や顧客とプロダクトとの接
点を幅広い視点から見ることによって、新しく、
想定外なシグネチュアモーメント（特別な瞬
間）を創出するのです。エクスペリエンス イノ
ベーション企業は、主力のプロダクトやサービ
スを取り巻く豊富なエクスペリエンスの構築に
よって、自らのブランドに独自のやり方で、顧客
の問題を解決しています。今や、エクスペリエ
ンス イノベーションは、プロダクトイノベーショ
ンを凌駕しつつあるのです。

「ものづくり」を越えて
Going beyond the product

Experience Innovation
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C ompanies are creating new value and 

gaining brand loyalty not by focusing 

on specific product features or design, 

but by reimagining the broader experience of 

how customers use their products. Car service 

Uber didn’t change the vehicle or retrain the 

drivers; it fundamentally changed how you 

order, meet and pay for rides. Airbnb didn’t rede-

sign the travel portal or the hotel; it completely 

rethought how people can find the room they 

need. The list goes on: Snapchat changed news 

consumption. Warby Parker fashioned eyewear 

without big name designers. And while Gillette 

is looking at one more blade on the razor, 

innovator Dollar Shave Club shook up the 

market with a simple, low-cost mail subscription 

model.

Even legendary product innovation leaders see 

that they can increase sales by improving the 

experience. Nike is innovating the fitness 

experience and the community, not just the 

shoe. Tesla lets you buy a car using a digital 

signature, request home delivery and schedule 

services with roaming technicians who can 

remotely diagnose issues.

Warby Parker saw that purchasing fashion 

eyewear is cumbersome and made expensive by 

the specialist optometry channel. So it rede-

signed the buying process, from beginning to 

end, to work over the web. Warby Parker 

embodies the creative potential of great 

experience innovation, from the $95 price, to the 

donation of glasses to those in need for every 

frame purchased.

Even traditional players see that innovating the 

experience creates real rewards. Progressive 

recognized that insurance can be a boring 

arm’s-length relationship until you have an 

accident, where its on-site accident assistance 

provides huge relief in a stressful and unfamiliar 

situation. 

In each case, these companies redesigned the 

customer experience — not just the traditional 

product features — to address unmet needs, cre-

ate “talk-worthiness” and drive differentiation 

and growth.

By opening the product lens to take a broader 

view, each of these companies discovered 

adjacencies that wrap around their products or 

services to create an immersive environment. 

These companies have mastered a new disci-

pline that we refer to as “experience innovation.” 

They are taking a broader view of their custom-

ers’ lives and how they interact with products to 

create new and unexpected “signature” 

moments. These experience innovators are 

solving customer problems in a way unique to 

their brands, with a rich array of experiences that 

surround and connect to the core offer. Increas-

ingly, experience innovation trumps product 

innovation.

Experience Innovation

Going beyond the product
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エクスペリエンス イノベーション
Experience Innovation
名詞 n. 

顧客の生活や顧客とプロダクトとの関係を
大局的に見ることによって、顧客の期待を 
越える、新鮮なシグネチュアモーメント 

（特別な瞬間）を提供すること。
Creating new ways to delight customers by taking 
a broader view of their lives and how they interact 
with your product, and delivering new, unexpected 
signature moments.

Experience Innovation

Going beyond the product
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The experience is the brand
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エクスペリエンス イノベーションは、も
ちろん、それほど新しいものではあり
ません。Virginの空港ラウンジ、Nike

のフラッグシップストア、Starbucksのカフェ、
Disneyのテーマパークは、何年も前から、この
分野での模範例を示してきました。これらの革
新的企業は、エクスペリエンスとは、単に、飛行
機、シューズ、コーヒーや乗り物だけによるので
はなく、実際のユーザーがそれらの利用時に何
を思い、感じるか、が決め手である、ということ
を教えてくれています。

しかし、多くの企業がこのことに気づいている
にもかかわらず、実際にこの問題に正しく取り
組み、成功している例はごくわずかです。米国
の調査会社Forresterの最近の調査によると、
企業幹部の80%以上が、顧客のエクスペリエ
ンスの向上に重点を置いている、と言っていま
す。にもかかわらず、企業の85%は、差別化さ
れた顧客のエクスペリエンスの構築はおろか、
それがどのようなものであるかを判断する体系
的な基準さえ持っていません。

今後、エクスペリエンス イノベーションは、競争
上、必須になっていくことでしょう。今日のよう
なデジタル社会では、かつてないほど多くのブ
ランドやタッチポイント（顧客接点）が存在して
いるため、顧客の関心や愛着が失われやすく
なっています。また、モバイルテクノロジーや
ソーシャルテクノロジーにより、時間や場所を
問わず顧客と接点を保つことができるように
なったため、ブランドの付加価値を高めるため
の、多くの新しい手段が可能になりました。つ
まり、私たちは新しい世界に足を踏み入れてい
るという認識を持つべきなのです。エクスペリ
エンス イノベーションによって、（米国ストア
チェーン店TargetがMissoniと提携した期間
限定店のように）話題性を創造し、（顧客を
ディーラーに行かせるのではなく、顧客の家ま
で車の修理に出向くTeslaのように）予想外の
方法で差別化し、（送料無料、書籍レンタル
サービス、デジタルストリーミングを無制限で提
供するAmazon Primeのように）ロイヤルティ
を強化することができます。このように、一般
に、エクスペリエンス イノベーションは、単なる
プロダクトの改良よりも、大きなチャンスをもた
らします。しかし、それは簡単なことではありま
せん。

エクスペリエンスこそが、ブランドである
The experience is the brand

85%
の企業は、差別化された顧客のエクスペリエンス 
の構築はおろか、それがどのようなものであるかを
判断する体系的な基準さえ持っていません。

Experience Innovation

The experience is the brand
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E xperience innovation, of course, is not 

new. Virgin’s airport clubs, Nike’s 

flagship stores, Starbucks restaurants 

and Disney’s Parks set the standard many years 

ago. These innovators show us that the experi-

ence isn’t just about the planes, the shoes, the 

coffee or the even the rides — it’s about how we 

feel when we use the product or service.

But while many companies may recognize this, 

very few deliver or approach it the right way. In a 

recent Forrester study more than 80 percent of 

senior business leaders said their companies are 

focused on improving their customer experi-

ence. And yet, 85 percent of firms have no 

systematic approach to determine what a 

differentiated customer experience even looks 

like, let alone create one.

The reality is that innovating the experience is 

increasingly a competitive necessity. In today’s 

digital world, with more brands and touchpoints 

than ever before, customers can quickly lose 

attention and affection. Mobile and social 

technologies enable your brand to accompany 

customers anywhere and any time, opening up 

vast new avenues to add value. Innovating the 

experience allows you to create “talk-worthi-

ness” (as Target’s pop-up store with Missoni 

does), differentiate in unexpected ways (as Tesla 

does with offers to come to your home to service 

your car rather than making you go to a dealer-

ship) and enhance loyalty (as Amazon Prime 

does with its free limitless shipping, book 

borrowing and digital streaming). Innovating 

the experience generally holds greater opportu-

nity than advancing the core product. But it is 

also much harder.

85% of firms have no systematic approach 
to determine what a differentiated  
customer experience even looks like,  
let alone create one.

Experience Innovation

The experience is the brand
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エクスペリエンス イノベーションを実現
するには様々な困難が伴います。第
一に、プロダクトは、通常、一人の責

任者によって管理されますが、エクスペリエン
スには、それぞれ異なる目標や評価指標を持
つ複数のエキスパートが、担当者として関与し
ています。戦略が無事に策定されても、実際に
エクスペリエンスを変革するには、何千人もの
従業員を動員し、やる気を起こさせる必要があ
り、数十人のプロダクトデザイナーを連携させる
より、はるかに複雑な組織的な取り組みになり
ます。

第二に、エクスペリエンス イノベーションには、
大半の組織に欠けている能力やスキルが必要
になります。エクスペリエンスの改善は、業務プ
ロセスの一環であると思われがちですが、実際
は、むしろ民族学的な洞察、クリエイティブな発
想力、創造性あふれるビジョンが求められる課
題であるのです。一方、プロダクトイノベーショ
ンは、いま作っているものをどうやって改良す
るか、という一点に尽きます。

第三に、エクスペリエンス イノベーションには、
自らの事業を別の視点から見て、当たり前だと
思ってきたことを再考することが求められま
す。つまり、以下の指針が示すように、エクスペ
リエンス イノベーションには、新たな考え方と
プロセスが必要とされます。

A chieving experience innovation is 

challenging for many reasons. First, 

within an organization products are 

typically managed by one owner, while an 

experience can have dozens of masters, all with 

separate goals and metrics. If a strategy is 

forged, changing an experience can require 

mobilizing and energizing thousands of 

employees, a much more complex organization-

al task than aligning the few dozens who lead 

the design of a product.

Second, experience innovation requires 

mastering competencies that many organiza-

tions lack. Improving the experience is usually 

thought of as an operational process, not one 

revolving around ethnographic insights, creative 

ideation and blue-sky visioning. On the other 

hand, innovating the product is often a focused 

exercise — how do we make the thing we make 

better? 

And third, experience innovation requires 

thinking differently about your business, reimag-

ining things that may be taken for granted. Expe-

rience innovation requires a new mind-set and a 

new process, with several guiding principles.

エクスペリエンスの革新は、
業務プロセスの一環であると思われがちですが、
実際は、むしろ民族学的な洞察、クリエイティブな発想力、 
創造性あふれるビジョンが求められるのです。

エクスペリエンスの革新
A different mind-set

Improving the experience is usually thought of as an operational process,  
not one revolving around ethnographic insights, creative ideation and blue-sky visioning.

Experience Innovation

A different mind-set
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1 より良いプロダクトだけでなく、「喜び」を 
つくりだしましょう。

企業がエクスペリエンスを重視した取り組みを
始めると、大抵は、次の二つのいずれかの形で
失敗します。一つは、エンドツーエンド（端から
端まで）の、総合的なエクスペリエンスではな
く、特定のタッチポイント（例えばカスタマー
コールセンター）だけを対象にしてしまうこと。
もう一つは、ブランドエンゲージメントや顧客の
喜びや成長ではなく、業務やプロセスの効率に
捉われてしまうことです。すると、その取り組み
はあっという間に、最も重要なタッチポイントを
選び、競合他社のベンチマークを行い、主要な
業績評価指標を選び、業務の改善を実行、監
視するという、タッチポイントの機械的な最適
化活動へと、矮小化してしまいます。

エクスペリエンス イノベーションにおいては、
顧客の期待に応えるだけではなく、顧客とのつ
ながりや顧客のロイヤルティをもたらす真の感
情的要因を特定し、顧客を喜ばせることが大

切です。Venmoでベビーシッターに支払いを
したときのこと。Seamlessで朝食を届けても
らったときのこと。SoulCycleのスピンクラスで
汗をかいたときのこと。これらの初めての体験
は鮮明に記憶されています。斬新で、楽しいエ
クスペリエンスを通して、プロダクトやサービス
が他より魅力的なものであると感じられたから
です。そして、これらの経験は、その時々の感
情の記憶を通して、それぞれのブランドと結び
ついています。

2  顧客をとりまく潜在的および顕在的環境、
つまり、顧客の「エコシステム」全体を考え
ましょう。

イノベーションの機会を見つけるためには、多
くの場合、プロダクトカテゴリーという限定され
た領域を越えて考察してみることが必要で
す。イノベーションの申し子、Amazonを例にと
りましょう。Amazonは、成功と成長をもたらし
た中核的なサービスを取り巻く形で、大きな利
益を生み出す数々のサービスを構築しました。

It’s about creating delight, 

not just better products.

When companies focus on winning in the 

customer experience they often fall into one of 

two traps: targeting specific touchpoints (such 

as customer call centers) instead of addressing 

the holistic end-to-end customer experience; or, 

thinking in terms of operations and process 

efficiency instead of brand engagement, 

customer delight and growth. Efforts can quickly 

devolve into mechanistic touchpoint-optimiza-

tion exercises: Choose the most important 

touchpoints, benchmark the competition, pick 

key performance indicators and execute and 

monitor operational improvement.

Experience innovation is as much about how to 

delight as it is about how to deliver, how to 

identify the true emotional drivers of connection 

and loyalty. You remember the first time you 

used Venmo to pay the babysitter, had breakfast 

delivered to your door by Seamless or complet-

ed a sweaty, SoulCycle spin class. You remember 

because the experience was totally new and 

different and fun, and it made the product or 

service more appealing than the competition. 

These experiences are emotional markers for 

these brands.

It’s about looking at the whole customer 

“ecosystem,” not just where you play today.

Finding innovation opportunities often requires 

looking beyond your narrow product category. 

Consider Amazon, a poster child for innovation. 

Amazon has focused on building a lucrative array 

of services around its core offering, services that 

have been the major drivers of its success and 

growth. What started as an online bookstore 

quickly expanded into all areas of retail, grocer-

ies and recently,  video streaming and artificial 

intelligence. Thinking about the larger ecosys-

tem — the opportunities to meet customer 

needs in the spaces surrounding your core 

product or service offering — allows you to 

expand your base and create new opportunities 

for growth.

Experience Innovation

A different mind-set
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Nike and Starbucks also see the world this way. 

Nike has surrounded its performance products 

with fitness clubs, tracking apps, social media 

and community giveback programs. Once the 

“third place” to drink coffee, Starbucks has now 

developed a larger ecosystem that extends 

beyond morning coffee into daylong “moments 

of connection” across multiple food and 

beverage categories. New formats include a 

wine bar concept, with mobile payment and 

reward apps to enhance loyalty. Not to mention 

its plans for a 20,000-square-foot mega store in 

New York City, complete with roastery and 

tasting room.

It’s about being customer-centric, 

but not customer led.

Experience innovators recognize that consum-

ers can’t tell you about the things they need but 

haven’t yet imagined. And consumers can’t 

articulate how they will do things differently in 

the future. When Delta brought the lounge 

directly to the gate, it created a new experience 

for frequent travelers who had never thought of 

the gate as a café and social destination.   

The space takes advantage of Delta’s ability to 

deliver on its essence of “21st century gracious-

ness” in a way consumers might never have 

articulated in a focus group — and provides an 

opportunity for a new revenue stream.

オンライン書店として始まった同社の事業領
域は、小売全般、日用雑貨および食品販売、そ
して最近はビデオストリーミングや人工知能に
まで、急速に広がっていきました。より大きなエ
コシステム、つまり中核的なプロダクトやサービ
スの周辺領域で、顧客ニーズに応える機会を
考察してみることで、企業の基盤を拡大し、新
たな成長の機会を創出することが可能になる
のです。

NikeやStarbucksも同様の見方をしていま
す。Nikeは、そのパフォーマンスプロダクトを取
り巻くように、フィットネスクラブ、トラッキングア
プリ、ソーシャルメディア、コミュニティプログラ
ムを開発しました。かつては、コーヒーを飲む

「サードプレイス（ 第 三の居 場 所 ）」だった
Starbucksは、今では朝のコーヒーだけでなく、
様 な々フードやドリンクで一日中「moments of 
connection〜つながりの瞬間〜」が生まれる、
より大きなエコシステムを開発しました。また、
新たな店舗形態として、携帯電話による支払
いシステムや特典サービス用アプリなどのロイ
ヤルティ強化プログラムを伴ったワインバーな
どがあります。さらに、焙煎所とテイスティング
ルームを併設した、2万平方フィートの広さを誇
るメガストアを、ニューヨーク市に建設する計画
もあります。

3 顧客中心主義。でも、顧客主導は避けま
しょう。

エクスペリエンス イノベーション企業は、顧客
は自らの潜在ニーズについて語ることができな
い、ということを知っています。また、顧客は自
らの行動の変化も予測できません。Delta Air 
Linesは、ラウンジをゲートに直結させて、カフェ
と社交場に変え、フリークエントトラベラーを驚
かせました。消費者のグループインタビューで
は語ってくれなかったであろうと思われる形
で、その空間は、「21st century graciousness 

（21世紀らしい丁重さ）」を約束する同社の強
みを生かすことができましたし、また、新たな収
益源ももたらしました。

Experience Innovation

A different mind-set
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It’s about connecting the total experience 

together under the brand, not just delivering 

“a breakthrough idea.”

Finally, great experience innovation isn’t 

coming up with a single idea, but delivering a 

connected journey from one brand. The 

ecosystem of Mac, iPhone, iPad, Apple TV and 

now Apple Music ties together to create a 

uniquely Apple experience. Disney delivers 

magic with bracelets that optimize your waiting 

time in the park, a reimagined cruise experi-

ence, global vacation packages with a Disney 

twist and carefully curated apps that bring the 

experience to life for kids. One distinct idea, 

even a big one, is usually not enough. Product 

innovation might rely on one-off improvement; 

but experience innovation ties together 

multiple moments and experiences.

4  「画期的なアイディア」を生み出すだけでな
く、ブランドの統合的なエクスペリエンス
を演出しましょう。

最後に、理想的なエクスペリエンス イノベー
ションとは、単一のアイディアを思いつくという
ことではなく、継続性のある旅（ジャーニー）を、
一つのブランドとして、提供することです。
Mac、iPhone、Apple TV、Apple Musicが
一体となって構成されたエコシステムは、ユ
ニークな「Appleエクスペリエンス」を生み出し
ています。Disneyは、テーマパーク内での待ち

時間を最適化するブレスレット、リニューアルさ
れたクルーズ体験、Disneyらしい仕掛けを施
したグローバルなパッケージツアー、子どもた
ちの経験を生き生きとしたものにする綿密に
設計されたアプリなどで、顧客に「魔法」を掛け
ます。たった一つのアイディアでは、それがた
とえ大きなものでも、十分ではありません。プロ
ダクトイノベーションは単発の改善で済むかも
しれませんが、エクスペリエンス イノベーション
は様々な瞬間と経験を結びつける必要がある
のです。

Experience Innovation

A different mind-set
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エクスペリエンス イノベーションの開発
は、プロダクトイノベーションより複
雑かもしれませんが、その恩恵もかな

り大きなものになり得ます。エクスペリエンスに
重点を置くことで、期待値に関係なく、一定の
成果はもたらされます。

まず、そのブランド独自の、一連のつながりの瞬
間 を生 み 出 すことが できます 。例 え ば 、
Starbucksのバリスタのもてなし、カスタマイズ
された携帯アプリ、独自の商品プロモーション
や店舗環境などです。次に、顧客を喜ばせる

差別化されたシグネチュアエクスペリエンス
（そのブランド固有の象徴的な経験）は、顧客の
そのブランドに対する選好に強く影響します。
BMW独自の納車サービスや専用の自動車学
校などがその例です。最後に、最も影響力が
強いのは、顧客を幅広い視点で見ることで、全
く新しい成長の手段やビジネスモデルが明ら
かになることです。例えば 、IHG は Even 
Hotelsの開業により、新たな収益源を得ること
ができました。この革新的なホテルは、健康意
識の高い宿泊客が毎日の習慣を守れるように、
客室用フィットネス器具、健康的な食事オプ
ション、ナチュラルでリラックスできるスペース
などを提供しています。

エクスペリエンス イノベーションは、ブランドロ
イヤルティや選好力、また、マージンを向上させ
る差別化につながります。行動科学の研究に
よれば、休暇やコンサートなどの経験にお金を
費やすことには、単に何かを購入した場合より
も、高い満足度が伴うそうです。また、その経験
から得る喜びが大きければ大きいほど、出費す
る額も大きくなります。さらに、強力なエクスペ
リエンス イノベーションは、有意義なスイッチン
グバリアを創り出します。Nespressoのカプセ
ル定期購入やAmazon Dash Buttonがその
好例と言えます。

あるハイテク業界のクライアントにおいては、契
約を更新する顧客の50%は、ソフトウェアの品
質、使いやすさ、機能性を理由に挙げているこ
とがわかりました。しかし、残りの50%は、販売
やニーズの特定プロセス、契約プロセス、教育
プログラム、継続的なサービスなどを理由に更
新していました。こうしたエクスペリエンスの要
素は、創造的な思考と不断の努力で約2倍に
改善できますが、プロダクトの改良は 10〜
20%が限界です。

大きな視点が、大きな投資効果を生む。
Think big for big returns

ロイヤルティを高めるには、大抵の場合、
プロダクトよりエクスペリエンスを差別化する方が
簡単です。

Experience Innovation

Think big for big returns
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E xperience innovation may be more 

complex than product innovation, but 

the rewards can be significantly greater. 

Focusing on the experience can create returns 

regardless of the degree of ambition.

At a basic level, companies can create a series of 

connected unique brand moments — such as 

the Starbucks barista ritual, personalized mobile 

app, and unique merchandising and store 

environment. Second, there is the opportunity 

to drive real preference with major signature 

experiences that differentiate and delight, such 

as BMW’s distinctive vehicle delivery service and 

exclusive driving school. Finally, and most 

impactful, taking a broader view of the customer 

can unlock entirely new avenues for growth and 

business models. For example, IHG is opening a 

new revenue stream with the launch of Even 

Hotels. This innovative hotel offering caters to 

health-conscious travelers wanting to keep up 

with their daily routines, with in-room fitness 

equipment, healthy food options and natural, 

relaxing spaces.

Innovating the experience finds untapped sourc-

es of differentiation to drive loyalty, preference 

and margin. Behavioral science research shows 

that buying an experience, such as a vacation or 

a concert, is more rewarding than buying a prod-

uct alone. The more pleasurable the experience, 

the more people are willing to pay. And great 

experience innovations create meaningful 

switching barriers — witness Nespresso’s 

capsule subscription model or Amazon’s Dash 

button.

With one of our recent technology clients, we 

found 50 percent of customer renewals to be 

driven by the software’s quality, ease of use and 

functionality. But the other 50 percent was 

driven by the sales and needs identification 

process, the contracting, the education pro-

grams and the ongoing service. These experi-

ence elements could be improved almost 

twofold with creative thinking and hard work, 

whereas product improvement had a ceiling of 

10 or 20 percent.

It’s often much easier to find  
differentiation to drive loyalty  
from an experience than a product.

Experience Innovation

Think big for big returns
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500以上の消費者向けブランドを対象とするLippincott 調査によると、
エクスペリエンス イノベーションのリーダー企業の株価は、
この面で後進的な企業と比較して、年平均8%高い上昇率を示しており、
S&P*500 を大幅に上回っていることがわかりました。

1 ビジネスモデルはより効率的になります。

エクスペリエンス イノベーションに投資すると、
コストが上昇するわけではありません。エクス
ペリエンス イノベーション企業の多くは、より良
く魅力的なエクスペリエンスを開発しながら、
顧客サービスにかかるコストを削減していま
す。
Progressiveが事故現場サポートを提供する
場合、事故時に損害を評価するため、詐欺によ
る損失が減少します。Warby Parkerは、眼鏡

の購入プロセスを合理化することで販売コスト
を削減し、安価でより良い眼鏡を販売していま
す。医療保険のイノベーション企業CareMore
やIora Healthなどは、患者の健康問題の予防
に積極的に取り組むウェルネスコーチを雇うこ
とで、当初はコストが増えましたが、後々の治
療費が削減され、それを上回る大幅な節約を
実現しました。

The business models are more efficient.

Investing in experience innovation does not 

mean higher costs. Many customer experience 

innovators reduce the cost to serve customers as 

they create better, more endearing experiences. 

When Progressive provides on-site accident sup-

port, it reduces its fraud losses by assessing 

damage at the time of the accident. Streamlining 

the process of buying glasses reduces selling 

costs for Warby Parker, allowing the company to 

offer more for less. Health-care innovators such 

as CareMore and Iora Health initially add costs 

by engaging wellness coaches who proactively 

engage patients to head off health problems. 

But this experience innovation saves orders of 

magnitude more than it costs by reducing down-

stream acute care costs.

*米国市場に上場している代表的な500銘柄から算出される株価指数。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社による。

Experience Innovation

Experience innovation pays off
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2 成長の機会はより多くなります。

顧客のエコシステムにおける「エンドツーエンド」
（端から端まで）のエクスペリエンスについての
考察が、周辺事業によって新たな成長への機
会を生み出すための「サンドボックス」（実験
場）の拡大につながります。プロダクトの使用
に関連する活動とサービスは、プロダクト自体
の約10倍の市場規模がある場合が多いです。
Appleを例にとりましょう。iTunesは1日何百万
人ものユーザーを惹きつ け 、i C l o u d と
AppleCareは顧客に安心を与えていますが、

これらの付随サービスは、顧客との関係を強化
し、しかも、年間120億ドルの増分収益をもた
らします。NikeのNike+への移行は、シューズ
やアパレルの分野を越えて、全く新しいビジネ
スを開拓しました。また、Victoria’s Secretは、
衣料品や香水のショッピングエリアと年1回テ
レビ放映される特別なファッションショーを統
合させることで、50億ドルのブランドを構築しま
した。つまり、エクスペリエンスの設計によっ
て、対象市場を大幅に拡大することが可能に
なるのです。

500以上の消費者向けブランドを対象とする
Lippincott調査によると、エクスペリエンス イノ
ベーションのリーダー企業の株価は、この面で
後進的な企業と比較して、年平均8%高い上
昇率を示しており、S&P*500を大幅に上回っ
ていることがわかりました。この結果からも、エ
クスペリエンス イノベーションによる株主の利
益は相当なものであると言えるでしょう。

Lippincott’s study of more than 500  
consumer-facing brands shows the stock price  
of experience leaders appreciated an average  
of 8 percent per year more than laggards,  
significantly outperforming the S&P*500.

The opportunities for growth are more 

abundant.

Thinking about “end-to-end” customer ecosys-

tems enlarges the “sandbox” in which a compa-

ny plays and creates significant adjacent 

opportunities for new growth. The activities and 

services associated with using a product are 

often 10 times the size of the market for the 

product itself. For Apple, iTunes attracts millions 

of users a day, and iCloud and AppleCare offer 

peace of mind for its customers. These ancillary 

services strengthen Apple’s customer relation-

ships, and they represent $12 billion a year in 

incremental revenue. Nike’s move into Nike+ has 

opened up a whole new business beyond shoes 

and apparel. And Victoria’s Secret, which burst 

into the slow-growing intimates category a 

decade ago, has grabbed a 50 percent market 

share of a commodity business, building a $5 

billion brand by integrating a destination 

shopping experience with additional clothing, 

fragrance offers and a signature annual fashion 

show on TV. Experience thinking can dramatical-

ly expand the addressable market.

Lippincott’s study of more than 500 consum-

er-facing brands shows the stock price of 

experience leaders appreciated an average of 8 

percent per year more than laggards, significant-

ly outperforming the S&P 500. Given these 

payoffs, the shareholder value gains from experi-

ence innovation can be significant.

Experience Innovation

Experience innovation pays off
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真 にイノベーティブなエクスペリエンスを設計するプロセスは複雑です。それは、必ずしも、
典型的な顧客経験向上のための「プロセスエクセレンス」やマーケティングチームの「独
創的な才能」に基づくものではありません。むしろ、ハードワーク、コラボレーション、新し

いツールとプロセスが必要となります。私たちの経験によると、以下の要素が、エクスペリエンス イ
ノベーションを成功させるための鍵と言えます。

1 顧客の世界を広くマッピングしましょう。 

まず、カスタマージャーニーを広く詳細に研究
し、その改善可能性を考察することから始めま
す。顧客に何が必要かを聞くのではなく、顧客
はどのように行動するのか、何が顧客を楽しま
せたり悲しませたりするのかを観察します。事
実に基づくケースを構築し、顧客がプロダクト
を経験する各ステップでどんな行動や反応を
するかをよく見て、事実に基づくケースを構築
します。そして、新しい機会について想像を巡
らせて、どこに活躍の場を広げることができる
かよく考えてみます。

2  カスタマージャーニーの中で、根本的な変
革につながるタッチポイントを探し出し、情
緒的な絆をつくりましょう。

カスタマージャーニー（特に、最も頻度の高い
タッチポイント）をよくみて、新たな可能性につ
いて考えてみてください。各ポイントで、人々
が何に気づき、何を記憶することになるかを考
えます。そして、インパクトのある施策を導入で
きる場所を探します。例えば、プロセスから全
ステップを取り除いたり、順序を変えたり、予想
外の場所に新しい価値を付加することはでき
ますか？また、小さな施策でも、驚くほど強力な
感情的なインパクトを与えることもあり得るの
で、より広く探してみます（例えばDisneyは、予
定時刻 5分前に唐突に開園して、「今まさに
Disney Worldに入る」瞬間の感動を与えます）。
単純な改善ではなく、感情的なつながりを生み
出す、シグネチュアエクスペリエンス（そのブラ
ンド固有の象徴的な経験）を明確にすることに
重点を置くのです。

3 それぞれのエクスペリエンスを結びつけ、
一つのブランドへとつなげましょう。

社内チームにインスピレーションを授け、イノ
ベーションの大きな方向性を設定する手段とし
て、大胆で前向きな、エクスペリエンスの将来
の総合的なビジョンを作ります。明確な独自の
ガイドラインを用いて、あらゆる瞬間がブランド
ストーリーを語り、それぞれの形でブランドにつ
ながっているようにします。勢いをつけるため
の単純な施策と、より抜本的な変化と資源分配
を必要とする長期的な施策のバランスをとるよ
うに、ポートフォリオアプローチの観点から考慮
します。

4 チーム全体を巻き込みましょう。

幅広い、部門横断的なチームが、共同でこれら
のステップに取り組むことにより、驚くほど強力
な成果が生まれます。部門の壁を越えて才能
を集めることは、可能性の限界に挑み、また、成
功に向けて、本来の役割分担を越えて力を結
集させるために必須です。また、戦略の理解は
もちろん、実行には、周到な組織的取り組みが
不可欠です。エクスペリエンス イノベーション
の成功には何千人もの従業員の啓発と研修が
必要です。経営陣や現場の推進者が初期段
階から関与することで、企業全体を啓発し、変
革していくプロセスが始まります。

カスタマージャーニーの構築
A road map for creating connections

Experience Innovation

A road map to innovation
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T he process of designing a truly innovative experience is complex. It can neither rest on the 

“process excellence” of classic customer experience improvement efforts nor the “creative 

brilliance” of the marketing team. Hard work, collaboration and new tools and processes are 

required. In our experience, successful customer experience innovation needs to be grounded in the 

following key elements:

Map your customers’ world, broadly. 

Start with a broad and detailed exploration of the 

customer journey — and how it could be 

different. Don’t ask customers what they need, 

but observe how they behave and what makes 

them happy or sad. Build a fact-based case as 

you watch how customers behave and react at 

every step in the product experience. Imagine 

new opportunities and push yourself to think of 

new spaces where you could play.

Find points in the journey to change the 

game and make an emotional connection. 

Look at the map of what people do (their most 

frequent touchpoints) and assess what people 

could do. Think about what they will notice and 

what they will remember. Look for the big moves: 

Can you take entire steps out of the process, 

change the sequence, add new value in unex-

pected places? But also look for the little moves, 

as they can be surprisingly powerful emotional 

drivers (Disney unexpectedly opens the park 

gates five minutes in advance, feeding off the 

“I’m about to be at Disney world” thrill). Focus 

on defining signature experiences that deliver 

not just functional enhancements but also 

emotional connections.

Connect experiences to each other  

and to the brand.

Create an integrated vision for the future of your 

brand experience that is bold and forward-looking 

as a way of inspiring internal teams and setting a 

broad direction for innovation. Use a clear and 

proprietary set of guiding principles to make sure 

every moment tells your story and connects to 

your brand in your unique way. Think in terms of a 

portfolio approach to execution by balancing 

simple changes that build momentum with 

longer-term investments that require more radical 

changes and resourcing.

Engage the whole team.

When broad-based, interdisciplinary teams take 

these steps together, surprisingly powerful 

results can ensue. Drawing on expertise across 

functions is essential to push the thinking on 

what is possible and to forge connections across 

operational silos that enable real-world success. 

But, beyond getting the strategy right, thought-

ful organizational engagement is essential to 

execution. Successful experience innovation 

requires inspiring and training thousands of 

employees. The early involvement of leaders and 

frontline champions begins a process that 

should expand to inspire and transform the 

entire company. 

Experience Innovation

A road map to innovation
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エクスペリエンス イノベーションは、新たなマー
ケティングギミックではなく、差別化と成長を目
的とした新しいビジネス手法です。エクスペリエ
ンス イノベーションは、ブランドの置かれたエコ
システムの再定義を通した成長促進を試みる際
に、ブランドの活力と差別化を維持するために、
カテゴリーの革新から破壊まで、幅広いアイディ
アを考察する機会を与えてくれます。

あなたの会社は、顧客の幅広いエクスペリエン
スをイノベーションすることについて、どれだけ
真剣に考えていますか？他の多くの企業と同様
ならば、イノベーションへの注力と資源配分の
95%は、従来通りのプロダクトイノベーションに
向けられているはずです。このほんのわずかで
もエクスペリエンス イノベーションにシフトさせ
ることができれば、大きな成果がもたらされるで
しょう。

differentiator

experience
innovation
is a

Experience innovation isn’t a new marketing 
gimmick. It’s a new approach to business 
differentiation and growth. It gives you the 
opportunity to look at a spectrum of ideas, from 
category evolution to disruption, to maintain 
vitality and differentiation as you redefine the 
ecosystem and drive new growth.

How much does your company devote to thinking 
about how to innovate on the broader customer 
experience? If you’re like most companies, 95 
percent of innovation focus and resources goes 
into traditional product innovation. Shifting even 
a fraction of this effort and resource to experience 
innovation can yield big results.

エクスペリエンス イノベーションが固有性を高める。

Experience Innovation

Experience innovation is a differentiator
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Your brand is the sum of thousands of impacts and experiences that 
make or miss a consumer connection. How critical is a focus on 
customer experience innovation for your company’s future?

あなたのブランドは、顧客との関係を築いたり損なったりする、
無数の影響と経験の総和です。
エクスペリエンスイノベーションに注力することは、あなたの
会社の将来を左右するほど重要なことなのです。

Conclusion
まとめ

Experience Innovation

Conclusion
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主力製品・サービスを取り巻くエクスペリエンスは何ですか？
What is the experience around your core offer?1
活力に満ち、存在感のあるブランドであり続けるために、あなたの会社のブランドをどのように定義すべ
きですか？
How must you define your brand to stay vital and relevant?2

数 の々エクスペリエンスのすべてがお互いに結びつき、さらに一つのブランドへとつながっていますか？
Does your entire array of experiences connect together — and to your brand?6

あなたの会社の将来のビジョンは何ですか？
What is your vision for your future?7

エクスペリエンス イノベーションを通してあなたの会社が成長するには、どのような機会が必要ですか？
将来のエコシステム（顧客をとりまく潜在的および顕在的環境）は、どれくらいの規模になると思いますか？
What opportunities will create growth through experience innovation? How big is your 
potential ecosystem?3

エクスペリエンスとその改善方法について、部門や役割の壁を越えて話し合っていますか？
Do you meet as a group across functions and silos to talk about the customer experience 
and how you can improve it?5

エクスペリエンス全体を見渡してみて、どこにどのような形で、エキサイティングなシグネチュアモーメ
ント（特別な瞬間）を生み出すことができると思いますか？顧客を引きつけ、喜ばせるために、重要な
タッチポイントの周辺のイノベーションを実施していますか？
What exciting signature moments can you create across the customer experience? Do you 
innovate around key touchpoints to engage and delight your customers?4

Ask yourself these questions:
以下の質問について考えてみてください。

Experience Innovation

Conclusion
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