http://www.coocan.com/netshop/
◀温かみのあるデザインとユー
ザビリティが特徴のホーム
ページ。余計なしつらえがな
く、シンプルで選びやすい

IT 時代の新ギフト戦略⑭
クゥカンプラスプラス
こだわりシニアに贈る
ギフト通販サイト

「COOCAN++」

光画印刷㈱（大阪市中央区）

▶ 3 月 12 日にリニューアルオープン
した東京オフィス内にあるショー
ルーム。通りすがりの一般客が訪れ
ることもある

新たな市場 !
「親孝行ギフト」を牽引
今後確実に増大するシニア市場︒

60

㈱ニッセイ基礎研究所︵ 東京都千

1

代田区︶によると︑シニア︵ 歳以

上︶の消費規模が100兆円に到
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﹂はシニア専

達︑今後毎年約 兆円の規模で増加

するという︵下図参照︶
︒今回紹介

する﹁

門のギフト販売サイトである︒手掛

けるのは1948年創業の老舗印刷

+
+
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﹂

会社の光画印刷㈱︵大阪市中央区︶
︒

2010年 月に﹁

を立ち上げ︑広告媒体を制作する企

業ならではのノウハウを生かした選

びやすいサイトで売上げを伸ばして

いる︒

嗜好重視の次世代シニア

企業が増えていたが︑当時シニア

グッズといえば介護向け︑機能性重

視の商品ばかり︒こだわりのあるシ

ニアアイテムが市場にあまり出回っ

ておらず︑潜在性が残されていた︒

にあらわになるのがシニア世代︒立

2008年にクライアントだった

︵プ

ち上げから携わってきたクリエイ

﹁世代特有の嗜好性﹂が消費行動

ラスプラス︶
﹂は生まれた︒企画当

ティブディレクターの中野薫次長

介護関連企業との商品開発が頓挫︑

初︑団塊世代が一斉に定年退職する

は︑ちょうど団塊世代から﹁高くて

その延長線上に﹁

﹁2007年問題﹂が注目され︑シ

もいいモノ﹂を求める声が出始め︑

+
+
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ニーズが変わり始めると感じたとい

う︒
﹁団塊世代とはいわず︑その先

を見据えています︒自分の価値観に

共感できるモノを追求するシニアが

増える︒よりモノに敏感で︑
〝いら

ないものはいらない︑高くても気に

ニア層に向けたサービスに取り組む

クリエイティブディレクター
次長の中野薫氏。
「機能性
だけで美しくないものはつ
まらない。毎日自分の持ち
物に感謝できるような〝心
の豊かさ〟を提供したい」
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取り扱う︒

現在雑貨から家具まで全200点を

イン+機能性+素材﹂をテーマに︑

スプラス︶
﹂の由来でもある﹁デザ

イン︒サイト名の一部﹁++︵プラ

して着目したのがユニバーサルデザ

そうした嗜好に応えられる商品と

顕著に﹂と強調する︒

入ったものは買う〟その流れが一層

的にもデザイン的にも日本の生活に

北欧スタイルのキッチン雑貨は機能

い海外品よりも国産品が中心だが︑

心地よい﹂モノに厳選︒規格外が多

しい︒そこで﹁美しく︑
使いやすく︑

をして使わないといけないモノは悲

ザインが美しくても︑ちょっと無理

ど︑生活への不満が増えてくる︒デ

たり︑重い︑持ちにくいと感じるな

うショップがあればうれしい︒その

分がシニア世代を迎えた時にそうい

せんよね︒毎日が潤う生活雑貨︒自

とするモノを使ってほしくはありま

﹁自分の両親に︑
使い勝手がイラッ

ア層にも人気の商品の一つである︒

にデザインに若さがあるため︑シニ

軽くて中身の整理がしやすい︒さら

さい子供の必需品を持ち歩くため︑

他ではあまりない商材を扱っている

購入される企業が増えてきました︒

お客様に配りたいと︑数十個単位で

になりえます︒さらに最近は特別な

孝行ギフト﹄が市場を牽引する存在

少ないけど単価が高かったりと︑﹃親

﹁父の日は母の日に比べ︑件数は

しに利用するケースが増えている︒

どの誕生日に贈る︑またはそのお返

よい商材として企業ノベルティに採

こともありますが︑どなたにも心地
売上げ比率は自家需要とギフトが

気持ちを大切にしています﹂

いるという︒

用頂いています﹂

で︑いかにも〝高齢者向け〟という

ニア向けの商品は機能性の一点張り

﹁アイウォーク﹂や﹁よしだミニ書

は5000円前後︒歩行サポートの

が圧倒的に多い︒売れる平均価格帯

ルショップを立ちあげること︒商品

ムを設けている︒今後の目標はリア

さらに中野氏は﹁街で見かけるシ

イメージが先行する﹂と指摘︒

現在東京支社の 階にショールー

対 ︒
﹁母の日﹂
﹁父の日﹂の利用

馴染みやすくコンスタントに売れて

ギフトに特化したのは﹁今もまだ
IT操作や電子決済を苦手とする年
配の方はたくさんいる︒それなら
代から 代をターゲットに﹃親孝行
ギフト﹄需要を狙うほうが通販サイ
トに適している﹂と考えたという︒

紹介にサイトの動画も便利だが︑対
さらに購入者の 割を 歳以上が

そのため︑用途の異なる商材をシ
ニア向けに提案することもある︒例

占める︒その場合︑自分用や親戚な

60

道具セット﹂が贈り物に人気だ︒

6

えば育児向けのマザーズバッグ︒小

3

アの潜在ニーズだと感じている︒

面接客できるリアルとの融合がシニ

1

◀インディゴカラーの「呉
須（ゴス）
」とセピアカ
ラーの「錆（サビ）
」
、白
磁との対比が美しい「麻
の糸」
。親指で、蓋を押
さえながら片手で注ぐこ
とができる便利なポッ
ト。
（小）3240 円、
（大）
4320 円（税込）

親には平 均 5 0 0 0 円

▲ギフトに最も人気が高いのは、有田の窯元から生ま
れた、よしだ書道具店の「ミニ書道具セット」
。持
ち運びが簡単で、お気に入りのカフェなど好きなと
ころで筆をしたためることができる。裏側はまるで
絵画のような美しさ。7668 円（税込）

4

▲中野氏の一押しでもあ
る、松竹梅と鶴亀の刺繍
をあしらった大阪泉州紅
白タオルセット「寿々」
。
還暦や長寿のお祝いに
ぴったりの縁起の良いタ
オル。4320 円（税込）
◀杖の手軽さと歩行補助器
具の安定性を一つにした
スマートなウォーキング
ツール「アイウォーク」
は、品切れになるほどの
人気ぶり。14040 円（税
込）
▼手軽に庭園アートを楽し
める「ちいさな水盤雫影
（SLIM）
」
。花だけでな
く、石を置いたり、花び
らを浮かべて楽しんだり
できる。5400 円（税込）

50

加齢による肉体の変化で︑こぼし
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シニアギフト
ネット

30

