
BMA ジャーナル Vol.16, No.2, December 2016 
ペータ（b8ta）から見える IoT時代の小売ビジネスモデル 

 

92 

 

                    □□ 

 

 

 

2015 年 12 月、米国西海岸パロアルトに IoT

ガジェットを中心に取り扱う小売店舗「ベータ

(b8ta)」がオープンした。これまで TriplePoint 

Capital や Khosla Ventures 等のベンチャーキ

ャピタルから 1150 万ドルを調達しており、業

界でも注目を集めているスタートアップであ

る。筆者は 2016年 10月に店舗を訪問し、何が

そんなにすごいことなのか現地調査した。する

とあまりの面白さに気づくと数時間が経過し

ていた。 

 

b8ta はパロアルトの街路樹が美しいダウン

タウンの通りにあり、ガラス張りの外観はちょ

っとしたおしゃれカフェのよう。マニアックな
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ガジェットだらけの店とは思えない店構えだ。

コンビニエンスストア程度の大きさの店内に

は、約 80 種類の IoT ガジェットが１つ１つ丁

寧に並んでいる。背の高い陳列棚はなく、店を

見渡せる開放感が心地よい。ギャラリーのよう

に、１つ１つのガジェットを「鑑賞」できるよ

うになっている。置いてあるものはどれも物珍

しく、初めてみるような IoT製品ばかり。なの

に、日本の家電量販店にあるような商品名と機

能を書いた張り紙や値札、カタログは全くない。

おそるおそる手に取ってみる。「なんだろう、こ

れは？」商品の横においてあるタブレットから

コンセプト動画を見ながら、「ああ、なるほど、

こういうふうに使うのか」と学ぶ。これこそ

b8ta が生み出した新しいビジネスモデルであ

る。 

 

どういうことか？ 

 

b8ta のメインの収益源は商品販売ではない。

ガジェットを提供する

ハードウェアベンダー

への陳列スペースの貸

出である。店舗の各所に

カメラが設置されてお

り、客が何分その商品の

前に立ち止まったのか

でメーカーに課金する

仕組みだ。店員の役割は、

その商品を買ってもら

うことではなく、顧客価

値を説明すること。b8ta

の CMO である Phillip 

Raub 氏はシアトルで行

われた Smart Kitchen 

Summit 2016 において

「IoT製品というのは新

しい概念であり、顧客価

値を理解するのは非常

に難しい。丁寧な説明が

必要だ」と述べた。これ

が目的だとすると、前述

の「鑑賞」しやすい店舗 

地域課題を調査する地域診断チーム（右は筆者） 
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空間も非常に納得がいく。スマートロックや、

睡眠トラッカー、VR、デジタルアートディスプ

レイ、スマートキッチン製品などを見ながら、

私は店員に数多くの質問をしたが、どんな質問

にも非常に丁寧に答えてくれ、実際に体験させ

てくれた。 

 

この体験ショールーム型モデルの b8ta に、

伝統的な小売業も注目している。2016 年 11 月

には、米国大型量販店 Lowe’s(1946年創業)が、

店内に b8ta がプロデュースするスマートホー

ム製品のショップインショップ「SmartSpot 

Powered By b8ta」を立ち上げたと発表した。Lowe’

sの店舗の一角に専門コーナーを作り、b8taが

セレクトしたスマートホーム製品を展示する。

Lowe’sが注目したのは b8taのキュレーション

能力と、店員の説明能力である。

Lowe’sのコンシューマー・エク

スペリエンス・デザイン担当のバ

イス・プレジデント Ruth Crowley

氏によると、顧客はスマートホー

ム製品を選ぶのに非常に苦労し

ており、場合によっては検討に 2

ヶ月以上かかっているという。

b8taは IoT製品に精通し、200社

弱のベンダーと取引があるほか、

どのような製品に人々の注目が

集まっているかの知見がある。顧

客が今まで見たことのないガジ

ェットの顧客価値を丁寧に説明

できる店員を養成する能力も持

っている。伝統的な小売企業と

b8ta の組み合わせは非常に面白

い取組みといえるだろう。 

 

日本でも 2016 年 11 月 29 日ソフトバンクが

b8taと連携することを発表した。ソフトバンク

は自社の IoT プロダクトを販売したい企業を

b8taに紹介し、米国進出のサポート（認証取得、

英語ホームページ作成）をするとともに、b8ta

から日本で IoT商品を販売したい米国企業の紹

介を受け、ソフトバンクショップでの展示・販

売を行う予定とのこと。 

 

インターネットショッピングが急成長して

いくなかで、リアル店舗はその存在意義が問わ

れている。米国調査会社の Cowen and Co.は、

Amazon の衣料品売上高は米国老舗百貨店であ

る Macy’sの衣料品売上高を 2017年には上回る
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と予測している。これまで、衣料品はサイズや

フィット感などリアルでの体験が購買決定に

不可欠だと言われてきたが、返品無料システム

や細かいサイズデータ分析等、数々の工夫でオ

ンラインがリアルを上回るまでになっている。

一方 IoTガジェットはどうだろうか？衣料品と

は違って、どう使うかすら分からないものだ。

一見 tech ガジェットはオンラインと親和性が

高い。テクノロジーや新しいものが好きなユー

ザー層はオンラインで情報収集している。アプ

リのセットアップも得意だ。しかし IoTガジェ

ットはそういった人間だけを対象にしている

わけではない。赤ちゃんの見守り、ホームセキ

ュリティー、スマートロックといったスマート

ホーム製品、料理を助けてくれるスマートキッ

チングッズは、それほどテクノロジーが得意で

ないユーザー層にこそ使ってほしいものだ。 

 

どうやってそういったターゲット層にテク

ノロジーの魅力、そこから生まれる顧客価値を

伝えるのか。じっくり鑑賞してもらい、説明す

る。従来であれば非常にコストのかかる販売方

法であるが、このこと自体を収益源とした b8ta

のビジネスモデルには今後も注目していきた

い。 
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