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情報過多の時代におけるブランドの   
有効なタッチポイント 

現在、世の中には様々な広告や商品が溢れかえっている。テレ
ビはもちろん、雑誌やインターネット、道路脇や駅のホーム、、、
ありとあらゆる場所に広告は存在する。新聞には膨大な数のチ
ラシが入り、そこには数多くの商品がところ狭しと並べられて
いる。また、平均的なスーパーには約 3 万点もの商品が陳列さ
れている。我々は、日々このような情報化の環境の中で常に判
断を求められている。 
逆にメーカー側からすると、この情報洪水の中、自らの商品に
目を留めてもらい、好きになってもらい、財布の紐を緩めても
らわなければならない。しかし、顧客から注目されるために、
毎回新製品を開発し、ネーミングやデザインを考え、広告する
のには、膨大な費用と時間がかかる。 
目指すべくは、ブランドのファンになってもらい、顧客の方か
ら寄ってきてくれる様になることである。これが、顧客のブラ
ンドロイヤリティを高めるということである。 
さて、ブランドのロイヤリティを高めるために有効な手段のひ
とつであり、且つその役割が近年増してきているもの、それが
パッケージである。 

＜パッケージの機能＞ 
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パッケージがブランディングに有効な  
５つの理由 

パッケージはこれまで、基本機能の部分が重視されてきた。例
えば、卵のような壊れ易いモノを保護したり、中身を小分けに
することで取扱いを便利にすることであった。 
しかし、最近見直されているのが、情報提供という、より高次
の役割である。 
これには、機能的な情報提供と情緒的な情報提供の２つが存在
している。前者の例は、賞味期限や原材料を明記することであ
り、後者の例は美味しそうな商品のシズル画像などがあげられ
る。 
ブランドロイヤリティを高める上でより重要なものは、後者の
情緒的な情報である。その理由として５つの要因が考えられる。 
 
 
 <パッケージがブランド構築に重要な５つの理由> 

１ 
消費者が購買決定する際の最後のメーカー 
提供物である 

２ 購買後もブランドを露出し続ける 
３ 消費者のブランド記憶と結びつき易い 
４ 製品の品質評価に影響を与えることができる 
５ 企業の姿勢を伝える役割を果たす 

  
 
最初にあげられるのが、「パッケージは、消費者が購買決定
する際の最後のメーカー提供物である」ということである。 
一般的に、商品は工場で生産が終了した時点で、メーカーの手
を離れることになる。その先は物流会社に渡り、最終的に小売
店に到着する。そこでは小売業者による、陳列と値付けが行わ
れる。しかし、店内の陳列棚において最終的に顧客が手に取り、
購買を決める場に存在しているのは、正にパッケ－ジなのであ
る。これは、パッケージが顧客の購買決定に影響を与えうる重
要なタッチポイントであることを意味している。 
 
２つ目の理由は、「パッケージは、購買後も使用される場
面でブランドを露出し続ける」ということである。実は 
 
我々の家の中には、パッケージが溢れている。冷蔵庫の中、洗
面所、浴室など様々なブランドが並んでいる。わざわざ別の容 

 
器に移し替えたり、ラベルを剥がして利用している人はほとん
どいない。テレビ CM などとは違い、我々は特別な押し付け感
を感じることなく、パッケージを介してそのブランドに接して
いる。実は、この毎日の僅かな瞬間のパッケージとの無意識の
接触が、有効なブランドへの刷り込み行為になっているのであ
る。 
 
3 つ目の理由は、「パッケージは、消費者のブランド記憶
と結びつき易い」ということである。例えば、多くの人はコ
カコーラと聞くと特徴的な瓶をイメージし、ニベアと聞くと濃
紺の丸い缶のパッケージを思い出す。これはブランドの記憶が
商品の中身や特性以上に、パッケージと強く結びついているこ
とを示している。このようなブランドの広告では、商品名すら
出さなくてもパッケージの写真だけで存在感を訴求することが
可能になる。実際、コカコーラは全流通量の２％程度しかない
瓶を用い、企業広告を作成している。彼らはコカコーラの瓶が、
顧客のブランドの記憶と強く結びついていることを知って、こ
のような施策を行っているのである。 
 
4 つ目の理由は、「パッケージは、製品の品質評価に影響
を与えることができる」からである。ブラインド・テイスト
で各社のビールを飲み比べた場合と、ビールのラベルを見なが
ら飲み比べた場合では、その評価が大きく異なることが様々な
調査から報告されている。一説には、ビールメーカーの社員で
さえ、ブラインド・テイストで自社ビールをずばり言い当てる
のはかなり困難であると言われている。 
 
そして最後の理由は、「パッケージは、企業の姿勢を伝える
役目も果たす」ということである。もともとパッケージは中
身を消費し終えれば、タダのゴミになるという存在であった。
しかし昨今では、パッケージの過剰包装の見直しや、リサイク
ル化、土に返るエコパッケージ化といった取り組みが盛んに行
われている。特に最近では、パッケージをその企業がどう扱う
かが、企業イメージ形成に大きく影響を与える時代になってき
ている。 
この分野においては海外でも多くの取り組みがなされている。
イギリス大手スーパーのテスコでは、フェアトレード商品だけ
をプライベートブランド化し、パッケージでその主旨の説明を
行っている。 
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また英国ウォーカー社では、古くから自社製品のポテトチップ
でカーボンフットプリントの表示に取り組んでいる。パッケー
ジの裏面に、畑でジャガイモを育成するところから、収穫、輸
送を含めた、全ての生産工程で生じる CO２の排出量を、イラ
スト入りで解説している。 
日本でも花王やイオン、ユニチャーム、サッポロビール、味の
素、カルビーなどが、カーボンフットプリントへの取り組みを
既に始めている。 
また、日本ネスレではウォータフットプリントとして、インス
タント・カップコーヒーの製造工程でかかる、全ての水の量を
パッケージに明記している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッケージという既存経営資産を活用し、
ブランドのロイヤリティを高める

以上紹介してきたように、パッケージはブランドのロイヤリテ
ィを高めるための接点として、非常に高いポテンシャルを持っ
ている。パッケージが、ブランドの記憶と結びつき、製品の品
質や企業イメージの評価を押し上げるのであれば、店頭での訴
求や家での露出効果を、メーカー側は今以上に考える必要があ
る。 

これまでのように、企業が広告によってブランド・ロイヤリテ
ィの向上を目指そうとすると、莫大な広告費を用意する必要が
ある。 

しかしパッケージはすでに、自らの商品を保護し、取扱いを便
利にする目的で存在している。 

今後の経営戦略において、パッケージのような既存の経営資源
をこれまで以上に有効活用し、ブランドの価値を上げていくと
いう手法を、企業はもっと真剣に検討する必要があるのではな
いだろうか。 

 

 

＜ブランドのタッチポイント＞
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Hidetoshi Nagasaki 

 

メーカーにてパッケージの企画開発に携ったのち、2000 年インタ
ーブランドへ参画。B2C 企業から B2B 企業、非営利団体など幅広
いカテゴリーのブランディングを手掛ける。著書に『ブランド・リ
レーションシップ』（共著）『サービス・マーケティング入門』（共
訳）などがある。大学非常勤講師。 

  

 インターブランドについて 

 

インターブランドは、1974 年に設立された世界的なブ
ランドコンサルティング会社です。世界 26 カ国、約 40
拠点のオフィスを通じ、世界的に展開している企業をは
じめ、さまざまな組織・団体に対し、ブランディングに
関する多様なサービスを提供しています。 
ʻCreating and managing brand valueʼのミッションの
もと、戦略的な視点とクリエイティブの視点の両面から
「ブランドを創り、その価値を高め、維持し、評価する」
という一連のサービスを提供し、クライアントの最も価
値ある資産であるブランドの価値向上をサポートしてい
ます。その事業内容は、ブランド価値向上に向けた戦略
の立案、ネーミングやデザイン開発などのクリエーショ
ン、さらにはブランド価値の社内外への浸透・定着の支
援に至るブランドマネジメントまで多岐にわたっていま
す。 
 
近年、日本企業の多くは、これまで競争優位の源泉とな
ってきた品質、技術力、価格競争力などによる差別化が
困難になるという非常に大きな課題に直面しています。
そのため、新たな競争優位の源泉として、「ブランド」に
注目し、その価値を高めることを目的にブランドマネジ
メントに積極的に取組まれています。 
インターブランドは 1984 年より世界に先駆けて、企業
の視点（財務）と顧客の視点（マーケティング）の両面
からブランドの価値を金額に換算する手法を開発し、こ
れまでに 5,000 以上のブランドを評価してきました。さ
らに、「ブランド価値」の重要性を認識して頂くことを目
的として、1999 年より毎年、全世界のブランドを対象
とした“Best Global Brands”を発表しています。 
インターブランドについてのさらに詳しい情報は
http://interbrand.com/jpをご覧ください。 

 

Contact us 
株式会社インターブランドジャパン 
東京都千代田区一番町18番地 
シニア・マーケティング ディレクター 
中村正道 
T  03 3230 1075 

F 03-3230-8772 

www.interbrand.com/jp 
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