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ECサイトの2015年



ECサイトの2015年

http://ecclab.empowershop.co.jp/archives/4411
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ECサイトにおけるスマホの利用率と売上高

売上高 アクセス数



購入はPC？



若い層ほどスマホを利用
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ヤフー 楽天 スタートトゥデイ 千趣会 ニッセン

主要ECサイトの売上高比率

ヤフー 楽天 スタートトゥデイ 千趣会 ニッセン

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150529001/20150529001.html



PCキーボードよりフリック入力

or





ECサイトの2015年





売上ランキング 上位100社+10社



フォームも110サイト



スマホ対応率

110サイト
99



ちなみに非対応サイト

Dell とらのあな 杜の都



デザインパターン



鉄板のカルーセル



鉄板のカルーセル



がんばりすぎ



もう少しがんばれ



バナー

ファッションウォーカー ee-shopping



バナー

ファッションウォーカー ee-shopping



バナーがカルーセル

ファッションウォーカー



全画面バナー

ロウヤ 無印良品



検索窓

ジャパネットたかた ディノス 通販生活



検索窓

ジャパネットたかた ディノス 通販生活

TV・カタログとの連動



突然ですが、問題です

Q TVや紙との連動とは関係なく、
ある業界のサイトのみ
検索窓パターンが圧倒的に多い業界があります。

それはどの業界でしょう？
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家電・PC業界



正解：家電・PC業界

「指名買い」が多いため？



カートは右上

アスクル ニトリ ケンコーコム



カートは右上

アスクル ニトリ ケンコーコム



例外サイトの大物感

伊勢丹 マガシーク 楽天市場

セブン＆アイ ベルメゾン



例外サイトの大物感

伊勢丹 マガシーク 楽天市場

セブンイレブン ベルメゾン



会員登録



会員登録パターン

いつでも 購入前 決済時



パターン①：いつでも

ニトリ アンファー ビックカメラ



パターン①：いつでも

ニトリ アンファー ビックカメラ



パターン②③：購入時、決済時など

登録ボタンがない

Amazon ヨドバシカメラ ファッショウォーカー



番外編：登録させない

Gumroad



飛び道具編：電話させちゃう

ライオン



登録方法パターン

個人情報から メールアドレス
から SNSログイン



パターン①：個人情報から

高島屋 無印良品 楽天市場



パターン②：メールアドレスから

夢展望 ファッションウォーカー



パターン③：SNSログイン

ライオン ゴルフダイジェスト・オンライン



パターンX：電話番号でアカウント作成

Amazon



パターンX：電話番号でアカウント作成

Amazon



パターンX：電話番号でアカウント作成

Amazon

アプリの場合のみ





入力フォーム











必須項目の表現

MIX.Tokyo 夢展望 コメ兵



必須項目の表現

MIX.Tokyo

記号（*） 表記



必須項目の表現

「必須」ラベル

夢展望 「任意」にも



必須項目の表現

コメ兵

背景色変更



必須項目しか入力させない

Neowing Amazon



残り件数も表示

ドスパラ



送信ボタンがタップできない

ジャパネットたかた



郵便番号・電話番号の表現

or



or

分割
結合

郵便番号・電話番号の表現



Google Chromeの Autofill

• 名前
• 組織
• 郵便番号、住所
• 電話番号
• メールアドレス



ほぼ全部がテキストフィールド



チェックボックス・ラジオボタンの表現

or

DHC ベルーナ



チェックボックス・ラジオボタンの表現

or

オリジナル

OS準拠

DHC ベルーナ



チェックボックス・ラジオボタンの表現

アクティブ or タップできる
分かりにくい？

DHC



標準をベースに、タップしやすいデザインに

三越伊勢丹 セブン＆アイ



標準をベースに、タップしやすいデザインに

三越伊勢丹 セブン＆アイ



入力フォーム大賞



選考基準

• 入力項目は少なく
• 入力例を分かりやすく
• 間違いにくい作りに
• エラー表示を分かりやすく
• 入力ステップを提示
• セキュリティを確保
• 登録のメリットなどを提示

Web担当者Forum 「EFOとは」より

EFO（Entry Form Optimization）





松田’s choice

ジャパネットたかた やずや







入力フォーム大賞 2015

ベルメゾン





ポイント① 入力項目は少なくないが、理由を提示

• 入力項目は少なく
• 登録のメリットなどを提示



ポイント① 入力項目は少なくないが、理由を提示



ポイント② 必須項目は文字＋背景変更

• 入力例を分かりやすく
• 間違いにくい作りに



ポイント③ 送信ボタンは押せない

• 入力例を分かりやすく
• 間違いにくい作りに
• エラー表示を分かりやすく

Web担当者Forum 「EFOとは」より



ポイント④ 入力フィールドを分けない



ただし、Autofillは利用できず・・・

Name属性が
YBNO



入力フォーム大賞 2015

ベルメゾン



まとめ



まとめ

• シニア向けサイトから吸収できること

• 運営者目線ではないフォーム

• 常識やトレンドに捕らわれない、検証と改善
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