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ECの売上を簡単アップ！

商材別 事例集

月商500万～2,000万円のサイト様の場合
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ECの売上アップ施策を

お探しのご担当者様

「カゴ落ち」という言葉をご存知でしょうか？

「カゴ落ち」とは、商品をカートに入れたまま購入に

至らず、サイトから離脱することです。

カゴ落ちユーザーは他の段階で離脱したユーザーに比

べて購入意欲が高く、適切な対策をすれば簡単に売上

アップにつなげることができます。

購入（CV）に直結する「カゴ落ち対策」は、ECに必

須の売上アップ施策です！

流入

商品閲覧

カートイン

CV

カゴ落ち商品の総額は

月商の約2.5倍も！

カートインユーザーの

約70%が購入せずに

カゴ落ちしている

カゴ落ち

CVに至るまでのユーザー行動

カゴ落ち対策ツールが有効
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※「カゴ落ち」および「CART RECOVERY（カートリカバリー）」は

株式会社イー・エージェンシーの登録商標です。
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カゴ落ち対策には

メールや広告が有効

「カートリカバリー」は、 「メール」と「広告」で

カゴ落ちユーザーにアプローチしてEC サイトに呼び

戻し、売上アップに貢献するカゴ落ち対策特化型の

MAツールです。月商30万～10億円以上と様々なEC

サイト様にご利用いただいております。

今回は「カートリカバリー」で「メール」のみをご利

用の228社様を対象に、2018年10月の実績を調査。

そのうち、費用対効果の高さと運用の簡単さにご好評

をいただくことが多い「月商500万～2,000万円」前

後のECサイト様の事例を商材別にご紹介します。

売上アップのための施策やMAツールの導入をご検討

の際に、お役立ていただければ幸いです。

カゴ落ちユーザーへのフォローは

「メール」と「リマーケティング広告」が有効！

カゴ落ちメール

カゴ落ち

リマーケティング

広告
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商材別 カゴ落ち対策効果

月商500万～2,000万円のサイト様 2018年10月の事例

アパレル系商材 美容系商材

アクセサリー

ジュエリー系

商材

家具・雑貨系

商材
食品系商材 その他商材

1 2 3 4 5 6
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アパレル系商材の場合1

月商：約898万円

カゴ落ち機会損失額：約1,570万円/月

レディースファッション商材 A社の場合

約80万円/月 UP !

月商：約978万円

9.8%
UP!

月商：約1,360万円

カゴ落ち機会損失額：約2,410万円/月

レディースファッション商材 B社の場合

約178万円/月 UP !

月商：約1,538万円

15%
UP!

アパレル系商材全体の平均データ（カゴ落ち率68.3%）

カゴ落ち対策後月商4.0%UP!
商材例： レディース・メンズファッション、スポーツウェア、子供服、着物、下着、ドレス、靴、鞄、 その他フ

ァッションアイテムなど

対策後

対策後
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美容系商材の場合2

月商：約1,160万円

カゴ落ち機会損失額：約780万円/月

ネイル用品 A社の場合

約40万円/月 UP !

月商：約1,200万円

3.5%
UP!

月商：約1,175万円

カゴ落ち機会損失額：約1,125万円/月

コスメ・化粧品商材 A社の場合

約46万円/月 UP !

月商：約1,221万円

4.1%
UP!

美容系商材全体の平均データ（カゴ落ち率38.0%）

カゴ落ち対策後月商1.3%UP!
商材例： コスメ、化粧品、健康食品、ネイル用品など

対策後

対策後
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アクセサリー・ジュエリー系商材の場合3

月商：約2,190万円

カゴ落ち機会損失額：約2,270万円/月

アクセサリー商材 A社の場合

約42万円/月 UP !

月商：約2,232万円

2.0%
UP!

月商：約6,800万円

カゴ落ち機会損失額：約800万円/月

ジュエリー・アクセサリー商材 B社の場合

約116万円/月 UP !

月商：約6,916万円

1.7%
UP!

アクセサリー・ジュエリー系商材全体の平均データ（カゴ落ち率59.0%）

カゴ落ち対策後月商1.5%UP!
商材例： リング、ネックレス、ブレスレット、ピアス、ジュエリーなど

対策後

対策後
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※ジュエリーは単価が高いため、2,000万円以上の事例も掲載しています。
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家具・雑貨系商材の場合4

月商：約1,900万円

カゴ落ち機会損失額：約4,900万円/月

家具・雑貨商材 A社の場合

約52万円/月 UP !

月商：約1,952万円

2.8%
UP!

月商：約1,950万円

カゴ落ち機会損失額：約3,850万円/月

雑貨商材 B社の場合

約102万円/月 UP !

月商：約2,052万円

5.5%
UP!

家具・雑貨系商材全体の平均データ（カゴ落ち率67.6%）

カゴ落ち対策後月商5.3%UP!
商材例： 家具、雑貨、インテリア用品など

対策後

対策後
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食品系商材の場合5

月商：約554万円

カゴ落ち機会損失額：約360万円/月

お茶商材 A社の場合

約16万円/月 UP !

月商：約570万円

3.0%
UP!

月商：約1,650万円

カゴ落ち機会損失額：約1,500万円/月

肉類商材 A社の場合

約22万円/月 UP !

月商：約1,672万円

1.4%
UP!

食品系商材全体の平均データ（カゴ落ち率58.4%）

カゴ落ち対策後月商3.0%UP!
商材例： 地域特産品、スイーツ、和菓子、魚介類、肉類、お茶など

対策後

対策後
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その他商材の場合6

月商：約900万円

カゴ落ち機会損失額：約4,350万円/月

中古機器商材 A社の場合

約88万円/月 UP !

月商：約988万円

10.8%
UP!

月商：約1,360万円

カゴ落ち機会損失額：約846万円/月

ノベルティ商材 A社の場合

約59万円/月 UP !

月商：約1,419万円

4.6%
UP!

その他商材全体の平均データ（カゴ落ち率57.6%）

カゴ落ち対策後月商2.4%UP!
商材例： タオル、コンタクト、ノベルティ、ペット用品、寝具、ギフトカタログ、財布、生地、健康アイテム、

工具、車用品、おもちゃ、植物、中古機器、総合通販サイトなど

対策後

対策後
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その他 導入事例のご紹介

カゴ落ちメールとカゴ落ち広告を併用の事例
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調べてみたらカゴ落

ちによる機会損失額

が予想以上に大きく

てショックでした。

多機能MAツールは

新たに運用チームを

編成する必要があり

ハードルが高かった。

カートリカバリーは、

最初に設定すれば、

後は自動的にフォロ

ーしてくれるので、

運用がとても楽でし

た！

カゴ落ち対策は後回

しにしていたが、一

度は購入を検討して

いただいたお客様な

ので、早目にフォロ

ーしたいと考えてい

ました。

カートリカバリーは

費用対効果が抜群で

満足しています。

カゴ落ちメールは、

普通のメルマガより

も、CVRが２～３倍

も高くて驚きまし

た！

カートリカバリーでカゴ落ち対策を始めたお客様の声

初めてカゴ落ち率を

把握

集客がひと段落し

離脱対策を検討中

カゴ落ち対策が

後回しになっていた

メルマガ施策を

すでに行なっていた
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売上アップ施策でお困りの方

まずは無料トライアルを！

カゴ落ちによる機会損失額が月商の約2.5倍も発生してい

ることに驚かれた方も多いかと思います。ユーザーはカー

トに商品を入れた後、「他サイトと比較検討する」「他の

ことをする」「電車が目的地についた」など様々な理由で

サイトから離脱してしまいます。

しかしながら、カゴ落ちしたユーザーは購入（CV）に最も

近いところまで進んでいるため、適切な対策をすれば簡単

に売上に変えることができます。

「カートリカバリー」は、カゴ落ち対策に特化した専門

MAツールです。導入後、全商材平均で月商の約3.2％、最

大で10％以上も売上がアップすることがわかっています。

費用対効果は抜群で簡単に運用することができます。まず

は最大2ヶ月間の無料トライアルで、カゴ落ち対策の効果

を実感していただければと思います。
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※月額料金は固定料金です。メールの配信数制限はありません

※リカバリー広告のご利用には別途利用料が発生いたします

※最低契約期間は6ヶ月です※本契約に移行した時点で初期費用が発生します

月額39,900円

初期費用50,000円

最大2ヶ月間
無料トライアル

最大2ヶ月間制限無く利用できます

カゴ落ちメール

カートに残った商品をお客様にメー

ルで配信することで、離脱したお客

様を呼び戻すことができます。

カゴ落ちリマーケティング広告

アドレスが取得できないお客様にも

カゴ落ちした商品をバナーで発信す

ることでアプロートできます。
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アナリティクス機能

カゴ落ち商品、カゴ落ち機会損失額

など様々なカゴ落ち状況を可視化で

きます。

（税込42,900円）

(税込55,000円)
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まずはカゴ落ちによる

機会損失額を把握しませんか

〜お気軽にお問い合わせください〜

03-4334-9096
受付時間：10時〜17時（土・日・祝日を除く）

cart_recovery_support@dragon.jp

https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

カートリカバリーサポート担当

金子
kaneko

門田
kadota

昼間
hiruma

mailto:cart_recovery_support@dragon.jp
https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

