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２００２・１２ 第一版 

２００７・１１ 第二版 

２０１１・０３ 第三版 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

ロイヤルカストマーの育成プロセス 
マーケティング戦略としてのＦＳＰ 

ＦＳＰの基礎シリーズ ① 

「今さら訊けないＦＳＰ」 

「ポイントの過去、現在、そして未来は？」 
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第１章：はじめに：「ＦＳＰの誕生とその成長過程とは？」  

     ロイヤル・カストマーの育成プロセス 

第２章：「ＦＳＰの第一ステップ」 ＜会員。非会員の差別化＞ 

     「全ての特典・値引はカードを要す」 

第３章：「ＦＳＰの第二ステップ」＜会員間での差別化＞  

     「より優良な会員に特典を傾斜」 

第４章：「ＦＳＰの第三ステップ」 ＜顧客ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞ 

     「顧客の分類とメーカーとの連携」 

第５章：ＦＳＰ外伝：「ポイントの変質・新たな競争の始まり」 

     「第三の通貨：共通ポイントによって始まる業界を超えた合従連合 

 【序 文】 

 １９９９年の日本は戦後最悪の不況と称され、多くの小売企業が売上低迷、利益低下に喘ぎ、生き残りを模索していた。 

チラシ合戦による低価格競争の限界を感じていた日本のスーパーマーケットは、数年前より米国に普及していたＦＳＰ（Frequent 

Shopper Program)にその解決策を求め、多くの企業がスタートの緒についた。（「日本のＦＳＰ元年」） 

 ＦＳＰの世界的コンサルタント、ブライアン･Ｐ・ウルフ氏を招いての「ＦＳＰ ＦＯＲＵＭ」も開催したが、その後数年でＦＳＰに対する 

熱は一種のブームのように急速に下火になり、その代わりに家電業界、クレジット業界、ドラッグストア業界と多くの業種で「日本的 

ポイントカード」がスタートしたが、その実態はディスカウントの先送りとなり、不良債務として企業の財務を痛めつけている。 

その最大の原因はＦＳＰ＝ポイントカードと勘違いし、短絡的に販促手段として取り入れたところにあろう。 

ＦＳＰの本質はマーケティング戦略にあり、顧客を中心に据えた企業経営のプロセスの改革にあったのである。 

当時の日本の多くの小売業はマーチャンダイジングは論じても、マーケティングについてはメーカー、卸がやるものとして一切顧 

慮することがなかったのである。 

ウルフ氏はその著書「個客識別マーケティング」、「個客ロイヤルティ・マーケティング」とＦＳＰについては一貫してマーケティング 

戦略である事を訴えていたが、残念ながら当時の流通業界ではその本質を理解できなかったのである。 

しかしながら、リーマンショック以降、低価格競争に疲れてきた流通業界でもＴＥＳＣＯ等の成功事例に接し、ユニクロ等の独走の 

裏にはマーケティング戦略が存在する事に気が付き始めた。そして再度ＦＳＰを見直すと共に、蓄積した顧客データ活用による 

経営を志向し始めた企業も登場したのである。 

本書はＦＳＰ誕生の背景に始まり、今までの各企業の多くの試みについて事例をまとめたものであり、「今さら聞けない！ＦＳＰ」 

のニーズにお応えするダイジェスト版である。 

この後、「ＦＳＰの低価格戦略」、「ＦＳＰ顧客データ活用最前線」を編纂する予定である。 
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第１章 

はじめに：「ＦＳＰの誕生とその成長過程とは？」 
（ロイヤル・カストマーの育成プロセス) 

１-１「ＦＳＰの誕生とその成長過程とは？」  

   ① 現代の経営・「消費者」から「顧客」へ 

   ② 顧客は企業のエクエティ（資産） 

   ③ ＦＳＰのルーツ・アメリカン航空の挑戦 

   ④ 「顧客サービス」による差別化戦略の浮上 

   ⑤ 「ＩＴ革命」が顧客起点のビジネスに拍車 

   ⑥ 米国スーパーマーケットのＦＳＰの挑戦 

１-２：「ブライアン・Ｐ・ウルフ氏に学ぶＦＳＰの本質とは？」 

   ① ブライアン・Ｐ・ウルフ氏の提唱するＦＳＰ成長の４ステップ 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

ＦＳＰの最初のステップです。 

キーポイントは・・・・・ 

① 平均来店客数の約３倍の会員数の獲得！ 

② 会員と非会員の差別化を明確に！ 

③ 飽きやすい消費者心理への刺激策を！ 
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①現代の経営・「消費者（Consumer)」から「顧客（Customer」へ 
 

  ２０世紀に最もビジネス界に影響を影響力を持ち続けた思想家であるピーター・ドラッ 

  カー博士は現代の経営を「イノベーションとマーケティングによる顧客の創造」とした。 

  ８０年代までのモノ不足の時代には作れば売れた、並べれば売れたといった（プロダク 

  ト・アウト）の時代であり、顔の見えない一般大衆を相手にしたマス・マーケティング 

  の手法で“消費者”は存在しても“顧客”という概念は存在しなかったのである。 

   しかしながら９０年代に入り、溢れ返る商品・店舗・情報の中でマーケット形成の主 

  導権は完全に供給側から情報・経験を蓄積したプロの消費者側に移る（マーケット・イ 

  ン）の時代を迎えていったのである。 

  顧客は「Customer」、即ち「Custom（特別）なニーズを持つ人（er）」である。 

   したがって企業経営自体も顧客を起点としたマネジメントからマーケティングに到る 

  変革を迫られ、それに対応できない企業は容赦なく消費者から糾弾され、マーケットか 

  らの退場を余儀なくされる時代を迎えている。 

  ９０年以降、銀行・メーカー・スーパー等の企業の不祥事、虚偽表示行為等、過去であ 

  れば許されるかウヤムヤにされたものが、今の消費者は絶対に許さず、その企業の“顧 

  客”となる事を拒否すると言った行動に出る時代を迎えた。 

 

②顧客はエクイティ（企業の資産） 
 

  過去、企業における資産とは小売業の場合、土地、建物・設備・売場、商品等であった。 

  しかしながら９０年以降、企業にとっての最重要資産は「顧客」になった。前述の通り 

  過去の「製品ありき」のビジネス・スタイルから、「顧客ニーズありき」の顧客起点の 

  経営、即ち、顧客のＧｅｔ（獲得）、Ｋｅｅｐ（維持）、Ｇｒｏｗ（拡大）を実施し、 

  マーケットシェアではなくカストマーシェアの獲得こそが最重要戦略として企業に求め 

  られているのである。 

  どんなに立派な店舗や、最新設備の工場を持っていたとしても、顧客基盤の弱い企業は 

  逆にそれらが非効率的な不良資産と化して、企業の業績の足を引っ張るのである。 

  顧客データベース等で武装し、顧客という資産を有効に活用している企業の中には、工 

  場を持たないメーカー、店舗・売場を持たないネットビジネスの小売業として急成長を 

  遂げているところも珍しくはない。（例えばアマゾン、アップル、楽天、他） 

  顧客という資産を企業経営の中心に据え、ビジベスの再構築をした企業のみが、これか 

  らの生き残りのキップを手にする事ができる。 

第１章：はじめに：「ＦＳＰ成長の誕生とその成長過程とは？」 

過  去 現  在 

マネジメント 

スタイル 

Finance Management 

Marketing Management  

Customer Driven 

 Management 

特  徴 企 業 中 心 
仕入／販売・製品の差別化 

顧 客 中 心 
顧客満足・問題解決・提案 

マーケットニーズ 同質化欲求・異質化欲求 個性欲求・付加価値欲求 

ターゲット 消 費 者 顧（個）客 

狙うもの マーケットシェア 

 

カストマーシェア  

 

マーケット形成 

の主導権 
供 給 側 

（メーカー/川上・川中・川下） 

消 費 者 
（店･商品等の自由な選択） 

マーケティング手法 Mass Marketing One to One Marketing 

経営（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）の変化 

企業経営の最大の資産は「顧客」 

出展：寺子屋 

１-１：「ＦＳＰの誕生とその成長過程とは？」  

１-１ 

Consumer： 消費者 

Customer： 顧 客 



CopyRight Shijuku Terakoya 2011･03 Ｐａｇｅ： 

 

 

③ＦＳＰのルーツ・アメリカン航空の挑戦・ＦＦＰ 

   このような経営環境の大変化をもたらしたのは７０年代中盤より始まった米国の規制 

  緩和政策であった。過去の政府による製造業を中心とする供給側の保護的政策が返って 

  企業の体力を弱め、国際化に対応できなかったという反省から、思いきった規制緩和政 

  策を全産業に実施して行ったのである。 

  その中で７８年、時のカーター大統領は規制緩和策の一環として「航空規制撤廃法」に 

  サインした。同法の成立に関しては「パンナム（パン・アメリカン航空・当時の代表的 

  航空会社）が潰れる！」といった強い反対意見も立ちはだかっていたが、「パンナムは 

  潰れても米国大統領は倒れない」との強い意思で押し通されたのである。 

   同法施行後２０数社あった航空業界に１００社を超える参入があり、熾烈な競争を繰 

  り広げられた結果、生き残ったのは２０数社のみであり、かのパンナムも経営改革が遅 

  れ、マーケットから退場せざるを得なかった。 

  その中で生き残った航空会社のひとつであるアメリカン航空では、８０年代に向けて生 

  き残りのために一大リサーチを行った。その結果、膨大な販促費用をかけて年間約２５ 

  ００万人という搭乗客を集めたにも拘わらず、ヘビーな搭乗客と称される年間１３回以 

  上利用する８０万人という一握りのヘビーな搭乗客が、何と同社の６５％以上の収益を 

  占めていたという事実にぶち当る事になった。 

   同社ではその調査結果を前に愕然とし、「今まで競合他社との搭乗客の獲得競争に血 

  道をあげ、販促費の殆どを投入してきたが、真に我が社の収益を支えてくれてきたのは 

  ８０万人のお客様であった。その大切なお客様には会社として感謝も報いる事も何一つ 

  してこなかった」との反省に基づき、新たなマーケティング戦略の転換を決意したので 

  ある。 即ち、従来の不特定多数の大衆相手のマーケットシェア拡大戦略から、個々の 

  顧客のカストマーシェア拡大戦略に転換したのである。 

  その結果として８０年には「AAdovantage」という業界初の今で言うマイレージカード 

  を発足させ、８１年には１００万人、８６年には３００万人、９４年には２６００万人 

  と順調に会員数を増やして、新しい経営スタイルへの挑戦を見事に成功させたのである。 

   更に会員にリピート客になってもらうためには顧客満足（ＣＳ）が必須条件であり、 

  顧客の視点に立った顧客サービスの充実を目指し始めたのである。 

  各社乗り継ぎの航空便・ホテル・レンタカーの予約を１箇所で可能とした“SABER“ 

  システムを整備し、Ｃｉｔｉｂａｎｋ（銀行）、ＭＣＩ（長距離電話）、ＦＴＤ（花） 

  等も提携を結んで、マイレージは「第三の通貨」と言われるまでに浸透した。 

   更に、会員の増加に伴い、８２年には上位２～３％の顧客対象に“ゴールドカード” 

  を、９２年には上位１％の顧客対象に“プラチナカード”を発行し、上位顧客に対する 

  見返りを多くする事によって囲い込みをより強化した。 

  まさに上得意客のご贔屓、ご愛顧、お引立てに報いるロイヤルティ・マーケティングの 

  誕生であり、航空業界における新しい競争の幕開けでもあった。 

 

 

高 

☆｢顧客データベース」構築による優良顧客の識別・優遇 

          －「Keep Customer」、「Grow  Customer」を狙う 

 

  

☆１９８１年・「 ＡＡｄｖａｎｔａｇｅ・ＦＦＰ 」開発 

 

        「予約専用電話」「座席の優先l確保」「空港特別ﾗｳﾝｼﾞ」 

        「ホテル、レンタカー予約」「乗換便予約」 

        「マイレージ・サービス」 

 

☆１９８１年＝100万人、 

☆１９８２年＝「ゴールドクラブ」（上位２～３％対象） 

☆１９９４年＝２６００万人 

☆１９９２年＝「プラチナカード」（上位１％） 

 

アメリカン航空の挑戦 

１-２ 

第１章：はじめに：「ＦＳＰ成長の誕生とその成長過程とは？」 
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    アメリカン航空を嚆矢とするFFP（Frequent Flyer Program)の考え方は、その後業 

   界の枠を飛び越えて多くの産業で取り入れられた。 

   車業界ではFUP（Frequent User Program）、ホテル業界ではFSP（Frequent Stayer 

   Program）、そして小売業界ではFSP（Frequent Shopper Program）としてその仕組が 

   取り入れられ、それぞれの発展を遂げて行った。 

    「新規顧客の獲得には既存顧客の維持に比べて５～７倍のコストを要する」、 

    「車のユーザーが一生の内、購買する車の費用は数十万ドルもある（顧客の生涯価値）」 

    「２０％の顧客が収益の８０％を占める（パレートの法則）」 

   等の理論武装も進み、一般大衆・消費者を対象としたビジネスモデルから、顧客、更には 

   個客を対象としたビジネスモデルの構築に拍車がかかったのである。 

   「マス・マーケティング」の対極としての「ワンtoワン・マーケティング」の概念が登場したの 

   もこの時期となる。 

    

   因みに世界最大の小売業ウォルマート（３７兆円・２０１０年）はEDLP（エブリデイ・ 

   ロー・プライス）戦略で、ディスカウントストアとして徹底した低価格を唯一の武器とす 

   ると見られがちである。 

   しかしながら創業者の故サム・ウォルトン氏は、 

   「ビジネスの利益は安売りや高いコストで行われた広告につられてきた“ワンタイム・バイヤー（一 

     見客）”ではなく、満足したリピート客からくるものであり、こういった顧客がウォルマートにとって一 

     番大切な人たちなのである」 

   と事あるたびに従業員に訴えてきたという。 

   同店では店頭にグリーター（迎える人）を配してお客様を迎え、店内では従業員がお客様 

   と３ｍ以内に入ったら、相手の目を見て微笑み、声をかけるといった「１０フィートルー 

   ル」等のフレンドリーな顧客サービスを実施している。その結果２００１年度・全米消費 

   者５０００人の「ベストチェーン」投票ランキングで見事一位を獲得するまでに支持さ 

   れている。 

   「低価格で引き寄せた客は、他店の低価格に流れる」という言葉の通り、小売業は単なる 

   低価格だけでは顧客の支持は得られないという事をウォルマートは知悉している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ費用 
（顧客一人当たり） 

100% 

新規顧客 

獲得コスト 

17～   

 20% 

既存顧客 

維持コスト 

ウォルマートの秘密 

資料：ﾌｫｰﾗﾑ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、ｱﾒﾘｶ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会、ＰＩＭＳ 

出典：「ﾊﾟｰﾁﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ」 堅山又一郎 著（ﾋﾞｼﾞﾈｽ社） 

前回満足の既存客 新規の客 

広告・宣伝費 ・かからない：（ローコスト） ・かかる：（ハイコスト） 

客単価 ・高い：（ローコスト） ・低い：（ハイコスト） 

売残り 

リスク 

・低い：（ローコスト） 

（客の好み･ﾆｰｽﾞの把握可能） 

・高い：（ハイコスト） 

（何が売れるか不明） 

接客時間 
・短い：（ローコスト） 

（客と店との相互理解度が高い） 

・長い：（ハイコスト） 

（客と店との相互理解度が低い） 

出所：「ウォルマートの新人間主義経営」三浦泰志著（ビジネス社） 

１-３ 

第１章：はじめに：「ＦＳＰ成長の誕生とその成長過程とは？」 

グリーター 
（撮影：太田美和子氏） 
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 ④「顧客サービス」による差別化戦略の浮上 

    ９０年代に入り、「CS（顧客満足）」が米国の企業戦略として急速に浮上してきた。 

   日本における「お客様の満足」、「顧客第一主義」と言った言葉の多くは社是として額 

   に入れて飾られているが、その殆どが企業トップの訓話等に堕し、具体性に欠け、建前 

   化・空洞化している。 

    米国企業における「顧客満足」は単なる言葉としてではなく、優良顧客の争奪戦の最 

   重要戦略として位置づけられている。 

   「他の店で満足した顧客は、今までの店に不満を抱く」の言葉通り、競合他社によって、潜 

   在的不満に気付いた顧客は、他店に流れ、2度とは来店してくれなくなる。 

    顧客満足とは顧客が事前に持つ期待・ニーズ・欲求に対し、それに１００％応える事 

   である。小売業の場合には顧客の店に持つ期待・ニーズは（左図)のように大きく分けて 

   「低価格」、「品揃え」、「顧客サービス」の３つある。小売企業にとって競合店との 

   差別化戦略も、この３つの何処に注力するかが重要になってくるのである。 

   逆に不満を抱いた顧客の大部分（９６％）は、黙って2度と来店しなくなると言われ、 

   その顧客を失う理由の最大のものは「従業員の無関心な態度」といわれる。（「サービ 

   スが伝説になる時」：ダイヤモンド社） 

    無条件の返品受入れ、最低価格保証、修理保証等の日本の企業側の論理から見れば、 

   非常識とも思えるサービスを展開している理由もここにあり、優良顧客の争奪戦の最前 

   線の厳しさは年々エスカレートしている。 

    日本の小売業マーケットように、NB商品が圧倒的に強い場合には、実質的価格の決定 

   権はメーカーが持ち、チラシ等で低価格を打ち出しても、ライバル店の店頭価格は当日、 

   或いは翌日には一斉に同一かそれ以下の価格に設定が変更される。又、他店にあって自 

   店に置いてなかった商品も、同様にメーカー・問屋に注文とすぐ手に入るケースが多い。 

    日本においてはこのように構造的に「低価格」、「品揃え」での継続的な差別化戦略 

   は取りづらく、同質化競争の中での苦戦を余儀なくされているのが実情である。 

    同質化競争の本質は、他店と同じ事をしないと負けるが、同じ事をしたからといって 

   も勝つ事は難しい。競合他店に対して、何かほんの少しの差別化を行うことで、ようや 

   く勝てる状況が生まれてくるのである。 

   「顧客サービス」とは目の前の顧客に対して、リアルタイムにその企業の持つ理念・哲学 

   ・文化・躾等が従業員の自立的判断・行動基準として滲み出るものであり、一朝一夕には 

    マネのできないものである。ましてマニュアル・指示・命令による一律的な「顧客サー 

   ビス」は、心のこもらない機械的な対応として顧客の期待を返って裏切るケースが増えて 

   きた。 

    FSPの成功は言い替えると「顧客サービス」競争でもあり、会員にとって「気持良く、信 

   頼できる…店」を目指すことであると言っても過言ではない。 

 

 

 

 

 

高 

出典：「サービスが伝説になる時」 

      ﾍﾞｯﾂｨ･ｻﾝﾀﾞｰｽ著（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社） 

従業員の 

無関心な態度 

６８％ 

商品への不満 １４％ 

５％ 
ﾗｲﾊﾞﾙ企業からの 

誘引 

友人の影響 

転居 

３％ 

企業が顧客を失う理由 

低 価 格 品 揃 え 顧客ｻｰﾋﾞｽ 

企業独自の顧客戦略はマネされにくい 

指示･命令・マニュアルでは実現不能！お客様の尊厳重視 

低価格戦略は 

１日でマネされる  

品揃え戦略は 

３日でマネされる 

低価格戦略・品揃え戦略の限界 

低価格競争から顧客サービス競争へ！ 

出展：寺子屋 

９％ 
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 ⑤「ＩＴ革命」が顧客起点のビジネスに拍車 
 

    個客対象のビジネスモデルの構築や、顧客サービスの差別化による優良顧客の争奪戦を 

   ツールとして、仕組として飛躍的に発展させたのが９０年代のＩＴ革命であった。 

   米国の８０年代の大不況を経て登場したクリントン・ゴアのコンビの政権が掲げた「スー 

   パー情報ハイウェイ構想」は、新しいIT（情報通信技術）の活用によって米国経済の復権 

   を目指したものであった。 

    広大な米国土に光ケーブルを張り巡らし、パソコン、インターネット等によって距離・ 

   時間等のハンディを克服し、合わせ景気回復と国際社会での強い米国の復権を狙った戦略 

   は見事効を奏したのである。 

   ＩＴは軍事用に開発された情報通信技術・即ち人と人とのコミニュケーションのツールで 

    あるが「ツールが変わればルールが変わる」（ダニエル・ビュラス）の言葉通り、携帯 

   電話・インターネットに代表されるＩＴは確実に社会・経済・個人生活における価値観や 

   行動、世の中の多くのルールを革命的変えつつある。 

    企業にとってもローコストで且つ距離、時間の制約を克服でき、個々の顧客とのコミニ 

   ュケーションが実現できるツールが手に入る事によって、国境をも超えたグローバルな巨 

   大な市場の出現すら促したのである。 

    更に、ローコストで使い勝手の良い顧客データベースの登場が、小売業の膨大な数の顧 

   客の購買履歴を蓄積し、個々の顧客の理解、ニーズの把握を促進する一方で、優良顧客争 

   奪戦の武器として「顧客サービス」の差別化競争の武器としてなくてはならないものにな 

   ってきたのである。 

   因みに右図のように米国産業界では９７年、９８年の量年とも情報通信技術の課題のトッ 

   プは「顧客サービスの改善」となっている。日本がバブル崩壊の後始末に追われている時 

   米国企業はPC、インターネットを基盤としたビジネスの再構築を推進したのである。 

    顧客との接点の存在するサービス業の代表である小売業、保険業、金融業のＩＴ化によ 

   って日本との差は大きく広がりつつある。 

   例えばかって世界に冠たる女性の保険外交員（セールス・レディ）による、ＧＮＰ（義理 

   と人情とプレゼント）的ビジネスモデルも、米国流のＰＣを用いて目の前で顧客ニーズを 

   掘り起こし、保険を設計し､見積りを出す方法の前に破れ、更にはＮｅｔ通販による保険の 

   マーケティング手法にも後塵を拝さざるを得なくなっている。米国保険会社の科学的にリ 

   スクを計算された各種保険商品の一部は、日本の保険会社にもＯＥＭ供給されている程で 

   あるといわれる。 

    ８０年代までは誰一人スーパーマーケットが顧客データベースを導入するなど夢にも考 

   えなかったことである。マス・マーケティングの終焉を迎えて、顧客データベースを用い 

   たマーケティングの手法も数多く生み出され、究極的なワンtoワン・マーケティングの実 

   現に向けて多くの企業が生き残りを賭けて新しいビジネスモデルの構築に邁進している。 

    今の日本においては小型の漁船ですらレーダーと魚群探知機を装備しているが、ようや 

   く小売業もそれらに匹敵する情報武装が可能となった。 

 

 

 

高 

出典：ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝｳｨｰｸ誌・７２９人の情報システム・マネージャーを対象に調
査 

          日経情報ｽﾄﾗtrｼﾞｰ  １９９８・６ 

`98年順 位 ビ ジ ネ ス 面 の 課 題 `97年順 位 

１ 位 

２ 位 

３位 

４ 位 

５ 位 

６ 位 

７ 位 

８ 位 

９ 位 

10 位 

  顧客サービスの改善 

  ビジネス・プロセスの合理化 

  財務状況の改善 

  潜在顧客のニーズへの理解と対応 

  製品やサービスの物流体制の改善と拡大 

  製品開発プロセスの改善 

  新製品や新サービスへの情報技術の応用 

  マーケティング・アドバンテージの確立 

  競合状況における躍進 

  情報ｼｽﾃﾑの効果について外部顧客からのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

１ 位 

２ 位 

３位 

５ 位 

６ 位 

４ 位 

９ 位 

８ 位 

10 位 

７ 位 

米国産業界の情報化技術のビジネス面の課題 

日本のポイントカード 

メーカー主導のプロモーション 

Win-Win 

特典・報償 

見返り 

小売業主導のプロモーション 

（カテゴライズ） 

同質化 

競争 

顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

 

の活用度 

 

競
争
力
優
位
・企
業
力
格
差 

One to One ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾛｲﾔﾙﾃｨ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 
（ﾏｲｸﾛ・ｴﾘｱ・他） 

ﾏｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

顧客データベース・マーケティングの登場 

出典：日本NCR Solution No.337 
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⑥ 米国スーパーマーケットのＦＳＰの挑戦 

   小売業界におけるＦＳＰの誕生はおそらく百貨店のニーマン・マーカスが80年代に実 

  施した「イン・サークル」、「ＮＭプラス」であろう。同社では自社クレジット処理用のデ 

  ータベースを持っていたが、ある担当者が購買分析した結果、上得意客の購買額が「２ 

  ０：８０の法則」分布となり、それら上得意客に対する優遇策等社内で論議された。紆余 

  曲折を経た後に、アメリカン航空と同様の仕組として上記FSPの開発に至ったのである。 

   一方の米国のスーパーマーケット業界におけるFSPは、８０年代の不況を経て、９０年 

  代の中盤より爆発的な広がりを見せた。当時全米に存在すると言われる約３万店舗のうち、 

  約半数が実施し、全米世帯の８０％近くがカードを保持していると予測されていた。 

   その誕生の引き鉄となったのはウォルマート、Kマート、コストコ等のディスカウント 

  ストアの低価格攻勢であり、不況によって激増した共稼ぎ世帯の食問題をめぐって生じた 

  新たなレストラン・ファーストフード等の競争相手の出現であった。 

   これら強力なライバルの出現に対し、フード・マーケットの主役であったスーパーマー 

  ケットは従来のチラシに代表されるマス・マーケティング戦略を捨て、優良顧客の維持･ 

  拡大というロイヤルティ・マーケティング戦略に転換せざるを得なかったのである。 

   ８７年頃よりバージニア州のユークロップス等で試行されてきたFSPは、９６年にオハイ 

  オ州・デイトンにあるドロシーレーン・マーケット（３店舗）のFSP成功事例がウォールストリ 

   ート・ ジャーナルで「２１世紀のスーパーマーケット」と紹介されるや、瞬く間に米国の 

  みならず、全世界のスーパーマーケットへの導入熱の広がりを見せたのである。 

  同社のFSP「クラブＤＬＭ」は、収益の７５％をもたらしてくれる「上位３０％の上得意客以 

  外には何の特典も出しません」ぐらいに徹底した戦略を展開している。上位顧客に対する 

  特典も「七面鳥プレゼント」、「地域団体への寄付」、「会員特別価格」、「旅行招待」 

  等多彩であり、「ベビークラブ」や「ワインクラブ」等のサブクラブを設けて顧客の囲い 

  込みに成功を収めている。 

   しかしながら米国内の競争の激しい一部地域では、ＦＳＰ後発企業が顧客争奪戦に参戦 

  する過程で、懸賞で「家一軒進呈」、「現金２００万ドルプレゼント」等、別の意味での 

  ディスカウント合戦が過熱するケースも出現した。 

   因みに、米国のスーパーマーケット経営をお手本としていた日本においても、９７年に 

  セルフサービス協会での講演でFSPの情報が伝わるや「ドロシーレーン・マーケット詣で」が 

  始まり、９９年が「日本のＦＳＰ元年」と称されるように、各社の挑戦が始まったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

1996年 1997年 1998年 

35 % 

55 % 

66% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

出典：ＡＣ Nielsen Consumer Study 1998 

全米のＦＳＰカード所持世帯の割合 

米国スーパーマーケットの挑戦（１９９０年代） 

一店舗のみの買い物･・53% 
毎週同一店舗の利用・・89% 

内食費・・4､000 $ /年 

米国の平均的消費者像 
－習慣性の強い食料品購買行動 

全米 30､300 店舗の 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ業界 

 

＊ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ        
      （WalMart、K-Mart） 

＊会員制ﾎｰﾙｾｰﾙ・ｸﾗﾌﾞ 
＊ﾃﾞｨｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ・ 

            ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 
 

Alternative Stores 

（挑戦者達） 

Q R 
＊外食産業 

＊ﾌｧｰｽﾄ・ﾌｰﾄﾞ 
生残りをかけた３つの戦略 

Ｅ Ｃ Ｒ Ｈ Ｍ Ｒ ＦＳＰ 
食料品版ＱＲ ﾐｰﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ 優良顧客の囲い込 

出展：寺子屋 

ユークロップス（ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ州） 

ＵＶＣカード 

ﾄﾞﾛｼｰ･ﾚｰﾝ･ﾏｰｹｯﾄ（ｵﾊｲｵ州） 

ＤＬＭカード 
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① ブライアン・Ｐ・ウルフ氏の提唱するＦＳＰ成長ステップ 

   米国のみならず、欧州、豪州、そして日本にＦＳＰを啓蒙し、コンサルタントして広 

  げたのがブライアン・Ｐ・ウルフ氏である。ハーバードビジネスのＭＢＡを取得し、米国の 

  スーパーマーケットの有力企業・フードライオン社のＣＦＯ（財務担当役員）の後、F 

  SPコンサルタントとして世界各地の企業を指導している。 

   同氏はスーパーマーケットにおいても、その企業の収益の大部分がほんの一握りの優 

  良顧客からもたらされている事を多くの実証数値で説明し、従来のチラシを用いた「ハ 

  イロー戦略」のマス・マーケティング手法が如何に時代にそぐわないものであるかを提 

  言して回ったのである。 

     ＊上位２０％の顧客は下位２０％の顧客に比べ、年間の購買額で50倍以上もの差がある 

     ＊上位３０％の顧客で売上高の７５％を占める 

     ＊来店客中、会員客の来店が５０％を超えるとチラシは殆ど不要となる 

     ＊上得意客ほどプロパー商品購入頻度が高く、従って粗利率も高い 

     ＊チェリーピッカーの売上・利益の貢献度は驚くほど低い 

     ＊ＦＳＰを実施すると2年以内に粗利率は２％アップ期待できる 

  等、多くのコンサルタント活動の中から共通する事実を抽出し、もはやルール（法則） 

  と呼んで良いくらい整理・体系化ができている。 

   同氏の説くＦＳＰは小売業を顧客起点のビジネスとして改革するものとして位置付け、 

  主に財務的見地、マーケティング的見地からのアプローチ法を提言してくれている。 

   氏の最初の著書「個客識別マーケティング」（ダイヤモンド社）、続いて出版された「 

  個客ロイヤルティ・マーケティング」（〃）では日本を含む多くの先進企業の事例を紹介し、 

  具体的なＦＳＰの手法を教えてくれている。 

･     ● 「全ての顧客は平等ではない」 

     ● 「顧客の行動は特典に左右される」 

  の身近な２大原則に立脚した４段階のステップは、現代の企業経営が「顧客の創造」で 

  あるならば、現代の小売業経営における「ロイヤルカストマーの育成」のための実践的理 

  論であり、成功への指針となるものである。 

 

  因みに日本にFSPが紹介されたとき、その本質は小売業のマーケティング戦略であり、 

  企業の戦略としても重要な課題でもあったが、日本の小売業界ではマーケティングは 

  メーカー・卸の仕事で小売業のやるべき事ではないと言うのが常識であった。 

  その常識の壁に阻まれ、日本のFSPの多くはポイントカードを販促手段のみに限定して 

  導入されたため、ポイント自体が形を変えたディスカウントに堕してしまっている。 

 

マス・マーケティング 

＊ｶｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの   

      実践・会員獲得 

＊ｶｰﾄﾞ会員 ＶＳ    

       非会員差別化 
 

全ての特典は     

      ｶｰﾄﾞを要する 

第一ステップ 

第二ステップ ＊顧客ｶﾃｺﾞﾘｰ・     

      ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄへの移行   

＊ﾒｰｶｰとの       

   ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ連携 

 

経費と売上を   

     組み合わせる 

第三ステップ 
＊ﾜﾝtoﾜﾝ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  
＊個客のﾗｲﾌﾀｲﾑﾊﾞﾘｭｰ  

    の最大化 

 

 

各種個客ｻｰﾋﾞｽの充実 

 ｿﾘｭｰｼｮﾝ・提案 

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･P･ｳﾙﾌ氏の ＦＳＰ発展の４段階    

出典・提供：ＮＣＲ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ ３３６号 

顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ活用 

＊ｶｰﾄﾞ会員間での   

  差別化 

＊優良顧客の維持   

 

 より優良な会員    

     に特典を傾斜 

個客識別 

マーケティング ワンtoワン 

マーケティング 個客ロイヤルティ 

マーケティング 
第四ステップ 

ﾏｽ 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

大  衆      
分  衆           

個   人     

ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ・MKTG 

ﾒｼﾞｬｰﾄﾞ・MKTG 

顧客識別MKTG 

ﾛｲﾔﾙﾃｨｰMKTG 

ｽﾃﾙｽMKTG 

（`96） 

ｹﾞﾘﾗMKTG 

ターゲットMKTG 

（９１） ﾊﾟｰﾐｯｼｮﾝMKTG 

（01） 

ﾜﾝtoﾜﾝ 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

FSPとマーケティング手法の発展 

出典・提供：越後 七平 

FSP 
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第１章：はじめに：「ＦＳＰ成長の誕生とその成長過程とは？」 
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高 

１-８ 

第１章：はじめに：「ＦＳＰ成長の誕生とその成長過程とは？」 

③ ＦＳＰは電子の戦場での戦いに 

 ウルフ氏はＦＳＰの発展をＩＴが加速化するとし、「今、小売業は電子の戦場で戦って 

いる」という。ポイントカード自体が初期のリライトカード、磁気ストライプカードから 

バーコード印刷のカードやタグ、そして非接触型のＩＣカード、携帯電話へと進化して来 

ている。更にＰＯＳやネットワークの発展によって複雑な特典プログラムの実施や、企業 

の枠を超えた仕組みが出来上がり、更に膨大な取引データを蓄積し、縦横無尽に分析でき 

るデータウェアハウスも出現し、マーケティングを高度な仕組みに誘導してくれている。 

分析については別の項で触れるとして、ＩＴによる顧客とのコミュニケーションについて 

考察してみよう。 

過去のマス･マーケティングの時代のコミュニケーション手段はマスの媒体である新聞、チ 

ラシ、ラジオ、ＴＶであった。顔の見えない大衆を消費者として膨大な費用を投じ、一方 

的にメッセージを送りつけるやり方であった。モノ不足、情報不足の時代に合っては非常 

に有効な手段であった。しかしながら投資対効果という事では測定が困難な手法であった。 

ＦＳＰのデータ分析が進む中で上位顧客の３０％が売上の７５％を占める等の事実が明ら 

かになったように、商品分析を行っていくと同様のケースが現れたのである。 

例えば粉ミルクの購入を過去のマス・マーケティング手法を用いれば、１世帯当り年間数 

百円となる。乳幼児のいない全ての世帯も分母に含まれるからであり、実態は乳幼児のい 

る世帯が年数万円購入している。実データからは上位２０～３０％の顧客で、その商品の 

７０％以上を占めており、Ｏ社（山梨）の事例でもマヨネーズもヘビーユーザーは月５本 

以上購入し、メーカーが想像していた世帯当り平均月１本弱の購入説を見事に裏切った。 

このような顧客には、そのカテゴリーに合わせたクーポンを提供する事の方が効率的だと 

分かってきた。ターゲット･マーケティングであり、顧客に合わせた特典をＤＭ，ＫＩＯ 

ＳＫ、レシートといった媒体を用いてお知らせする方法が生まれてきたのである。 

チラシと比べて効果も高く、費用対効果が計測でき、競合相手にも知られる事のない販促 

手段となって定着化しつつある。（ステルス・マーケティング） 

しかしながら欧米で定着したＤＭを用いたこの手法も、日本では郵便料金が高い事から今 

ひとつ広がらないと言う現実がある。 

ＩＴの目覚しい発展は、更にＦＳＰを進化させた。顧客の会員申込書、購買データ等から 

個々の顧客のライフシーン、ライフスタイル、趣味、嗜好、購買行動等を割り出し、その 

顧客の潜在ニーズを顕在化させるロイヤルティ・マーケティングへの進化を促している。 

インターネットの出現、ＰＣ、携帯電話、ＫＩＯＳＫ等の登場は企業と個々の顧客との双 

方向のコミュニケーション手段を提供するだけでなく、コストも劇的に低減させた。 

ブログ、ツイッター、ＳＮＳの時代の消費者は企業側からの一方的なメッセージを信用せ 

ず、「買った人」の意見を信用し、Ｎｅｔからコメントを入手するという購買行動をとる 

という。 

まさに「電子の戦場」であり、今ＩＴを用いた情報戦略の再構築が求められている。 

  ベスト顧客分析 
  ロスト顧客分析 
  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾚﾎﾟｰﾄ 
  販促分析・ＤＭ 

店舗出力関係 

請求書発行 
（ｸｰﾎﾟﾝ＋手数料） 

販促活動分析 
商品販売分析 

ベンダー向けｱｳﾄﾌﾟｯﾄ 

 会員ｶﾃｺﾞﾘｰ区分 
  報酬・  特典企画 
  ｶｰﾄﾞ使用者管理 
 イベント分析 

ロイヤルティ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

  ブランド  
  PB商品 
  顧客固定化 
 イベント 企画 

販促活動 

FSP 
Valued Customer 

Data Warehouse 

Ｋｉｏｓｋ 

コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・コ
ス
ト 

チラシ・新聞・ＴＶ ダイレクトメール ＰＣ，ＫＩＯＳＫ、携帯電話、 

＊不特定多数対象 

＊一方通行のｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ 

＊効果測定困難 

＊画一性－大 

＊コスト大 

＊情報量－小 

＊情報内容－主に価格 

＊ﾀｰｹﾞｯﾄ絞込み可 

＊一方通行のｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ 

＊効果測定可 

＊画一性－中 

＊コスト大 

＊情報量－中 

＊情報内容－価格・商品 

＊個別・全体双方可 

＊双方向ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ 

＊効果測定可 

＊個別・ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ 

＊コスト小 

＊情報量－無限 

＊情報内容－規制無し 

マス・マーケティング 
ワンｔｏワン・マーケティング 

One Way Two Way Communication 

ＦＳＰ会員とのコミュニケーションの進化 

売上登録・顧客サービス 
特典の償却及び拡張機能 

売場POSｼｽﾃﾑ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼ
ﾞ 

ＰＣ 

モバイル端末 

（携帯） 
各種情報提供・ｱﾝｹｰﾄ 
特典の償却及び拡張機能 

各種情報提供 

各種情報提供・ｱﾝｹｰﾄ 
ｵﾝﾗｲﾝ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:FarmaDigital.JPG
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ＦＳＰの第一ステップ： 「全ての特典はカードを要す！」 

  （会員・非会員の差別化による会員の獲得） 

 

２-１：「全ての特典はカードを要す」 
    ①「カード会員の募集はＦＳＰの入口？」 

    ②「会員／非会員の差別化；効果的特典の肝とは？」 

    ③「ぶらいあん・Ｐ・ウルフ氏の１０Ｐ‘ｓ Ｒｅｗｏｒｄｓとは？」 

２-２：「日本の会員向カードプログララム」 
    ①「ポイント制」 

    ②「会員価格制」 

    ③「ショックプライス」 

    ④「クーポン券」 

    ⑤「キャッシュバック」 

    ⑥「現金還元セール」 

    ⑦「景品交換」 

    ⑧「イベント招待・優待」 

    ⑨「パートナー・提携店・協賛店」 

    ⑩「地域団体への寄付」 

    ⑪「福引・クジ」 

    ⑫「誕生日プレゼント」 

    ⑬「マイナスイオン水・純水」 

    ⑭「ご来店ゲーム」 

    ⑮「サンキュウ・ポイント」（感謝カード） 

    ⑮「サンキュウ・シール」（感謝シール） 

    ⑰「時間軸でのポイントの活用」 

    ⑱「ビンゴゲーム」 

２-３：「ポイントカードの一考察」 
    ①「ウルフ氏が指摘するポイント・プログラムの長所・短所」 

    ②「日本のポイントカードの本質的問題とは？」 

    ③「ポイントの発行残についての一考察」   

    ④「ポイントの有効期限について」 

    ⑤「新店舗に於けるＦＳＰの客数・売上高推移の変化 

２００２・１２・１８ 第一版 

第２章 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

ＦＳＰの最初の第１ステップです。 

キーポイントは・・・・・ 

① 平均来店客数の約３倍の会員数の獲得！ 

② 会員と非会員の差別化を明確に！ 

③ 飽きやすい消費者心理への刺激策を！ 
 

ポイントカードの長所･短所を良く理解しましょう 

２-０ 
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①「カード会員の募集はＦＳＰの入口？」 
 

   FSPの第一ステップはカード会員募集であり、短期間にどれだけ多くの会員を集める 

  かが重要課題となってくる。 

  集める目安はスーパーマーケットの場合、平均来店客数の３倍、即ち、１日２０００人 

  の平均来店客数の店舗では６０００人が最低ラインとなる。 

   このラインを超えると来店客の約４０％が会員が占め、売上も５０～６０％を占め始 

  め、他店のチラシによるセール等に影響を受けなくなる。更に５０％を超えた段階では 

  上位顧客の固定化が進み、チラシ等の削減が可能となり、６０～７０％を超えるとＦＳ 

  Ｐの次のステップに進める段階となる。 

   FSPでつまづいている企業では、このカード会員の募集に問題がある事が多く、成功 

  している企業では新店舗開店前に商圏の全世帯を個別訪問したり、レジで積極的に声を 

  かける等の会員獲得の努力を惜しまない。 

  因みにO社（東京）では新店舗開店時には店頭に専用机を置いて創業社長自らが陣頭に 

  立ってカード発行の申込書を処理しているほどであった。 

   過去、商品に貼られたバーコードによって商品の分類が従来の部門・クラスの枠を超 

  えて高度な「単品管理」の仕組みを実現したと同様に、会員にバーコードの付いたカー 

  ドを所持してもらう事によって、今まで出来なかった個々の顧客情報の取得と利用の道 

  が大きく開ける入口となるのである。 

   後述するが、蓄積された会員のレシートデータの分析からか会員の購買行動、嗜好、 

  ライフスタイル等理解する事が出来、小売業主導のマーケティングの展開により、顧客 

  との間に太い絆を結ぶ事が出来るのである。 

   更に会員の購買行動の習慣性と言う事で考えてみても、左図のように来店理由からし 

  て自店への固定客化は十分に可能なのである。 

   ＮＣＲ社ではあるスーパーマーケットにおいて来店客にその来店理由調査を行った事 

  がある。口頭での質問に対する回答であり、余り考える暇もない状況であり、ほぼ本音 

  に近いものと評価しているが、その最大の理由は「只、何となく・・」が３人に２人の 

  割でいたのである。更にそれを裏付けるように、主婦の重要な役割であり、ビジネスで 

  もある食事の用意において、献立・買物商品の決定の８０％はスーパーの店頭・売場で 

  行われるという調査結果もある。（味の素社・‘９５・全国１２００人の主婦アンケート） 

   即ち日常の食生活に頭を悩ませる主婦は、その問題解決を目指して夕方、ガマグチを 

  持ち、サンダルをつっかけで近所のスーパーマーケットに「取り敢えず・・」足を運ぶ 

  と言う習慣性が読み取れるのである。 

  理由は「只、何となく・・」にしても、「取り敢えず・・」にしても主婦の日常的な習 

  慣性が大きいものである以上、カードによって来店の動機付けとその習慣性をより強化 

  する事は難しい事ではないであろう。 

 

 

 

 

 

①  近いから・・・・・・・・・・・・・・・・３１％ 
②  欲しいものがあるから・・・・・２９％ 
③  慣れているから・・・・・・・・・・２６％ 
④  安いから・・・・・・・・・・・・・・・・１９％ 
⑤  鮮度がいいから・・・・・・・・・・１６％ 
⑥ キレイだから・・・・・・・・・・・・・１４％ 
⑦ サービスがあるから・・・・…・１４％ 
⑧  店員の感じがいいから・・・・・９％ 
⑨  色々なものがあるから・・・・・９％ 
⑩  ＢＧＭがいいから・・・・・・・・・９％ 
 
只、何となく・・・・・・・・・・・・・・・・・６６％ 

献立はスーパーの店頭で決定・８０％！ 
 

＊献立作りによく悩む・・８４％    

＊献立はその日の気分・・８３％ 

（味の素・95年秋・全国1200人の主婦ｱﾝｹｰﾄ） 

ＦＳＰカード 
Frequent 

Shopper 

Program 

来店理由ｱﾝｹｰﾄ 

主婦のビジネスとしての 

日常の習慣性大 

固定客化し易く 

        又、しなければならない 

   FSP Card 

 
ｽｰﾊﾟｰ寺子屋 

「全ての特典はカードを要す」 

調査：日本ＮＣＲ 

２-１：「全ての特典はカードを要す！」  

第２章：ＦＳＰの第１ステップ：「全ての特典はカードを要す！」 

２-１ 

貯める習慣づけ？ 
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②「会員／非会員の差別化：効果的「特典」の肝とは？」 
 

   一般のお客様にカードを持ってもらい、買物の時に提示して頂くためにはそれなりの 

  会員のメリットがなければ使っては貰えない。 

   そこで会員と非会員の差別化、すなわちカードを使うことによる会員としてのメリッ 

  トを明確に打ち出す事が重要なテーマとなってくる。特に昨今では販促目的のポイント 

  （スタンプ）カードなるモノが巷に氾濫し、一般消費者のサイフの中にはスーパー、百 

  貨店、クリーニング、レンタルショップ美容院等のカードがギッシリと詰まっていると 

  いう。そのサイフの中にレギュラーポジションを確保し、常時使用して貰うためには、 

  会員にとってカードを持ったほうが楽しい・お得だ・安心・気持良い等の動機付けにつ 

  ながる魅力有る特典が必要となるのである。 

   日本で２０年以上前から存在するポイント（スタンプ）カードでは、一定額貯まる毎 

  に、５００円相当のクーポン券と引き換えという特典が業界の主流であった。 

  しかしながらもはや会員にとってそれらは既得権となり、何の興味も面白みも感じない 

  惰性（マンネリ）に落ち込み、固定的な経費の出血を強いるだけの存在に成り下がって 

  いるケースが多々見られる。 

  では、会員に受入れられ、喜んで使用していただける特典とはどのようなものなのであ 

  ろうか？ 

  カード特典の考え方として「虎屋の羊羹の原則」なるものを提唱したい。 

  「虎屋の羊羹」はその気になって、食べたければ何時でも自分で買って食べる事ができ 

  る。しかしながら自分で購入して食べると言うよりもむしろ贈答品として人様に贈る事 

  が多く、普段自ら購入して食べるのは井○屋、米△屋のありふれた羊羹であろう。 

  その逆に「虎屋の羊羹」を贈られた時の喜びは何にも増して大きく、気分的高揚すら感 

  じる（？）ものであろう。 

  即ち、カードの特典のキーワードは「非日常的」、「ワクワク」、「ドキドキ」、「思いがけない」、 

   「期待を上回る」、「得しちゃった」、「嬉しい」、「楽しい」、「驚き」、等を絶えず提供し、顧客の 

  興味・関心を向けてもらう事が必要なのである。 

  ポイントを貯める楽しみ、使う楽しみを継続的に訴求しないと、競争が激化する中での 

  「マンネリ」は会員からは飽きられ、見放されるリスクをはらむ事となる。 

  特に「最近の消費者は飽き易い」という事実を肝に銘じなければならない。 

  又、特典提供のための「経費の固定化」は企業の財務状況を硬直化させるものであり、 

  絶えず「虎屋の羊羹」の原則に立脚しつつ新しい特典を考え出して行かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

世の中の溢れる    

   ポイントカード？ 

読売新聞連載「コボちゃん」 

   FSP Card 

 
ｽｰﾊﾟｰ寺子屋 

ワクワク 

ドキドキ 

非日常的 

楽しい 

思いがけない 

得しちゃった 

ビックリ 

嬉しい 

第２章：ＦＳＰの第１ステップ：「全ての特典はカードを要す！」 

２-２ 

「貯める楽しみ」 

「使う楽しみ」 

   の双方を常時訴求の努力を！ 
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③ 「ブライアン・Ｐ・ウルフ氏の“１０P`s Ｒｅｗｏｒｄs”とは？」 
 

   ウルフ氏は最初の著書「個客識別マーケティング」（ダイヤモンド社）で会員／非会員 

  を差別化するカードの特典として、Ｐで始まる１０個の手法を紹介してくれた。 

  単なる販促のための特典に止まらず、マーケティング手法としても評価されるべきもの 

  ばかりである。  

 

   ① Price（価格） 

         ・会員／非会員の価格設定 

         ・電子クーポン：会員の自動値引・割引 

         ・一個買ったら一個無料進呈、 

         ・関連商品の値引・割引 

         ・ダブル・クーポン：クーポン額面２倍 

  

   ② Purchases（総購入額インセンティブ） 

         ・七面鳥プレゼント 

         ・ボーナスクーポン 

         ・イベント招待、懸賞参加 

 

   ③ Points（ポイント制） 

         ・小売業のマイレージ 

         ・溜める楽しみ・呼び水効果 

         ・プログラムの汎用性大 

 

   ④ Partner（パートナープログラム・提携） 

         ・他企業（ＳＳ，クリーニング、ホテル）等の特典 

         ・マイレージとの交換 

 

   ⑤ Prize（懸賞・クジ） 

         ・商品・旅行・賞金・ポイント・家・車… 

         ・他企業、メーカー提携 

   ⑥ Pro Bono（公益・チャリティー・社会貢献） 

         ・地域貢献・ＮＧＯ（学校・幼稚園・教会等）への寄付 

         ・学校へパソコンを贈ろう！ 

         ・スポーツ振興、スポーツ大会スポンサー 

 

   ⑦ Privileges（特権・特別待遇） 

         ・特別ディスカウント 

      ・ＶＩＰプログラム（主に百貨店） 

 

          会員ランク別プライスカード 

出典：Supermarket News 12/9/96 Frequent-

Shopper Members Spend More：ＦＭＩ Survey 

パートナープログラム 

該当商品ｽｷｬﾝ 

電子クーポンの仕組み 

裏面ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 

Ukrop`s 

Valued Customer 

 1.27 

  .59 

 2.99 

- .50 

  .63 

  .67 

  .69 

 2.78 

-1.00 

 2.73 

-1.50 

 9.35 

10.00 

  .65 

 

BARBASOL BNS 

IMPERIAL MAR 

KRAFT MIRACLE WHIP 

ADV. REWARDS 

CHOC MILK 

MCC BROWN GRVY 

B-HEINZ SWT REL 

NABISCO FRTS WBITES 

ADV. REWARDS 

KRAFT CHEESE SNGLS 

ADV. REWARDS 

TAX .37 BAL 

CASH 

CHANGE 

** Pick n’Save *** 

THE LOW PRICE LEADER EVERY DAY 

Michael Smith 4631501880 

* Pick ‘n Save Customer * * 

You saved 3.00 today by using the 

Pick ‘n Save Rewards Card 

ポイント制 

１個買ったらもう１個は無料 
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   ⑧ Personalization（個別対応、個人サービス） 

           ・会員を名前で呼ぶ 

           ・客注 

 

   ⑨ Participation（参加・加入・モニター制） 

           ・アンケート、投書 

           ・モニター制 

 

   ⑩ Presto（急速・迅速サービス） 

           ・チェックアウトのＩＴ化による迅速処理 

           ・ＷｅｂＫＩＯＳＫ 

 

 ウルフ氏は基本の１０個を紹介してくれているが、実際のスーパーマーケットの現場では、 

 ＩＴの導入によってより突っ込んだプログラムが続々と開発され、組み合わされ実施され 

 ている。 

 これらカードプログラムの価値（バリュー）を高めていくことが競争相手に差をつけ、非 

 会員に差をつけ、結果的に会員の加入増加をもたらしてくれるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Ｐｒｉｃｅ  （特別価格） 

       ＊会員顧客・非会員価格 

       ＊会員顧客ﾗﾝｸ別価格 

② Ｐｕｒｃｈａｓｅｓ （購入額ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ） 

        ＊七面鳥ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、ﾎﾞｰﾅｽ 

③ Ｐｏｉｎｔｓ （ポイント制） 

         ＊ﾎﾟｲﾝﾄの付与 

④ Ｐａｒｔｎｅｒｓ （提携ｻｰﾋﾞｽ） 

         ＊他の企業との提携・協力 

⑤ Ｐｒｉｚｅｓ  （懸賞･福引き） 

         ＊Ｓｗｅｅｐｓｔａｋｅｓ（福引き） 

           ＊Ｉｎｓｔａｎｔ Ｗｉｎ 

⑥ Ｐｒｏ ｂｏｎｏ （公益･ﾁｬﾘﾃｨｰ活動） 

       ＊ﾁｬﾘﾃｨｰ、寄付、募金「ＰＣ  ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌｓ」 

⑦ Ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｓ （特権･特典・特別待遇） 

       ＊Ｈｉｇｈｅｒ ｃｈｅｃｋ Ｃａｓｈｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｓ 

         ＊Ｃｏｕｐｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｓ (倍数）  

⑧ Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ （個別ｻｰﾋﾞｽ対応） 

         ＊Ｉｄｅｎｔｉｆｙ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ ｂｙ ｎａｍｅ 

⑨ Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ（参加･加担･ﾓﾆﾀｰ制） 

         ＊Ｃｕｓｔｏｍｅｒ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ 

⑩ Ｐｒｅｓｔｏ  （迅速･特急ｻｰﾋﾞｽ） 

         ＊Ｉｎｓｔａｎｔ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  ａｖａｉｌａｂｌｅ  ｔｏ ｔｈｅ  

                Ｃｏｎｓｕｍｅｒ 

   Brian ・P・Woolf`s  “ 10 P`s of Reward “ 

出典：Brian Woolf 「Customer Specific Marketing」 （Teal Books） 

 

 

各社のカードプロモーション 

優良会員のみの無料クーポン 

会員向けＤＭ 

景品の展示 
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 日本におけるＦＳＰ先行企業のカードプログラムも、前述したように、ウルフ氏をして 

 驚かせた「世界ランク」に達していると言う。代表的な幾つかのプログラムを元にその 

 特徴、利点、課題等を考察して見たいと思う。 

 

①「ポイント制」 
 

  日本ＦＳＰの特徴は米国と異なり、「ポイント制」の採用が圧倒的に多いことであろう。 

 その理由としては、歴史的に日本のポイントカードのルーツはスタンプカードであり、 

 一定金額でスタンプ（ハンコ）をもらい、用紙が一杯になった段階で、景品やクーポン 

 に交換してもらえるといった販促手段を継承しているからである。 

 その後のＰＯＳの普及によってスタンプを電子的に処理・蓄積する事が可能となり、ポ 

 イントカードとして多くのバリエーションを産み出しなら、日本における市民権を獲得 

 し、更に発展し、その機能・役割・性格も変化してきたのである。 

 「買物は２０世紀最大のレジャーＮｏ１」といった米国人はクーポンや懸賞等を用いて 

 購買行為そのものを楽しむと言う気質に対し、貯蓄性向の高い日本人にとってはポイン 

 トをコツコツと貯める楽しみといったエンターテイメント性が固定客化を促し、景品交 

 換等の達成感につながるインセンティブが国民性に合っていたのかもしれない。 

  日本におけるポイントカードのプログラムはその殆どが１００円で１ポイントのレー 

 トであるが、食品以外を扱う一部スーパー、ＧＭＳ等では２００円で１ポイントとのレ 

 ートで実施するところも現れ、前者の企業も後者のやり方に変更するケースも多い。 

  カードプログラムとしては総額に対する２，３，５倍、中には１０倍等の還元セール 

 が最も目立つ。ＰＯＳのFSPアプリケーション・プログラムの進化により最近では顧客 

 ランクだけでなく、曜日、時間帯、部門・アイテム毎 にポイントや還元レートを設定 

 する事が可能となり、売上の増加、ポイント経費の減少、メーカー協賛等の効果を上げ 

 られるようになった。 

  日本の「ポイント制」の問題としては、ポイント還元と表して実質的にディスカウント 

 の先送りとなり、経費の増加や隠れた不良債務化等、経営に悪影響を与える場面が増え 

 てきた事である。 

 特に家電量販店の業界では、従来のメーカーの定価に対する２割、３割の割引セールが、 

 オープン価格制への移行によって、ポイント還元率を１０倍､２０倍といった形に変化し、 

 実質上のディスカウント訴求の有力な販促ツールとして定着している。 

 スーパーマーケット、ドラッグストア、そして一部百貨店、スーパーでも勘違いして同 

 様の戦略を実施しているケースがあり、還元率が２桁に乗るところも出ているが、本来 

 のFSPから完全に逸脱しているケースが多くなっている。 

 FSPのポイントは会員の情報提供に対するお礼の形であり、その蓄積されたポイントは 

 会員のご贔屓、お引立て、ファンといったロイヤルティを表すバロメーターと考えるべ 

 きであろう。 

 

 

 

    

ポイント・プログラム 

Ｓ社（栃木） 

Ｙ社（東京） 
Ｏ社（東京） 

Ｓ社（山梨） 

２-２：「日本の会員向けカードプログラム」」  
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②「会員価格制」 
 

   米国において‘８０年大の大不況の中で、ウォルマート、Ｋマートや全国チェーンの低 

  価格攻勢に対抗する手段として、中小スーパーマーケットが採用したのがFSPの会員向け 

  の「会員価格制」の仕組である。 

  限定された優良会員に限定されたアイテムを、限定された期間、何処よりも低価格で提供 

  できるという一種の部分的ＥＤＬＰ（エブリデイ・ロウ・プライス）の戦略であり、ステ 

  ルス・マーケティング（ドロシーレーン・マーケット）、ゲリラ・マーケティング（ユー 

  クロップス）と称されて優良会員顧客の流出を防ぐ役割を見事に果たしたのである。 

   米国でポイントカードが発展しなかった主な原因は、会員としてその特典を享受するま 

  でのある期間を要するという非即時性が嫌われ、（割引）クーポンを使ってきたと言う習 

  慣性からか、低価格戦略として即効性のある「会員価格制」が優先採用されたのであろう。 

   日本においてもＰＯＳプログラムの開発によって、会員／非会員の差別化が可能となり、 

  多くの企業が取り入れ始めた。しかしながら結果的にポイントカードが主流になっている 

  事は興味深い。 

  その最大の原因はランク付けをした場合の会員価格の告知の問題である。会員にランク付 

  けして多段階の会員価格を設定すれば、ＰＬＵ（プライス・ルックアップ）ファイルやプ 

  ライスカードの煩雑な運用の問題が更にのしかかってくるのである。 

  複雑な運用の負担とツケはもろにチェッカーに顧客のクレームと言う形で現れる。 

   ランク別に個々の会員への商品と価格の告知が必要になって来る訳だが、米国の２倍す 

  る日本の郵送料金がモロに経費を押し上げ、更には設定した会員価格自体が競合他店より 

  も高い場合、会員にとってこの戦略は何ら魅力のない色褪せたものになってくる危険性を 

  持つのである。 

   低価格問題は即低コスト経営問題でもあり、「低価格で集めた顧客は、低価格で離れて行 

   く」という事実を肝に銘じて仕組を考える必要がある。 

  日本ではやはりポイントカードとの組み合わせで会員価格を取り入れた企業が高い効果を 

  上げている。汎用性のあるポイントプログラムによる顧客の固定化と、「会員価格制」に 

  よる即時入会メリットが享受できる仕掛は、特に何もしなくても会員の申し込み増加と言 

  う形で継続的な貢献をしてくれる状況も出始めている。 

   ウルフ氏も来日時に、日本ではポイント制と会員価格の併用がベストな形であると評価 

  してくれている。 

 

  プライスカードでは会員価格の文字を大きくして、通常価格を小さくするのが鉄則である。 

  会員価格４００円、非会員価格５００円の場合、会員になると１００円「得をする」と言 

  う考え方よりも、４００円で買えるのに５００円支払うのは１００円「損をする」という 

  考え方である。人間心理学上１万円銀行に振り込んでもらった事よりも、１万円札を落と 

  して紛失した事の方が何倍も忘れないと言われる。 

  ２重価格は「お徳感」よりも、「損をしたくない」という心理状態を喚起し、新規の会員登 

  録を促進するのである。 

丸美屋ﾏｰﾎﾞ豆腐（甘口） 

188 
２２０ 

１５８ 

会員価格をチラシ表示に 

Ｍ社（埼玉） 

Ｉ社（大阪） 

Ｙ社（東京） 

S社（九州） 
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③ 「ショックプライス」 
 

   デフレ経済の続く中、消費者の低価格に対する関心及び購買行動は、品揃え、サービ 

  スといった要因でもカバーし切れないものである。 

  しかしながらウォルマートに代表される全商品「EDLP」戦略は、一部の巨大小売企業 

  （パワーレティラー）しか取れない戦略である。 

  中小規模のスーパーマーケットが対抗するには知恵が必要となる。 

  Ａ社（山梨）では会員向けに「ショックプライス」と称し、５０～１２０アイテムの商品を 

  長期（４～５ケ月）間、超特売価格で提供する仕組を作り上げている。 

  会員の大多数を占める主婦が日常的に購入する商品を中心に選び、例えば仕入価格１４ 

  ０円以上する上白砂糖１Ｋｇを９７円で、同仕入価格約２０円以上するモヤシを１０円 

  で提供し続けるのである。 

  まさに出血値引であるが、９７年にチラシを全廃し、その浮いた費用を引き当てて計画 

  的出血値引を実施しているのであるが、実施期間終了時には「ショックプライス」全商品の 

  トータルではキチンと数百万円の粗利は確保しているという。 

   更にそれを進化させたのが基本野菜５品目（ホウレンソウ、大根、キュウリ、レタス、 

  キャベツ）については１９８円以下でしか売りませんという宣言である。 

  事実ある年の秋の野菜高騰時、キャベツ１個４～５００円した時も、１９８円の金額で 

  売りきったのである。勿論月単位では大きな赤字が出たが、青果部門は逆に会員の支持 

  が高まり、年間を通じての売上・粗利額は大幅にアップしたのである。 

  仕入れ価格に一定の利率をオンした「店側が売りたい金額」ではなく、日常的に「会員側 

   が買いたい金額」で提供する努力が必要とする同社の考え方は、ウルフ氏も絶賛している。 

   顧客がその店の商品が高いか、安いかを感じるのは全商品を比較するのではなく、日常 

  的に購入する数十のアイテムの比較の上であり、その「キーアイテム」と言われる商品を 

  如何に見つけて会員に低価格であると言う事を訴えるかが重要とのアドバイスをも付け加 

  えてくれたのである。 

   又、「ショックプライス」の期間が長いというのも、会員の購買サイクルを考えての設定 

  である。前回９８円で購入できた砂糖が切れて、３ケ月後に店頭にいったら１９８円で並 

  んでいたら顧客はどう思うであろうか？ 

  「ショックプライス」は会員に低価格感、安心感・信頼感を与え、他店のチラシを見る行為 

  すら奪っているのである。 

 

 

  「ショックプライス」＝限定された会員、限定されたアイテム、限定された期間のEDLP 

 

 

 

「ショック・プライス」（限定ＥＤＬＰ？） 

Ａ社（山梨） 

Ｍ社（静岡） 
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④「クーポン券（ポイント券）」 
 

  ポイントが溜まった場合、２００，５００，１０００円分単位でクーポン券（ポイント 

  券）に交換するやり方が一般的に定着している。 

 商品券的に代金決済の一部として使われる一方で、他に部門やアイテム（単品商品）の 

 値引クーポンが登場し始めている。 

 しかしながらアイテムのクーポンはメーカーの協賛が得られやすい反面、利用率は極端 

 に低いのが実情である。かって某コンビニでもアイテムが沢山掲載されたクーポンの冊 

 子を出してはいたが、利用率は３％に満たなかったと言われる。会員にとって常時クー 

 ポンを後生大事にサイフに入れて持ち歩いているわけではないし、陳列された棚から目 

 的とする対象商品を見つけ出すのが意外と骨の折れる作業なのである。 

  ましてコンビニの３倍以上のアイテム数が陳列されるスーパーマーケットでお目当て 

 の商品を探し出すのは容易なことではない。クーポン該当商品を陳列する場を固定する 

 か？ 売場に目だったスポッターを用意するか？等の店側の努力も要求されるのである。 

  それに対して部門クーポンは利用しやすく、Ｓ社（栃木）では４０数％という驚異的 

 な利用率を記録した事もあり、肉・野菜・果物等の部門単位の方が会員にとっても分か 

 りやすいのであろう。 

  又、Ｙ社（東京）ではＷｅｂＫＩＯＳＫの導入によって、個客データベースと連動し 

 て会員個別に喜ばれると思われるクーポンを出せる仕組を作り上げた。 

 即ちイタリアン関連食材を多く購入する会員に対して、メーカーと連携してオリーブオ 

 イルの新商品の割引クーポンを提供して、売上増につなげている。 

 ＷｅｂＫＩＯＳＫという新しいＩＴツールは会員にとって欲しいクーポンを欲しい時に 

 自分で出せるというメリットをもたらし、企業側にとって会員のニーズ・嗜好に合致し 

 た、まさに喜んでもらえる情報提供とクーポンを同じに提供できるしかけであり、今後 

 スーパーマーケット、百貨店の店頭でセルサービスの情報端末として、普及が見こまれ 

 ている。 又、I社（大阪）では一定金額購入客にレシートでクーポン券を発行し会員に 

 喜んでもらえる仕掛を作り上げている。直近の例ではO社(山梨）では、顧客単位でライ 

 フスタイル、購買行動を分析し、それぞれの顧客に合った商品のクーポンやポイント付 

 与の告知をレシート上に印字している。Tesco（英）で実施されている仕掛けであるが、 

 ともすると店側、メーカー側の売らんかなでのクーポン発行を考えがちであるが、実際 

 に利用する会員の立場に立ったクーポン券の発行が可能な時代になってきた。 

 

 過去、ＰＯＳでのクーポン券発行が志向されたが、買い物客が並ぶチェックアウトのス 

 ピードを落とすという事で壁にぶつかっていた。しかしながら昨今のレシートプリンタ 

 ーの速度向上は目覚しく、チェックアウトでのスピードを落とす事はないほどである。 

 更にＮＣＲではレシートの表・裏にカラーで印字できる両面サーマル・プリンターを発 

 売したが、会員顧客へのクーポン券の印字もインパクトあるものが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

クーポン券 

Ｏ社（山梨） 

Ｓ社（栃木） 

Ｉ社（東京） 

Ｙ社（東京） 

C社（秋田） 
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⑤「キャッシュバック」＆「ポイントによる支払」 
 

  かってある調査会社でポイントカードの調査をした結果、特典として会員が一番望んで 

 いるものは「キャッシュバック（現金）」であるという。特典として割引・景品・旅行等ある 

 が、やはり現金が最もオールマイティーとしての魅力を有するのである。 

 O社（東京）ではその昔創業者がお客様に喜んでいただくために、一定期間ピンクレシー 

 トにし、期間のお買上金額合計に対して５％のキャッシュバックを行った事がスタートで 

 ある。現在ではバーコードのカードをＰＯＳでスキャンし、１００円で１ポイント、１ポ 

 イント当り１円換算で毎月末に１００円単位でキャッシュバックする仕組を稼動させ、会 

 員顧客の圧倒的な支持を獲得し、会員数も６０万人を突破している。 

  通常では貯まったポイントを同様にしてチェックアウトでの支払いにも充当できる仕掛 

 であり、月末等の家計の厳しい時には会員にとって重宝するといわれる。 

  主婦にとっての「ヘソクリ」プレゼントは想像以上に喜ばれて、「キャッシュバック」の日 

 には刺身等、普段より１ランクあがったものが売れると言う。 

  商人として汗水流して獲得した現金を、簡単に人手に流す事に対しては心理的抵抗も強 

 いが、会員に喜んでもらえるカードプログラムの一つとして割りきれば良いのかもしれな 

 い。又、昨今増えているのがポイントを支払にも充当できる仕組みの普及である。 

 １ポイント１円換算で何時でも利用でき、会員の利便性を高めているが、企業側にとって 

 も釣銭準備金の削減、チェックアウトのスピードアップ等でメリットがあるといわれる。 

 

⑥「現金還元セール」 
 

 「キャッシュバック」のやり方に近いが、ワクワク・ドキドキ感をプラスしたのが不定期に 

 実施する「現金還元セール」である。 

 キャンペーン期間中、レシート番号やコンピューターのランダムな抽選プログラムを用い、 

 お買上げ金額がロハになって、支払った現金がソックリ戻ってくると言う仕掛である。 

 １００人に１人といった条件設定をした場合、費用としては売上金額の１％相当であり、 

 インパクトのあるプログラムの割には販促経費としての支出は低く、原価で考えればさら 

 に低くなる計算となる。 

 実際に店頭ではいきなり数千円の購入客が当って喜ぶ一方で、その店のスタッフの顔が妙 

 に引きつったり、折角当ったのに４００円の購入金額で複雑な顔をする会員顧客が出たり 

 して悲喜こもごもで盛り上がる。 

 ポイント１０％還元をやるよりは効果・効率とも良くなるであろう。 

 昨今では家電量販店のＢ社（東京）の、量販店Ｉ社（東京）の創業記念等で実施され、話 

 題を振り撒いてた事は記憶に未だ新しい。 

 右図はA社（山梨）でレシートの取引番号の３桁での仕組みであり、発表は翌日移行で会 

 員は再来店を余儀なくされる仕掛けとなっている。 

 

 

 

安心と信頼の店 

Ａコープ白根店 

営業時間  AM 9:30-PM 9:00 

0001-0008              98年12月13日 

ﾀﾝﾄｳ  ；  ｶﾈﾏﾙト 

番号  ；  661000268 

､0052     ﾕｷ  ｷﾞﾕｳﾆｳ１L        １８８ 

､0098      ﾀﾏｺﾞ L                      １００ 

､0073     ﾎﾀﾃｸﾝｾｲ                  １８８ 

､0031     ﾏﾀﾞｺ （ｼｮｳ）               ３８５ 

､0033     ｷﾞﾝｻｹｱﾏｼﾞｵ3          ３９８ 

､0012     ﾗｯｶｾｲ                       ４８０ 

､0033     ﾆｶﾞｲ 70                １、９８０ 

､0011     ｼｲﾀｹﾊﾟｯｸ                  ２９６ 

           （2個  ×  単148） 

小  計                              ￥４、０１５ 

課税計          ４、０１５ 

外  税  ５％                               ２０１ 

     ８点／ 合  計      ￥４、２１６ 
  

現  金                               ￥４、３００ 

釣  銭                                       ￥８４ 

 

2013     0136                        4:42PM 

キャッシュバック 

Ｏ社（東京） 

Ｉ社（東京） Ａ社（山梨） 

現金還元セール 
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⑦「景品交換」 
 

  貯めたポイントを景品と交換するプログラムもやり方によっては効果的である。 

 過去、スタンプカードや専門のスタンプ会社のスタンプ・チップでは、カタログには点数 

 ・冊数単位での家庭用品、家電等の景品が並び、モチベーションを掻き立てていたのであ 

 る。しかしながらモノ不足の時代には魅力的に見えていた景品も、現代ではモノ余りで欲 

 しい時に手軽に購入できる時代となり、何も我慢して溜める理由にも乏しくなってきた面 

 がある。しかも商品のライフサイクルの短縮化、持つことよりも使う事に価値を見出す傾 

 向や、後払いのクレジットカードの普及は、欲しいものはスグ手に入れたいという消費者 

 行動の変化を促進している。 

  従って景品も「ありきたりなモノ」は振り向きもされず、非日常的、思いがけない、オリ 

 ジナル、簡単に手に入らないといった「虎屋の羊羹」の原則が求められてきている。 

 タチ吉の食器、外国メーカーの食器、旬の果物、地方の特産品等、日常の中で貰うと生活 

 にアクセントを招く工夫が必要である。景品自体長期に用意できないものであり、３～４ 

 ケ月単位でのキャンペーンを繰り返し実施した方が効果的であるし、長期の会員向には外 

 部のカタログ、ギフト、スタンプ会社との提携も用意した方が良いであろう。 

  「一人百色」とも言われるほど個々人のニーズが拡散する時代においては、人々は選択 

 肢を制限される事を嫌いがちな傾向があり、自分で景品を選べる商品券・ギフト券・お食 

 事券等も喜ばれよう。 

 

⑧「イベント招待・優待」 
 

  モノ余りの今の時代、「コト」の方が効果が高い。 

 即ち旅行、コンサート、観劇、プロ野球観戦、ディズニーランド入場券、温泉旅行等のイ 

 ベントへの招待・優待である。 

 人間なかなか日常的な生活のリズムの中から抜け出す事は難しい。しかしながら会員に対 

 して非日常的なイベントを企画し、招待する事は参加のキッカケ作り、楽しい場作りに積 

 極的に寄与している事になり、会員からも喜ばれるプログラムである。 

  楽しい非日常的な「コト」との出会いは、会員にとっては記憶に長く刻み付けられるも 

 のとなり、茶の間、井戸端での話題にもなり、店のファン作りには多大な貢献をするであ 

 ろう。旅行会社やメーカーと連携してやる事によって、手間隙はかからず、想像以上に費 

 用は安く効果は高い。 

 特に店長も同行しての日帰り旅行は、顧客との絆作りに非常に大きな効果を発揮すると言 

 う。A社（山梨）では東京･横浜の一日バス旅行、M社（埼玉）では３０００ポイント以上 

 の優良顧客にDMを出し、会席料理付き日帰り温泉バス旅行が人気で３０００人近い会員が 

 各店舗の駐車場から店長同伴でスタートする。会員の友達や夫等の参加は別途料金となる。 

 Ｍ社（福岡）では社長も同行し、夜の宴会では一人一人お酒をついで回って、日頃のご愛 

 顧に対する御礼の気持ちを表すと言う。カミシモを脱いだ関係が店舗での活性化に繋がっ 

 ているという。 

 

 

 

景 品 交 換 

Ｍ社（埼玉） 

Ｙ社（東京） 

イベント招待・優待 

Ａ社（山梨） 
Ｓ社（山梨） 
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⑨「パートナー・提携店・協賛店」 
 

  カードの機能も発行するスーパーマーケットだけでしか使えないという単機能だけでは 

 いずれサイフの中で邪魔者扱いされかねない。 

 サイフの中でレギュラーポジションを獲得するためには、ユーティリティー（多機能）プレイヤ 

 ーを目指す必要が出てくる。 

  近隣の美容院、クリーニング店、ガソリンスタンド、レストラン等提携関係を結ぶ事に 

 よってカード提示時の特典付与であるとか、クーポン券の使用であるとか出きるようにす 

 ると、俄然機能的に「買物カード」から「生活カード」として会員の生活になくてはなら 

 ないものに昇格するのである。 

  航空会社のマイレージカードのように「第三の通貨」と言われる程ではなくても、地域 

 の会員の利便性を考えてグループ、地域、他企業との提携を視野に入れていくべきであろ 

 う。 

 近隣の異業種の企業もスーパーマーケットの優良会員に対するプロモーションの場を与え 

 られるのであれば、相互にビジネス上のパイを広げていける事が理解できるはずである。 

 

⑩「地域団体への寄付」 
 

  過去、チェーンストアはその過度なセントラル・オペレーションにより、地域の活動へ 

 の参加、貢献という事ではネガティブな存在として見られ続けてきた。 

 地域における雇用に貢献してるといっても、地域のイベントへの直接的・間接的参加を含 

 め、よそ者として今一つ信頼と親しみを感じてもらえない悩みを持ってきたのである。 

  それに対し地域に根ざした企業では積極的に地域に対する貢献の道を求め、会員の購買 

 金額の0.3～0.5％相当を積み立て、地域の学校、保育園、老人会、少年野球チーム等に寄付 

 し、 その活動を支援し始めた。特に公立の小学校・中学校では地方財政の厳しさから建 

 物・施設・什器等の破損したものの修理すらままならないところ出ているのが実情といわ 

 れる。過去の新聞記事でも、建設時に設置した天井の蛍光灯が老朽化し、材料として使用 

 しているＰＣＢが漏れ出す恐れがあっても予算がないと言う事で困っているとの掲載記事 

 があった。スーパーマーケットに来店する地域の主婦会員の悩みでもあり、一緒になって 

 問題解決に当れるチャンスであろう。又、このプログラムの実施によって地域の理解が得 

 られる事によって、寄付の強要もなくなる効果があったそうである。 

 米国・英国・カナダのスーパーがやっている「学校にパソコンを贈ろう」というプログラム 

 が日本でも実施される日が待ち遠しい。 

 因みにA社（山梨）では毎年２００万円以上の金額が、地域の学校、保育園、老人会等に 

 寄付され、それら団体の充実した活動を強力に支援している。 

 又Tesco（英）では地域の少年・少女サッカーチームに無償でコーチを派遣したり、日本 

 のベルマーク同様に学校にＰＣや必要用品を送る仕組みを作って地域への貢献を推進して 

 いる。 

パートナー・協賛店 

Ｍ社（福岡） 
Ｙ社（東京） 

地域団体への寄付 

Ｓ社（山梨） 

Ｍ社（福岡） 

ＴＥＳＣＯ（英） 
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⑪ 「福引・クジ」 
 

  日本においても９６年４月の「景品表示法」の規制緩和によって、今まで中小商店街 

 や駅ビル等のみ許されていた福引やクジ・懸賞が自由に出きるようになったのである。 

 スーパーマーケットでの買物は主婦のビジネスであり、日常的で何の面白み、楽しみに 

 も欠けると言っても過言ではない。（少なくとも筆者の妻は義務感？マンネリ感？） 

  しかしながら福引等で思いがけない幸運がもたらされた時、大喜びするのである。 

 そしてその喜びは家族、近所の友人、時には電話で実家の両親にまで何度となく報告さ 

 れるのである。（話題にも乏しい？） 

 確かに会社から予告された１万円を振り込まれる事よりも、道端で思いがけなく５００ 

 円硬貨を拾った時の方が、思いがけない幸運と言う事で飛び上がるほど喜びは大きいか 

 もしれない。 

 非日常的・思いがけない・驚き・喜び・ワクワクという楽しさの提供と言う事ではプログラム 

 としては上の部に入る。 

 費用的にも当る確率等のコントロールもある程度可能であり、メーカー協賛も含め、コ 

 スト／パフォーマンスは高いであろう。 

 

⑫「誕生日プレゼント」 
 

 

  ポイントカードやクレジットの各種申込書には必ず生年月日を記入するが、その企業 

 から誕生日に何かしてもらった事はないというのが大方の顧客の不満の声である。 

 又、世の男性に色んな場面で奥さんの誕生日や結婚記念日等訊ねても、スッカリ忘れて 

 しまっている人が多いのである。 

 まして結婚？十年ともなると完全に忘れ去られ、話題にも上がらない？ 

  この忘れ去られた主婦の誕生日に行き付けのスーパーマーケットから誕生日のお祝い 

 のメッセージとともに、ささやかでもプレゼントをされたらどうであろうか？ 

 実際やっている店に聞くと「旦那も家族も忘れている私の誕生日を、店が祝ってくれた」と 

 非常に喜んでもらえるそうである。誕生日は年に一回、非日常的なものであり、この時 

 のプレゼントは金額に関係なく深く印象に残るそうである。 

  但し、残念なことに女性の多くは申込書の生年月日や年齢を正確に記入してくれない 

 ケースも多く、折角の顧客データベースも中途半端なものになりかねない。 

 このような誕生日プレゼントの存在は、正確な生年月日の記入を促進する役割をも持つ 

 のである。 

 因みにＳ百貨店では誕生月に来店し、千円以上のお買い物の場合にはもれなく２００ポ 

 イント加算するプログラムを展開している 

福 引 ・ ク ジ 

Ａ社（山梨） 

Ｏ社（山梨） 

誕生日プレゼント 

Ａ社（福岡） 

KIOSKで誕生日の曲が流れる 

Ａ社（北海道） 
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⑭ 「ご来店ゲーム」 
 

  キオスク端末の登場によって、情報提供やクーポン、ポイント券、レジピ等の自由な入 

 手が可能となったが、一部企業では更に発展させて「ご来店ゲーム」機として会員の人気 

 を獲得している。 １日１回のみキオスク端末にカードをスキャンさせる事によってご来 

 店ポイントが獲得できるのである。通常１～１０ポイントの間でポイントがゲットできる 

 が獲得ポイントで一喜一憂する事となる。 

 特に年配者、子供にとっても店舗に行く事が楽しみとなってくる。まさに今まで歓迎せざ 

 る客だった子供たちが、ゲーム目当てに親を連れてくる構図となる。 

 ご来店ポイントも顧客のランクによって上得意客には多く、チェリーピッカーには低く出 

 すようにプログラムで対応でき、又曜日、イベントによってレートを自在に変更できる。 

 ゲームを工夫する事によって顧客の来店を促す効果には高いものがあり、Ａ社（山梨）で 

 は来店客の８０％以上の利用があり、１店舗で３台のキオスク端末がフル稼働している。 

 

 

⑮ 「サンキュウ・ポイント」（感謝カード） 
 

  FSPの精神はロイヤル・カスタマー即ち上得意客のご贔屓、ご愛顧、お引立て対する 

 感謝の気持ちを形に表し、更なる来店と購買を促進する事にある。 

 アイルランドのスーパークインではお客様から店舗に於ける商品、サービス等の不備・ 

 不具合の指摘に対して感謝を表す形でポイントを進呈する。 

 左図の通り商品のパッケージには不備があった場合には２００ポイント進呈するとのシー 

 ルが貼られている。（ＧＯＯＦＳ：まぬけ） 

 これにより会員の商品・サービスに対する注目度は高くなり、必然的に店舗の担当者の神 

 経を払わざるを得ず、結果的に好循環を呼び起こしている。 

 Ａ社ではウルフ氏にこの話を聞き、早速「感謝カード」言う事で実現させている。 

 「感謝カード」を提供された会員は、次回の買物時に提示する事で１００ポイント加算さ 

 れ、カードは回収され、使いまわしされる。 

 

 

⑯ 「サンキュウ・シール」（感謝シール） 

  同様に雨の日など客足は落ちるため、足元の悪い中来店してくれた会員顧客に感謝を形 

 にしたのが「雨の日感謝シール」である。 

 雨の日に来店した会員に渡し、翌日以降来店した時に購入した商品に貼る事によって該当 

 商品に値引やポイントが付けられるのである。 

 通常は値引シールであるが、ポイントを付与する場合もある。 

ご来店ゲーム 

感謝カード 

雨の日感謝シール 

Ａ社（山梨） 

Ａ社（山梨） 

S社（アイルランド） 

M社（山梨） 
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⑰ 「時間軸でのポイントの活用」 
 

  ポイントの３倍、５倍という還元率の用い方も月、曜日、日、時間帯等の「時間軸」に 

 よって効果が異なってくる。 

 右写真のように月で考えた場合、客数の少ない第１水曜日、第２木曜日にお惣菜、寿司、 

 魚等の部門のポイントを５倍にする事で来店を促す工夫をしている。 

 又、Ｌ社（東京）では毎週土・日曜日の午前中のみポイント５倍として、比較的客数の少 

 ない午前中に会員の来店を促す工夫を凝らしている。 

 Ａ社（山梨）では消費税５％を機に、５，１５、２５日にはポイント５倍の日として固定 

 し、消費者の購買計画の中に定着し、当日は買上単価が上昇する。 

 会員顧客はポイント倍率の高い日に、ビールのケース買い、米等の商品の単価の高い商品 

 を計画的に購入する傾向がけんちょである。 

 効果としてポイントの３倍、５倍セール等、基本的な考え方としてはウルフ氏の指摘どお 

 りポイントプログラムは固定化し易い性格を持っているため、期間限定としてフレキシブ 

 ルに運用するのが妥当であろう。 

 

 

 

⑱ 「ビンゴゲーム」 
 

  会員の来店を促すためのエンターテイメントとして「ビンゴゲーム」がある。 

 通常用紙には５×５の日付が予め印刷されており、来店して一定金額以上（１０００円） 

 のお客にはその日付に印を押す。来店頻度が多ければ多いほどビンゴの列が完成する確率 

 が上がり、中には毎日来店する会員も出るほどである。 

 １回あたりの購入金額の設定で客単価は上がり、月末に近くなるにつれてビンゴ成立の列 

 が増えることで売上金額も上昇傾向を示す。 

 縦・横・斜めの列の数によってポイント、乃至は割引クーポン券等の獲得が増え続ける仕 

 組みである。 

 ケースによっては月の途中に「ラッキーデイ」なるものを設け、その日に来店･購入した会 

 員顧客にはボーナスとして好きな枠にもう１個印を押す救済策を施し、会員のモチベーシ 

 ョンを上げる工夫を凝らす場合もある。 

 運・不運が左右する福引とは異なり、自らの行動・努力で多くのポイントをゲットできる 

 部分が主婦の支持を受けている。 

 ビンゴゲームの実施には従業員、会員の慣れも必要であり、何回かの実施に積み重ねが必 

 要となる。但し、「ビンゴゲーム」の効果を過信して毎月実施すれば、会員の飽きも早く 

 マンネリに陥ってしまうため、年間で実施する月も慎重に選ぶ必要があろう。 

 

 

 

 

 

時間軸でのポイントの活用 

ビンゴゲーム 

Ｓ社（山梨） 

Ａ社（山梨） 

Ｄ社（愛知） 

Ｌ社（東京） 

Ｐ社（大阪） 

ＮＣＲサンプル 
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   ウルフ氏が来日した際、必ず議論の中心になるのがポイントカードであった。 

  米国の有力スーパーマーケットであるフードライオンのＣＦＯ（財務担当役員）であ 

  ったウルフ氏は、財務的見地から経費の固定化と還元率の増大が経営に及ぼす悪影響 

  を指摘し、一貫して否定的な立場を取ってきた。 

  「何故、純利益が１％あるかないかの日本の企業が、ポイントで２倍、３倍をつけるのか？」 

  と疑問を投げ掛け、「クレージーである」とまで語ったのである。 

  ウルフ氏が懸念するポイントカードの仕組みの問題点・課題について考察してみたい。 

 

① 「ウルフ氏が指摘するポイント・プログラムの長所・短所」 
 

  ウルフ氏の「個客識別マーケティング」（ダイヤモンド社）の１０８ページに詳しく 

  その利点と欠点が掲載されているが要点のみ抜き出すと左図の通りとなる。 

  「単純明快さ」即ち会員にとって分かり易いというのが最も必要な条件あろうし、数 

  多く上げられている利点はポイントプログラムの「限りない汎用性」、言い換えれば 

  将来に渡っての柔軟性ある対応力を示してくれており、これに比肩する手法は見当た 

  らないであろう。 

  しかしながら「効果の即時性」、「高コスト性」、「同質化競争に陥り易い」と言う重 

  大な問題を孕んでいる。 

  特に経理的な問題として未交換ポイントの扱いについて指摘してくれているが、実際 

  に日本の最前線では「隠れ債務」として深刻な問題として浮上してきている。 

  １０数年前より存在した日本のポイントカードの経理処理は、ポイント発行時点、そ 

  れをクーポン発行時点ではなく、実際にレジでクーポンが使用・回収されたた時点で 

  販促費として経費計上されてきたのである。 

  税務処理上は「現金主義」として何ら問題はないし、今でもＯＫである。 

  しかしながら米国のエンロン社の不正経理操作の問題発生に端を発し、監査法人では 

  オフバランス（バランスシートに載らない勘定）を明確にしようと言う流れが出来、 

  ポイントも「発生主義」として発生時点で売上から削除し、未払い費用等に計上しな 

  いと認めない方針が出されたのである。（後述） 

  その方式に移行するには過去何年にも渡って蓄積されたポイント残を一度利益計上す 

  る必要があり、残高が計上利益をも上回る企業にとって、膨大な税の支払いを迫るケ 

  ースも出てきているのである。 

  残高を把握している企業は未だ救われるが、過去発行したポイント総額と蓄積残を皆 

  目掴む事も出来ないと言ったケースも出てきている。 

  更に、最近倒産に到った航空会社においても、経営危機が噂されるや否や会員が自分 

  のマイレージの吐き出しに走り始め、予期せぬところで倒産の加速を促したと言う。 

  販促オンリーで導入したポイントカードも改めて経理的な側面を注意して対処しなけ 

  ればならない時を迎えている。 

 ○単純明快さ：（特に優良顧客の優遇に都合が良い） 

 ○顧客をターゲット化する：（特定顧客へのプロモーション可） 

 ○部門をターゲット化する：（特定部門のポイント特別加点） 

 ○価格イメージ：（商品のグレードを落とさない） 

 ○低価格に代わるもの：（割引に代わるポイント加点） 

 ○価格競争の回避：(価格意外の価値提供で差別化） 

 ○まとめ買い促進：（まとめ買いでボーナスポイント加点） 

 ○売上増に貢献：（累進性によるポイントレートの変更） 

 ○学校への寄付：（登録された学校にポイントを加算） 

 ○イベント参加促進：（各種イベントへの招待・優待） 

 ○品質管理への利用：（会員の問題指摘へのポイントによる謝礼） 

 ○従業員への報償：（従業員割引の変更、報償） 

 ○パートナー関係の形勢：（他の企業との連携、魅力のアップ） 

 ○顧客の流出防止：（ポイントが溜まるほど固定化促進） 

 ○新たな収入源：（カタログ、ＷｅｂＫＩＯＳＫ等の広告） 

 ○差別化のツール：（商品・価格に差がない場合の差別化ツール） 

 ○カード利用の促進：（顧客データの収集率の向上） 

 ○キャッシュフローの改善：（後払い・未交換・喪失ポイント） 

 ●効果が遅い：（顧客に即時的に満足を与えられない） 

 ●コストが高い：（会員全員に一律に付与すると高コストになる） 

         （企業純利益１％台なのに還元率１％は疑問） 

 ●カタログ内容の競争：（競合店との新たな価格競争発生） 

 ●未交換ポイントの扱い：（隠れ不良債務化？経理担当者の悩み） 

 ●煩雑性：（部門損益、部門間でのポイント提供コストの分担法） 

 ●事務手続きの増加：(事務処理処理、問い合わせ） 

 ●費用の増加：（事務処理費用、システム機器、ソフト開発、他） 

利 点 

欠 点 

ポイントプログラムの長所・短所 

出典・参考：「個客識別マーケティング」（ダイヤモンド社） 

２-３：「ポイントカードの一考察」  
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② 「日本のポイントカードの本質的問題とは？」 

   日本のポイントカードのルーツは前述した通り、スタンプカードであろう。 

  過去より日本の小売業では一定金額毎にスタンプ（ハンコ、チップ）を顧客に提供し、シ 

  ート又は冊子がフルになったところでお買い物クーポンや景品と交換するといった 

  販促方法として用いられ、今でも有力なものとして広く使われている。 

  スタンプを貯めるという楽しみの提供はリピートの来店を促進し、景品等との交換は 

  インセンティブとして再度の来店と購買を促す。 

  しかしながら魅力ある景品を用意しようとすると１企業のみでは経費等で難しく、専 

  門のスタンプ・チップの会社がその任に当り始めた。しかしながら仕組としては来店 

  全顧客への付与であり、事前にスタンプ・チップの購入しなければならない等の理由 

  で経費的に総売上の１．６～１．８％を占め、経営を圧迫し始めた。 

   特にチェーン店において、商店街として実施している店舗においては、自店の顧客 

  の固定化と言う面では期待できないものとして不満が残ったのである。 

  その後ＰＯＳの普及によって電子的にポイントを付与・蓄積できる「ポイントカード」が 

  誕生し、企業独自の顧客の固定化（囲い込み）を目指せるものとして発展し、今現在 

  に到っている。 

  そう言った意味では現在存在している「ポイントカード」は販促のみを目的としたスタン 

  プカードの延長線上にあり、FSPの仕組みとは全く別次元のものである。 

  事実、カード自体にポイントを蓄積できるカード等も多く出現してきているが、企業 

  として総発行ポイントや、現時点での未交換ポイント残高すら把握できていないと言 

  った状況で、顧客データの収集が全く出来ていない仕組で稼動しているケースの方が 

  多いのである 

 

③ 「日本のポイントカードとＦＳＰの違いとは？」 

  日本のポイントカードの目的はあくまで販促であり、顧客データの利用など、はなか 

  ら考えも及んでなかった。日本のFSPでポイントプログラムを利用しているケースが 

  殆どで、表面上の機能は似ているように見えるが、その導入目的、戦略等取組は経営 

  レベルで全く異なる。 

  日本のポイントカードの目的が販促プロモーションのみであるとすればFSPの目指す 

  ところはマーケティング戦略であり、優良会員に対する感謝を表し、Ｋｅｅｐ（保持） 

  Ｇｒｏｗ（拡大）を目指すことにある。 

  日本における８０年代は単品管理の仕組みを構築しての「売れ筋商品の争奪戦」だっ 

  たが、９０年代以降にはＰＳＰの仕組み構築による「優良顧客の争奪戦」になった事 

  を十分に認識しなければならない。戦いが新しい土俵に移った事に気付かない企業は、 

  ポイントカードの経費増を呪いながら、マーケットから去って行かなければならない 

  運命が待ちうけている。 

 

日米スーパーマーケットのＦＳＰ比較 

比  較  項  目 日本のポイントカード 米国のＦＳＰ 

導   入   目   的 

取   組    姿   勢 

視   点 / 論   議 

組  織 ・ 教   育 

提 供 プログラム 

特典・優待・見返り 

マーケティング手法 

顧客データベース 

売上増加/他社に遅れをとらない 

販 売 促 進 の一 手 段 

自社の売上増/割引率･還元率 

そのまま変化なし 

ポイント２倍、3倍、５倍・・・ 

開  示 （申込書） 

マスマーケティング/メーカー主導 

な し 

顧客とのリレーションシップの構築 

経営改革/ＢＰＲ/マーケティングﾞ変革 

顧客満足・顧客サービス 

マーケティング担当/意識変革の教育 

エンタテイメント、各種優待、ほか豊富 

非 開 示 （個客に直接通知） 

ターゲット/ロイヤリティ/パーソナル 

必  須 

出典：寺子屋プロジェクト 

日本のポイントカードの生立ちと課題 

お楽しみｽﾀﾝﾌﾟｶｰﾄﾞ 

ｽﾀﾝﾌﾟ 

チップ 

ポイントカード 

脱・ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ 

ＦＳＰ 

出典：寺子屋プロジェクト 

スタンプカード（シート） スタンプ・チップ会社 ＰＯＳ（ポイントカード） 
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④ 「ポイントの発効残についての一考察」 
 

   ポイントの発行残高については財務会計的にも一種の負債として気になるところで 

  ある。しかしながら財務会計的に見るだけでなく、その効果も見ていく必要があろう。 

  実は上位顧客で３０００ポイント以上保持する顧客のロイヤルティは高く、他店のチラシ 

  にも左右されないと言った分析がある。 

  体験的な数値でもあるが、この３０００ポイントが会員顧客が他店舗に浮気しにくくなる 

  心理が働くロイヤルティの分水嶺かもしれない 

  具体的にはＡ社（山梨）の店舗の直ぐ近くに店舗面積も２倍以上の全国チェーンのス 

  ーパーマーケットが２店舗、相次いで進出する事となった。 

  Ａ社は地域の単独店舗であり、挟撃されての苦戦は容易に想像できた。 

  そこでＡ社がとった戦略は競合店の開店前にビンゴカードやご来店ゲームを駆使してポ 

  イントを大量に付与し、デシル中堅の会員のポイント残を３０００ポイントになるよ 

  うに仕掛けたのである。 

  その結果、競合店２店舗の相次ぐ開店にもかかわらず、Ａ社の来店客数、売上共に殆 

  ど影響を受けずに、逆に前年を上回る成績を上げたのである。 

  Ａ社の売上は３０数億、１万人の会員が平均３０００ポイント持っても３０００万円 

  であり、チラシを出していないＡ社にとっての販促費としても１％を超えない。 

 

⑤ ポイントの有効期限について 
    

   某クレジット会社が「永久ポイント」を宣言してポイントの有効期限についての議 

  論が出始めている。会員顧客の立場に立てば「永久ポイント」が正解であろう。 

  しかしながらポイントの魅力である購買の「呼び水効果」を考えた場合には有効期限 

  をつけたほうが良いケースもある。 

  Ｉ社では１０年近く「永久ポイント」を実施し、５００ポイントで５００円のポイン 

  ト券に交換する仕組みであったが、ある程度貯まると顧客心理として「使うのがもっ 

  たいない」と言う心理が働くのか？利用頻度も低く、退蔵され、ポイント残も１０数 

  億に達していた。 

  そこで仕組みを改め、ポイント有効期限を１年とし、ポイント券も発行後２ケ月とし 

  たのである。その結果会員のポイント券交換率は急激に上昇し、購買に利用されるよ 

  うになり、ポイント残高も数億と約３分の１に縮小したのである。 

  「永久ポイント」であると貯まるに任せている会員が多いが、有効期限の設定によっ 

  て会員のポイントに対する関心も高まり、期限前にポイント券に交換し、購買の促進 

  に繋がる効果を持っている点があり、再検討する必要があろう。 

  実施においては会員に対する告知が必要であり、レシートに残高とポイント失効情報 

  を印字する仕組みを開発する必要があろう。 

 

 

ポイントの大量発行 

Ａ社（山梨） 

ポイントの活性化： 

購買の「呼び水効果」の追及 

ポイント 

退 蔵 

活性化 有効期限の設定 

プログラムの充実 

ポイント残の増加 

貯める楽しみ 

使う楽しみ 
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⑥ 新店舗に於けるＦＳＰの客数･売上高推移の変化 
 

   ポイントカードの発行によって新店舗に関して興味深い客数と売上曲線を描くケー 

  スがある。 

  通常のスーパーマーケットの開店ではオープン初日には消費者は店に殺到し、入場制 

  限をするほどとなる。開店記念の超目玉商品や開店のお祭り騒ぎ（？）に対する好奇 

  心が客を引き寄せるのであろう。開店セールが終わるにつれて週間の客数もオープン 

  週の２分の１から３分の１の客数に減少し、その後この客数で水平的に推移する傾向 

  を示すといわれる。要は開店時に購買が前倒しされただけなのであろう。 

  しかしながらＩ社（大阪）での新店舗でのＦＳＰのデータでは、オープン時からの週 

  間客数で見ると、２週目以降はオープン週の客数の５０％に減少したが、３ケ月後に 

  は７３．５％に回復し、５ケ月後には９０．５％に回復した。 

  更に会員の月間購入金額の推移を見た場合、開店月に比べて３万円、４万円以上の購 

  入金額の会員が５ケ月後にはそれぞれ４５％増、４７％増となり、ＦＳＰによる顧客 

   の固定化策によって会員の購入金額が上昇し、結果的に店の売上を右肩上がりに押し上 

  げる曲線を描いているのである。 

  Ａ社（山梨）でも同様に新店舗を開店セレモニー、チラシ無しに開店したが、３ケ月 

  後には初年度黒字の予定月間売り上げに到達したという。 

  Ｍ社（埼玉）では開店前に商圏の家を個別に訪問し、カード配布を前倒しする事で、 

  会員の購入金額を一気に引き上げる戦略で効果を上げている。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新店舗における週間客数・売上の推移パターン 
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10000 

5000 

15000 

20000 

１ケ月 ２ケ月 ３ケ月 ４ケ月 ５ケ月 開店 

ＦＳＰ店舗 

通常店舗 

開店 

５ケ月後 ～9000 
10000～ 

  19000 

20000～ 

 29000 

開店 

第一週 ～9000 
10000～ 

  19000 

 20000～ 

  29000 

30000～ 

  39000 30000～ 

  39000 

40000～ 
40000～ 
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⑥ 新店舗に於けるＦＳＰの客数･売上高推移の変化 
 

   ポイントカードの発行によって新店舗に関して興味深い客数と売上曲線を描くケー 

  スがある。 

  通常のスーパーマーケットの開店ではオープン初日には消費者は店に殺到し、入場制 

  限をするほどとなる。開店記念の超目玉商品や開店のお祭り騒ぎ（？）に対する好奇 

  心が客を引き寄せるのであろう。開店セールが終わるにつれて週間の客数もオープン 

  週の２分の１から３分の１の客数に減少し、その後この客数で水平的に推移する傾向 

  を示すといわれる。要は開店時に購買が前倒しされただけなのであろう。 

  しかしながらＩ社（大阪）での新店舗でのＦＳＰのデータでは、オープン時からの週 

  間客数で見ると、２週目以降はオープン週の客数の５０％に減少したが、３ケ月後に 

  は７３．５％に回復し、５ケ月後には９０．５％に回復した。 

  更に会員の月間購入金額の推移を見た場合、開店月に比べて３万円、４万円以上の購 

  入金額の会員が５ケ月後にはそれぞれ４５％増、４７％増となり、ＦＳＰによる顧客 

   の固定化策によって会員の購入金額が上昇し、結果的に店の売上を右肩上がりに押し上 

  げる曲線を描いているのである。 

  Ａ社（山梨）でも同様に新店舗を開店セレモニー、チラシ無しに開店したが、３ケ月 

  後には初年度黒字の予定月間売り上げに到達したという。 

  Ｍ社（埼玉）では開店前に商圏の家を個別に訪問し、カード配布を前倒しする事で、 

  会員の購入金額を一気に引き上げる戦略で効果を上げている。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新店舗における週間客数・売上の推移パターン 

第２章：ＦＳＰの第１ステップ：「全ての特典はカードを要す！」 

２-１８ 

ＦＳＰ 
成功の鍵 

 

Ⅰ・コミットメント 
（約束・宣言） 

トップ&全社員参加 

企業理念・自立行動  

 
Ⅱ・差 別 化 

（会員／非会員） 

会員内・企業間 

 

Ⅲ・単 純 化 
（分かり易い事） 

誰でも理解できる 

 

 

Ⅵ・報償・特典 
（魅力あるリワード） 

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ性・喜客 

 

 

Ⅳ・柔 軟 性 
（既得権のワナ） 

経費・プログラムの固定化 

陳腐化を避ける 

 

 

Ⅴ・情報活用 
（仮説・実行・検証） 

顧客ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸ 

 

 

『714本のホームランを放ったベーブルースは 

  野球史上、最も多くの三振をしている。 

 755本のホームランを打ってベーブルースの記録を破った 

   ハンクアーロンも同じくらい三振しているのだ。 

 しかし決して誰も、彼らを失敗者とは考えないし、 

   彼らの失敗を覚えている人も少ない。 

 ほとんどの人が彼らを成功者だと考えているのである』 

         ーージク・ジクラー（積極思考講演家）ー 

FSP成功の方程式：「絶えず挑戦する事！」 
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⑦ ポイントの会計処理が変わる！ 
 

   過去、ポイントカードの会計処理としては、一般的に５００ポイントで５００円相当 

  のポイント券（値引・割引券）を発行し、買物時に回収した段階で「販促費」計上する 

  やり方であった。チラシ等に印刷されたクーポン券同様に、発行されるポイントについ 

  ては把握する必要がなかった。しかしながらエンロン問題等の発生でポイントが未来に 

  発生する負債という見方が生まれ、大企業に対して公認会計士はポイント残を把握し、 

  「未払い費用」として処理するように指導が始まったのである。 

  その未払い費用の基準も曖昧で、各企業共に還元率実績や決算を見ながらアバウトで決 

  めていた。 

  しかしながらＩＦＲＳ（国際会計基準）の進展によってヨーロッパを中心にポイントの処理に 

  ついての統一したやり方が決められた。 

  ポイント分は販売自点で売上と分離し、「ポイント引当金」に充当すると言うものである。 

  即ちポイント還元率が１％の場合、１０００円の商品が販売された段階で１％分の１０ 

  円を売上から分離してポイント引当金に計上しなければならなくなる。売上高も１０円 

  差し引いた９９０円として計上されるのである。 

  ポイントの価値分は、その使用時かポイントの有効期限が切れる際に売上高として計上 

  する処理を行なう。 

  更に新方式にはもう一つ大きな問題が残る。 

  過去、ポイント券等で回収時点で計上するやり方をとってきた企業にとって、今までに 

  蓄積されたポイント残の処理をしなければならない。ポイント引当金は貸倒引当金同様 

  の扱いのため、利益の中から引き当てられる。そのため新方式への移行時には過去から 

  のポイント残を１時利益計上しなければならないが、その処理の過程で利益に対して税 

  金がかかる。 ある企業では約１億円のポイント残が合ったが、移行時には税金として 

  約３０００万円徴収されたと言う。 

  ポイント残高が数十億、数百億に達している企業の移行には大きな問題が横たわってい 

  る。 

  因み２０１０年３月期の大手家電量販店であるヤマダ電機では、売上高１兆９７１７億 

  円であるがポイント販促費として１４３６億円を計上している。この金額がポイント使 

  用されると仮定すれば単純に売上高が７．３％減少する事になる。 

  ＮＴＴドコモの２０１０年１２月末のポイント引当金は２０６５億円に達し、同年の３ 

  月末からの９ケ月間で５００億円も増加した。（右記事） 

  又、日経新聞（2011・4・14）ＤＥは「割引ポイント縮小相次ぐ」と題して２０１５年の 

  国際会計基準の導入によって減収要因となる可能性があるとの考え方から、割引ポイン 

  トサービスを見直す動きが活発化している。レートの引下げ、ポイント獲得の上限の設 

  定、有効期限の短縮や延長、ポイントの支払時の充当、クーポンの発行等顧客の繋ぎ止 

  め策を模索し始めている。 

 

ポイントの会計処理のモデル 

第２章：ＦＳＰの第１ステップ：「全ての特典はカードを要す！」 

¥9500 
500 
ｸｰﾎﾟﾝ 

売上高 
¥10,000 

ポイント発行 
100ﾎﾟｲﾝﾄ 

販促費 
¥500 

会員顧客 会員顧客 

負債計上 
（ポイント引当金） 

ポイント残高×想定利用率 

月末ｏｒ期末処理 

国際会計基準の統一指針モデル 現状の引当金処理モデル 現状の販促経費処理モデル 

 

●売掛の貸し倒れ引当金と同様 

 の処理 

●肝はポイント残高に将来の想 

 定利用率を乗じた金額である 

 が、利益から捻出（特別損失 

 計上）するためそのサジ加減 

 が問題となる。 

●基本的には過去の還元率・失 

 効率実績を元に算出するケー 

 スが多い。 

●ポイントを商品・サービスと 

 区分けした上でポイント分の 

 売り上げ計上は認めない。 

●未使用ポイントについては一 

 定期間経過後、顧客の利用の 

 可能性がないと判断された場 

 合、その時点で売上計上が認 

 められる 

●クーポン回収時点で販促経費 

 として計上する。 

●ポイント発行高、及び残高等 

 は財務諸表には数値として反 

 映されない。 

売上高 
¥9,900 

負債計上 
（ポイント引当金） 

¥100 

会員顧客 

¥10000 

ポイント発行 
100ﾎﾟｲﾝﾄ 

２-１９ 

２０１１・０４・１４ 

日経新聞 
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⑧ クローズポイントとオープンポイント 
 

  ポイントカードを実施する際も、実施後も検討を迫られるのはクレジットシステム同 

 様に、自社運営か？ 他社（委託）運営か？の選択であろう。 

 「自社内完結型」のクローズ・ポイントはカード発行から特典の提供の運営まで全て自 

 社で行う仕組みである。 

 使い勝手、小回り、優良顧客の囲い込み、データ取得と活用でのメリットがあるが、開 

 発、運営コスト、ノウハウ、人材等の点で問題が発生する。 

 一方のオープンポイントは他社のポイントプログラムに乗り、開発、運営コストやノウハ 

 ウと言う点ではメリットがある。さらにそのオープンポイントの会員が自社の新規顧客 

 の獲得と言った期待も持てるのである（送客）。しかしながらデータ取得と活用、使い 

 勝手、小回りという点では窮屈なシステムとなる。最大の問題点は会員が貯めたポイン 

 トが果たして自社で使われるか？である。 

 ポイントのメリットである「呼び水効果」が流出する状況では、オープンポイントのコ 

 ストが無駄になろう。過去のグ○○ンスタンプ同様にコストは発生すれども「顧客の囲 

  い込み」には効果がないといった事態となる。 

 流通業のＦＳＰ目的である優良顧客のＧｅｔ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ、Ｋｅｅｐ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ、Ｇｒｏｗ Ｃｕｓｔ 

  ｏｍｅｒを目指す場合には、自社運営のクローズポイント方式をお薦めしたい。 

 会員にとってのサービスの向上を考えた場合には、地域の提携店・パートナーの拡大で 

 ポイント券の利用の汎用性を増やしたり、カタログ専門業者との連携による景品のライ 

 ンナップ、オープンポイント等との交換の仕組みを考えていくべきであろう。 

 あくまで、顧客を「自社の重要な資産」として位置づけ、決断する事が重要である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クローズポイントとオープンポイント 

第２章：ＦＳＰの第１ステップ：「全ての特典はカードを要す！」 

クローズ 

ポイント 

オープン 

ポイント 

自社内完結型 

ポイント 

グループ内共通 

ポイント 

 

 

 

 

 

百貨店 

スーパー 
ホテル 

ポイント 

管理会社 

各種施設 

提携企業 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業 

△自社開発（要員・コスト・ノウハウ） 
△自社運営（要員・コスト） 
◎データ取得と活用 

○使い勝手・小回り（独自企画） 
◎優良顧客の囲い込み 

○自社開発（要員・コスト・ノウハウ） 
○ポイント管理会社の運営 

◎データ取得と活用 

△使い勝手・小回り 

◎優良顧客の囲い込み 

○アウトソーシング（開発不要） 
△ポイント管理会社の運営 

   （要員不要・経費固定化・漸増傾向） 

▲データ取得と活用 

×使い勝手・小回り 

△優良顧客の囲い込み 

△新規顧客流入期待 

オープン 

ポイント 
（発行企業） 

企業 

企業 

企業 

グループ 
 

 

 

 

 

 

百貨店 

スーパー 

ホテル 

ポイント 

管理会社 

各種施設 

企業 

事例：一般的企業のポイント制 事例：電鉄系グループカード 

    セブン＆ｉ、イオン 

    （商店街・ＳＣ） 

事例：航空会社系（マイレージ） 
    Ｔポイント、グーポン、Ｇポイント 

ポイント交換（一方向・双方向） 

ポイントの一考察： 自社？グループ？オープン？ 

顧客にとっての汎用性 小 大 

２-２０ 
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ＦＳＰの第２ステップ： 「より優良な会員に特典を傾斜」 

（会員間での差別化）・「報いるべき顧客に報いよ！」 

 

第３章 

  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

３-１：「ＦＳＰの第二幕とは？」 

   ①「進む成功失敗の色分け」 

   ②「何故。会員間の差別化なのか？」 

   ③「何故、会員のランク付けが必要なのか？」 

   ④「ロイヤルティ・マーケティングのゴールとは？」 

   ⑤「ロイヤルティの獲得のための『ＥーＰｌｕｓ戦略』とは？」 

   ⑥「第二ステップの原資作りのカラクリとは？」 

   ⑦「ＦＳＰは低価格戦略？」 

   ⑧「仕組だけでは動かないＦＳＰ」 

   ⑨「ロイヤルティ・マーケティング成功の方程式」 

３-２：「日本の会員向けプログラム」 
   ①「会員のランク付けと特典」 

   ②「多段階会員価格」 

   ③「ボーナスポイント制」 

   ④「お中元・お歳暮」 

   ⑤「特別優待セール」  

   ⑥「イベント招待・優待」 

   ⑦「イベントカレンダー」（チラシに代わる来店促進） 

   ⑧「ハンドビラ」（ 〃 ） 

   ⑨「アンケート・顧客の声」 

   ⑩「モニター制度」 

   ⑪「ポイント還元率の傾斜」 

   ⑫「高年齢顧客の固定化」 

   ⑬「上位顧客の利テンションプログラム」 

３-３：「個客ロイヤルティ戦略；百貨店の挑戦」 

   ①「米国百貨店を取り巻く経営環境の変化」 

   ②「米国百貨店のロイヤルティー・マーケティングへの挑戦」 

   ③「日本百貨店のロイヤルティー・マーケティングへの挑戦」 

 

基本的にデシル分析を用います。 

キーポイントは店の収益の大部分に貢献する 

  ① 上位会員顧客の明確化！（デシル１～３） 

  ② 上位会員顧客への特典の提供 

  ③ 上位会員顧客のニーズの把握 
 

ポイントカードの長所･短所を良く理解しましょう 

ＦＳＰの第２ステップ・「顧客識別マーケティング」です。 

マーケティングの基本“ＳＴＰ”のＳ（ｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ）で 

会員顧客を購買金額でランク付けし、ターゲットを明確

にする事が重要となります。 

上位３０％の会員で収益の７５％以上を占めるわけです

から、それら優良顧客を識別し、如何にＫｅｅｐするかが

重要となります。 
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①「進む成功・失敗の色分け」 
 

 ＦＳＰの第一ステップはカード会員募集であり、短期間にどれだけ多くの会員を集め 

るかが重要課題である事を、カードプログラムの事例を交えて述べてきた。 

その結果ポイントカードのスタートのみでもその販促効果は出始め、企業トップを含め 

FSPは成功したと喜ぶのである。しかしながら期間の経過と共にその効果も徐々に薄れ 

始め、「１年目は良かったが２年目以降は経費ばっかりかかって…」と急に歯切れが悪く 

なるパターンがほとんどである。 

当初目論んでいたチラシの削減も社内抵抗勢力（？）からの脅しや、中途半端な削減で 

売上減少を招き、あわてて元に戻す等迷走が続き、結局もとのやり方に戻っているのが 

大多数である。その上加えてポイント等の経費増は、景気低迷で弱った企業の体力を更 

に蝕んで行くのである。 

ウルフ氏が「個客ロイヤルティ・マーケティング」（ダイヤモンド社）の冒頭で述べている 

ように、「ほとんどの失敗は第二幕に起きる」の通りの事が、日本のあらゆる所で実際に 

起こっているのである。 

日本のポイントカードを実施している企業の約９０％が第一ステップで足踏みし、第二 

ステップに進めないでいると推定される。（２０１１年時点では７０％？） 

その原因は大きく２つある。 

その第一の原因は、「ポイントカード＝FSP」と勘違いしている経営者・担当者が未だ数 

多くいる事にある。即ち不勉強のままスタートさせた付けが回って来たに過ぎないので 

ある。日本のポイントカードの場合、申込書、パンフレットに特典が開示されており、 

そのため競合他店にすぐに真似され、同質化競争に陥り、実質的なディスカウントの先 

送りであるポイント５倍、１０倍という還元率競争に迷い込んでしまうのである。 

こうなると「麻薬」と一緒で止める事は出来ないし、どんどん強くしないと効果がなく 

なるし、最後には体力そのものを蝕み、その先には死が待ち構えている。 

第二の原因はカード会員を数多く集めれば集めるほど、優良顧客も多く集める事が出き 

るが、それ以上にその中には出血商品目当ての「チェリーピッカー」が数多く紛れ込むので 

ある。 

玉石混交でのポイントプログラムは更にポイントだけが目当ての、「ポイントハンター」な 

るものも産み出し、ポイントの垂れ流しといった費用対効果を損なう原因となる。 

結果的にはビジネスのやり方は今までのマス・マーケティングと何ら変わらず、新たに 

ポイント経費がずっしりとのしかかって経営を圧迫しているのが実態であろう。 

実際にチラシ費用１～１・３％、ポイント費用１．３％、合計２．３～２．６％もの販 

促費用に達している企業も珍しくはない。 

 

ＦＳＰ成功・失敗企業の代表的な声 

○競合相手が出てきても負けない方策 

  が分かった 

○粗利率が１～２％上昇した 

○チラシ経費が３０～８０％削減できた 

○上位ランクと下位ランクの会員では、 

 購入する商品が違う事が判明した 

○年間購入額２百万円以上の会員数百人 

 に対して特別優待プログラムを実施 

○ＦＳＰをやって売上・粗利が上がらな 

 いのだったら止めた方が良い 

○うちの店にはバーゲンハンターは来て 

 貰わなくて良い。どうぞ他店へ・・ 

○社員の意識・行動が変化しつつある 

○ＦＳＰ実施後の出店は全て成功。 

 顧客と商品の関連が数字で見えてきた 

○上得意客の流出・離反に対して手を打 

 ち、引き戻す事が可能となった 

○メーカーとの連携も軌道に乗り始めた 

●１年目は客数・売上ともに増加したが  

    ２年目以降は効果が見えない 

●競合店対策でポイントが３倍・５倍に 

 なり、経費だけが増大した 

●チラシを試しに止めたが、売上が落ち 

 たのであわてて元に戻した 

●チラシ削減を社内で提案したが、営業 

 から売上減の責任を取れと言われた 

●ポイント残の蓄積が膨大となり、監査 

 法人から会計処理の勧告を受けている 

●顧客情報をどのように活用して良いの 

 か分からない 

●会員どころか社員すら自社のＦＳＰに 

 ついての知識も認識もなくて愕然 

●プロモーションをやっても会員の反応 

 が今一つだ 

●今後一体どうすれば良いのか？正直に 

 いって困り果てている 

成功企業 失敗企業 

出典：ﾁｪｰﾝｽﾄｱｴｲｼﾞ2002･11･1 
  越後七平 

「ほとんどの失敗は 

   第二幕に起きる」 

第二ステップへの 

 移行を急ぎなさい！ 

ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ氏 

（2002・9撮影） 

第一ステップから 

 第二ステップへは 

６～１２ケ月以内に 

実施すべきでしょう 
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② 「何故、会員間の差別化なのか？」 

 先に「顧客は企業の重要な資産」であると述べたが、資産である以上、優良資産と不良 

資産に区分し、後者をいち早く切り離すのが経営の常道である。 

さもなくば不良資産は優良資産がもたらしてくれた利益を、容赦なく食いつぶす存在とな 

ることは、昨今の銀行の不良債権問題や、倒産小売業の土地・店舗等の不良資産問題でイ 

ヤと言うほど見せつけられて来た。 

会員に対するカードプログラムも一律的にやっていたのではコスト問題の暗礁に乗り上げ 

てしまう。経営的に制約された投資で最大の効果を求めていくためには、一律的ではなく 

、重点、優先順位をつける等のメリハリをつけて行く必要がある。 

即ちＦＳＰの第二ステップでは限られたリソース（経営資源・予算）を企業に売上・利益で 

貢献してくれた優良顧客に傾斜させていくのである。 

「感謝し、報いるべき顧客に報いる」（ウルフ氏）がロイヤル・カストマーを作り、維持で 

きる唯一の道なのである。 

左図のように欧米のスーパーマーケットでは上位３０％の上得意顧客で収益の７５％、同 

日本では上位３０％で７０％を占めるのである。チラシで勧誘した目玉商品を主に購入す 

る下位３０％の顧客の売上構成比は４％未満であり、利益面で見るとその多くが赤字とな 

って上位顧客がもたらしてくれた利益を食いつぶす存在である事が判明している。 

日本の経営者にこの話をすると必ず反発を買うか、戸惑いの反応が現れる。 

会員のランク付けや一部優良会員への特典等、「差別」という言葉に対して日本的な結果 

平等主義、迷信的倫理観が行く手を阻み、「俺は客だぞ！」という平等を求める顧客クレ 

ームが頭をよぎり、思考がストップしてしまうのである。 

FSPの特典は会員へのロイヤルティ（ご愛顧・お引き立て・ご贔屓）に対して店側の感謝の気持 

ちを形に表すものである。日本の中元・歳暮のように受け取る側でも納得性のあるもので 

あり、下心を見透かされた販促グッズを無闇にばら撒くのとは意味が違うのである。 

逆に２０年、３０年ご贔屓にしてくれている上得意客と、出血値引商品のみを狙って来店 

するチェリーピッカーを、建前的に顧客として同一扱いする事のほうが、上得意客から見 

て不平等・不公正な扱いになり問題であろう。 

数多く存在する店の中で、自店を選んでくれた顧客を識別し、その顧客の期待に応える品 

揃え・サービスを研ぎ澄まして行くと言う事は、言い換えれば企業側で顧客を選ぶと言う 

事でもある。「戦略」を端的に表現すれば「勝ち残りの道筋・シナリオ」であり、「（経営） 

リソース（資源・予算）を何処に集中的に投入するかを決断」する事である。 

八方美人的横並び経営の日本小売業が、戦略性に欠けるといわれる理由もここにある。 

左図のように小売業の利益は上位顧客によってもたらされているにも拘わらず、その利益 

の大半を「チェリーピッカー」に貢いでいるのである。 

チラシ等を用いたマス・マーケティング、即ち平均値・一律の手法から脱しないかぎり、 

ロイヤル・カストマーの育成・維持は不可能なのである。 

 

 

、 

旧 モ デ ル 新 モ デ ル 

顧客の 

企業貢献度 

顧客への 

サービス度 顧客の 

企業貢献度 

顧客への 

サービス度 

顧 客 の 種 類 年間購入額 荒利率 
利用 

年数 
累積売上高 累積荒利高 

ロイヤル客 
（上得意客） 

2､756 $ 25% 17年 46､052 $ 11､713 $ 

常 連 客 1､404 $ 22 % 10 年 14､040 $   3､089 $ 

浮 動 客    416 $ 18 %  4 年  1､664 $      300 $ 

ﾊﾞｰｹﾞﾝﾊﾝﾀｰ 
（ﾁｪﾘｰﾋﾟｯｶｰ） 

   156 $ 16 % 2 年     312 $        50 $ 

間に合わせ客     52 $ 15% 1.5年       78 $        12 $ 

上位３０％ 

売上の７５％ 

下位３０％ 

売上の４％ 

「２０：８０：３０の法則」（コトラー） 

  上位顧客２０％で利益の８０％を獲得するが 

       その利益の５０％は下位３０％の顧客によって失われる」 

資料提供：ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ 

顧客の分類と貢献度 

多 

低 

高 

少 

高 少 

多 
低 
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③ 「何故、会員のランク付けが必要なのか？」 

 

 ウルフ氏はＦＳＰの会員カードをあえて「ロイヤルティカード」と称し、その主要な目的 

を明確に２つに絞っている。 

１つ目は顧客データを収集して多様な会員の購買行動を理解し、ロイヤルティの変化につい 

 て測定する事を可能にする事であり、顧客データベースとの連携で実現できるものである。 

２つ目は顧客識別のツールとして、異なる会員に異なる特典や価格を提供するためにターゲット 

  を絞りこむツールという事である。 

 前述したが顧客の期待・要求・ニーズ等、時々刻々と変化し続けており、昨日のサービス 

に対する満足が明日の満足を保証しない。この企業にとって最も大切な資産である顧客の変 

化、特にロイヤル・カストマーの変化をウォッチし、測定し、より的確な感謝の意と特典を 

提供し続ける事が重要になってくる。 

 顧客のロイヤルティは常に競争相手との競合に晒され、無関心・惰性（マンネリ）・差別 

化の不足によって侵食される危険性を孕んでいるのである。 

ウルフ氏は顧客の貢献度をR（Recency：最新購入日）、F（Frequency：購買頻度）、S（Sp 

ending：購買金額累計）の３つをモノサシに顧客のロイヤルティの変化を測定する方法を薦 

めてくれている。スーパーマーケットの場合、S（購買金額累計）の大きい顧客はF（購買頻 

度）も正比例して大きく、基本的に購買金額をキーとしたデシル分析を行い、顧客を分類（ 

ランク付）して行けば良い。R（最新購入日）に付いては、ロイヤル・カストマーのランク 

イン、ランクダウンの検証とアクションに役立つものとなる。 

そのランク付けするための分類の一つの形としてウルフ氏が例示してくれているのが、左図 

の「ＤＲＯＰ‘Ｎ」である。 

企業にしても、軍隊にしても組織である以上、地位・役割・貢献度に応じて、ランク付けさ 

れ、報酬もそれらを基準に決まっている。多くの顧客を管理するには擬似的組織化を行い、 

貢献度に応じてランク付けしない限り、公正且つ円滑なオペレーションは望めない。 

学校の５ランクの通信簿も一種の差別かも知れないが、教師・生徒にとっての学力の客観的 

なモノサシとして存在し、その後の指導や生徒のモチベーションにもなってきた。 

顧客のランク付けに抵抗はあるかも知れないが、企業の中でランク付けを含めた顧客の定義 

がシッカリしていないと、サービスや特典を含め、現場レベルでの活動の判断のモノサシが 

ない状態となり、そこからは何ら有効なアイデアや対策が生まれるどころか、あいまいさの 

中で、余計な混乱が発生するだけである。 

因みに日本の百貨店においてのS百貨店では年間購買金額でシルバー、ゴールド、プラチナ 

とランク付けしてポイント還元率を変え、カードの色分けまで行なっている。 

クレジット業界、通販業界でも会員のランク付けが日本でも徐々に定着の趨勢を見せている。 

マーケティング投資のパラダイムの変換 

顧客グループ 顧客の Ｒ・Ｆ・Ｍ ＣＣＭ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ 

ロイヤル客 
（利益貢献度大） 

TOP 20 % 
Retain & Reward for Loyalty 

ご愛顧に対する報奨・特典 

常 連 客 
（利益貢献度中） 

Incentive to Move Up 
ﾛｲﾔﾙ客へﾗﾝｸｱｯﾌﾟの刺激・報奨 

通 常 顧 客 
（利益貢献度小） 

Middle 20% 
Incentive to Move Up 

常連客へﾗﾝｸｱｯﾌﾟの刺激・報奨 

Marginal客 
（利益貢献度“０”） 

Incentive to Move Up 
ﾘﾋﾟｰﾀｰへの刺激・報奨 

チェリーピッカー 
（利益貢献度マイナス） 

Bottom 20% 
Move  them Up  or 

Move  them  Out！（排除） 

初来店客 

復帰顧客 

新規 

ｶｽﾄﾏｰ 

顧客分類の考え方：「ＤＲＯＰ‘Ｎ」 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 

ルビー 

＞$100／W 

$50-100／W 

ﾍﾞｽﾄ 
（ﾛｲﾔﾙ） 

ｶｽﾄﾏｰ 

オパール 

パール 

$25-49.9／W 

<$25／W 

ﾍﾞｽﾄ 
（ﾛｲﾔﾙ） 

ｶｽﾄﾏｰ 

予備軍 

ＮＯ・ＩＤ 非会員ｶｽﾄﾏｰ 

出典：「個客ﾛｲﾔﾙﾃｨ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ」（ダイヤモンド社） 

キ
ー
カ
ス
ト
マ
ー 

す 

べ 

て 

の 

顧 

客 

既存の 

Active 

顧客 

初来店客 

復帰顧客 

ＮＯ・ＩＤ 
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④ 「ロイヤルティ・マーケティングのゴールとは？」 

 

 ピーター・ドラッカー博士はマーケティングに関し「販売はマーケティング上必要な部 

 分ではあるが、マーケティング自体ははるかにそれを超える存在であり、販売を不要にする事が 

 マーケティングの究極の目的である」と説いている。 

 即ち、顧客を十分に理解し、そのニーズ・期待等を把握し、それに応える商品・サービ 

スを提供する事で、顧客は喜んで購買行動をとろうとし、格別に「販売（売りこみ）」は 

必要としない状態が発生するというのである。 

その言葉通りの状況がドロシーレーン、スーパークイン、日本のＡコープ白根店等、世界 

の先進的なＦＳＰ成功企業に見られるのである。 

それらの企業に共通するのは殆どチラシに代表されるマスの販売促進のための費用は皆無 

に近く、その費用分を顧客とのリレーションシップを高めるために投入している。 

これら企業が絶えず工夫し、顧客に喜ばれるプログラムの創造と提供に会員は喜んで参加 

し、会員カードを持つことはその地域におけるステータスとなっている程である。 

優良顧客への進化も、左図の如く、「Get Customerの段階」においては、未来店客であ 

るサスペクトや、見込み客としてのプロスペクトを顧客として取り込むのにチラシ、販促 

費と多額の費用を要し、企業に対する利益貢献度はマイナスである。 

日本のスーパ－マーケットでチラシを撒いている企業では一世帯当り年間３～４千円のお 

金をバラ撒いていることとなり、一度も来店してもらえない場合には全額すったことにな 

る。First Customer（初回購入客）を定期的に来店してもらえるRepeat Customerに 

誘導し、更にClient（得意客）にする「Keep Customerの段階」も重要になる。 

最終的な「Grow Customerの段階」では、買物のほぼ１００％をしてくれるSupporter 

（支持者）、その上を行く存在として他の消費者にも積極的にクチコミで店の宣伝をして 

くれるAdvocator（代弁者）がいる。更に最上位にはPartnerが存在し、最早店のファン 

を通り越し、品揃え、接客等親身になって従業員以上に経営に対して積極的に協力・支援 

の姿勢を見せてくれるレベルがある。 

これらSupporterレベル以上の顧客は、全く販売（売り込み）の必要がないばかりではな 

く、店の売上、利益に大きく貢献してくれる人々である。 

「人間は買物は大好きである。.しかし買わされる事を嫌う」の言葉とおり、顧客自らが喜んで 

来店し、喜んで商品・サービスを購入する姿がロイヤルティ・マーケティングのゴールな 

のである 

 

 

 

 

 

高 

一 般 客 

知 人 客 

友 人 客 

信者客 

＊自店利用率１００％の客 

＊自店利用率７０％以上の客 

＊自店利用率３０％以上の客 

＊自店利用率３０％未満の客 

ウォルマートの顧客ピラミッド 

「ウォルマートの新人間主義」三浦康志著・ﾋﾞｼﾞﾈｽ社 

Suspect 

Prospect・見込み客 

First Cust・初回購入者 

Repeat Cust 

Client・得意客 

Supporter・支持者 

Advocator・代弁者 

Partner 

顧客紹介 

関連購買 

ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ 

買い増し 

定期的購買 

顧客関係開発・維持ｺｽﾄ 

顧客関係時間軸 

顧
客
の
利
益 

        

貢
献
性 

０円 

出典･参考：井関教授・ﾜﾝtoﾜﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ・資料抜粋 

                    ChainStoreAge 

顧客からもたらされる収益 

Ｇｅｔ 
Ｃｕｓｔｏｍｅｒ 

Ｋｅｅｐ 

Ｃｕｓｔｏｍｅｒ 

Ｇｒｏｗ 

Ｃｕｓｔｏｍｅｒ 

赤
字 
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⑤ 「ロイヤルティ獲得のための『Ｅ-Ｐｌｕｓ戦略』とは？」 

 

 FSPのFはFrequent（頻繁な）であり、会員のリピート来店を促すものでなくてはなら 

ない。そのためには顧客満足の上を行く事を絶えず追及する姿勢が求められる。 

 「単なる満足の獲得だけではリピートにはなってもらえない」のである。 

東京ディズニーランドの入場者は年間１６００万人を優に超すそうであるが、何とその内 

９７．５％がリピートの入場者だと言われる。まさに来場者に対し、夢・感動を提供する 

「リピーターに支えられたビジネス」（同社）である。 

その一方でバブル期に全国にテーマパークが数多く出来、多くの人が訪れたに拘わらず、 

今その大半が経営に行き詰まっている。その大きな原因は単なる１００％の満足（Satisfa 

ction)の獲得に止まり、顧客の期待を上回る１２０％の喜び（Delight）、１５０％の以上 

の感動・驚き（Impression、Surprise)を提供出来ないで、結果として顧客のリピートを 

獲得できなかったところにあろう。 

小売業においても前述の如く、商品の品揃え、低価格の満足だけでは顧客はもはやリピー 

ト客にはなってくれない時代を迎えている。 

「ナタデココ」、「ティラミス」、「ベルギーワッフル」、「某ラーメン屋｣等、最初は 

話題になり、店頭に多くの行列が出来たりしたが、日常的になるにつれて、あっという間 

に人々の話題・記憶から遠ざかり、閑散とした店舗に成り果て、閉店に至るケースを数多 

く見せ付けられてきた。話題性が大きければ大きいほどその凋落への短いサイクルと、落 

差が顕著になる。 

日本人の国民性であろうか？溢れる店舗・商品を自由に選べるようになった消費者はまさ 

に経験・知識・情報を豊富に持った王様であり、絶えず期待を上回るサービスの提供をし 

ない限り簡単に飽きて、競合店に流れてしまう状況になってしまった。 

個々の顧客が抱く期待・ニーズが違う以上、同一のサービスを提供したとしても感動する 

顧客もいれば、不満を抱く顧客もいる。更に前回感動したサービスも、同一であっても次 

回には満足に、更にその後は不満になるケースも出てくる。 

即ち顧客の期待・ニーズ・要求は同一個人であっても進化・エスカレートする事に実行上 

の難しさが存在するのである。 

  ●「顧客の予想を越えて…」（ウォルマート・故サム・ウォルトン） 

  ●「桁外れのサービスが桁外れの売上をもたらす」（ノードストローム百貨店） 

  ●「顧客が期待する位所のものをオファー」（ドロシーレーン） 

  ●「お客様が思っている以上のサービスを！」（ユークロップス） 

等先進的な企業はロイヤル・カストマーの獲得・維持を目指し「E-Plus（ Exception Plus） 

戦略」、文字通り顧客の期待を上回るサービス開発努力を継続しているのである。 

 

日本でも驚異的な坪効率、８％の経常利益率を誇るO社（東京）では、キャッシュバックカ 

ードによるFSPを実施、Delight＝「喜客の精神」を行動指針としている。 

 

 

 

 

高 

顧客が抱く事前の 

期待･ﾆｰｽﾞ・要求 

120% 

150% 

100% 

被害者意識 

90% 

Delight 

感 動 

満 足 

不 満 

ﾛｲﾔﾙﾃｨ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの本質＝顧客の期待を上回る…！ 

個客の顕在的欲求のみならず、潜在的な欲求をも充足し、 

「まさかそこまで・・・・」という 

個客の期待をも超える充足感と効果的な驚きを提示する戦略である。 

E-Plus戦略 

出典：寺子屋プロジェクト 
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⑥「第二ステップの原資作りのカラクリとは？」 
 

 前項で「戦略」とは経営のためのリソース（金・モノ・人）を集中的に投資する事であ 

り、優良資産を効果的に使い、不良資産を切り捨てる事と述べた。 

企業としての顧客は最重要資産の一つであり、優良資産であるロイヤル会員の識別・優待 

を行うだけでなく、チェリーピッカーの排除をしない限り第二ステップを実行に移す原資 

が出てこないのである。 

 この事は従来のチラシに代表される「ハイロー戦略」からの戦略転換を意味し、マーケ 

ティング・マネジメント・組織・オペレーションを含めた経営改革が必要となるのである。 

「ハイロー戦略」は出血値引商品を目玉としてチラシに載せて消費者の来店を誘引し、他 

の商品もあわせ購入してもらい、帳尻を合わせる手法として４０年以上行われてきた。 

しかしながら、モノ不足の時代には通用したこの伝統的な手法も、モノ余り・店余りの時 

代を迎え、知識・経験を豊富に積んだプロの消費者にはもはや通用しなくなったのである。 

ある企業で顧客データベース分析の結果、チェリーピッカーと呼ばれる出血値引商品のみを 

狙うハンターは、過去はチラシに反応する来店客の増加に一役買っている存在としていたが 

、実態は企業の利益を蝕むものとして明らかになったのである。 

即ち砂糖や醤油等超目玉商品とした場合、レシート内容を分析した結果、超目玉商品のみ 

１点購入が３４％、超目玉商品と他の目玉商品を購入したのが２９％、残り３７％が定番 

商品との組み合わせで購入し、結果的には６３％と半数以上の客がマイナス粗利客であっ 

た。買って欲しいと願っていた上位顧客はそんなに購入していなかったという結果も付き 

つけられ、同社ではこのようなチラシを廃止したのであるが、逆に出血が止まり、粗利率 

が１％以上の上昇を見たのである。 

又、ある企業のチラシによるセールの分析も行ったが、チラシを撒くと客数は１５％ほど 

アップするが、その内３％以上はお一人様１点限りの出血目玉商品購入のため複数回レジ 

を通過した客であり、中には１５回という大チェリーピッカーも存在したのである。 

売上高も約８％程上乗せされるが、逆に粗利率が１０％ほど低下し、セールの獲得粗利額 

も経費的にはマイナスバランスとなる。デシル分析で見ても上位１０％と下位１０％では 

購入金額で５０～７０倍もの差があり、貢献粗利率でも上位１０％は３５％を超え、下位 

１０％は１０数％で実質赤字客である。 

「ハイロー戦略」は本部のバイヤーの仕事の７０％以上を占め、社内での会議、取引先と 

の商談、店舗での荷受・検品・陳列等の作業の総人時を考えると膨大な経費である。 

チラシの削減とチェリーピッカーの排除だけでも１～２％の粗利率アップと総人時約３０ 

％のカットによる経費削減が可能であり、本来報いるべき上位顧客に対する特典の原資が 

捻出できるのである。 

チラシへの商品掲載はメーカーと交渉するバイヤーの武器でもあり、現場店長とすれば競 

合他店のチラシに常時悩まされているが、FSPを志向する以上、組織・プロセスにメスを 

入れない限り次のステップには進めないであろう。 

 

高 

想像を絶するチェリーピッカーの跳梁 

白砂糖１Kgを目玉商品にしての関連購買は・・？ 

目玉商品のみ 

３４％ 

他の特売商品＋ 

２９％ 

他の定番商品 

３７％ 

『数量制限無し』 

目玉商品の
み 

３９％ 

他の特売商品＋ 

３１％ 

他の定番商品 

３０％ 

『数量制限有り』 

（２００２年・Ｍ社埼玉） 

日  商 

 

５００万円 

セール（８％アップ） 

４０万円 

①セールによる獲得粗利総額 

４０万円×２日×粗利率１５％＝１２０，０００ 

＊通常粗利率２５％が１０％ダウン 

②チラシ配布費用 

＠２０円×１５，０００枚＝３００，０００ 

③差引き費用（①ー②） ▲１８０，０００ 

チラシ戦略は実は赤字の垂れ流し 

*チラシによる客数増加は１２～２０％（午前中に集中 

*制限付き超目玉商品・複数回並ぶ顧客（３％以上） 
（２０００２２年・Ｙ社東京） 
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⑦ 「ＦＳＰは低価格戦略である？」 

 

 ウルフ氏は９５年に来日時「日本で過去１０年続いてきたコスト（低価格）の圧力は今後 

更に５年以上続くであろう」と予言したが、その予言は見事的中し、２０１０年を超えて 

も低価格競争の圧力はその衰える事を知らない。 

ロイヤルティ・マーケティングとして競争は低価格・品揃え競争から顧客サービスの競 

争になると記述してきたが、だからと言って低価格を無視しても良いという事ではない。 

「Poorman needs Low-Price、Richman loves Low-Price」 （貧しい人にと 

って低価格は必要であり、金持ちにとっても低価格は好ましい）の言葉にあるように、 

小売業である以上、低価格競争は避けては通れないのである。 

小売業の低価格戦略は基本的に３つある。 

チラシに低価格をうたった出血目玉商品を掲載して顧客を誘引する「ハイロー戦略」、 

ウォルマートに代表される毎日が売出し価格をうたう「EDLP（ｴﾌﾞﾘﾃﾞｲ・ﾛｰ・ﾌﾟﾗｲｽ）戦略 

」、そして限定されたロイヤル・カストマーのみに、限定アイテムを限定期間低価格を 

提供する「FSP戦略」である。 

伝統的なチラシによる「ハイロー戦略」は、モノが不足する時代には消費者が殺到した 

マス・マーケティングの時代の手法であり、その費用対効果が時代に合わないものにな 

っていることは前述した通りである。 

「EDLP戦略」も商品の圧倒的ボリュームを扱い、メーカーをも従わせるだけの力を有 

する一部のパワーリティラーしか使えない戦略である。 

その点限られたリソース（販促費等）をロイヤル・カストマーの育成と囲い込みに集中 

的に投入し、限定的なEDLPを行う「FSP戦略」も、売上・利益を効率的に最大化する 

だけでなく、全国チェーンの低価格攻勢に対しても十分な対抗力を有する低価格戦略な 

のである。 又、もう一つ忘れてならないのは「低価格問題＝コスト問題」であり、販 

促費・人件費に代表されるオペレーション・コストの低減なくして低価格の実現は不可 

能なのである。 

「FSPの第二幕」である第二ステップに移行すると言う事は、表面的にはチラシの削減 

の議論に見えるが、本質的にはこの「ハイロー戦略」からの脱皮に他ならない。 

脱皮を果したＳ社（栃木）では週２～３回出していたチラシによるセールを月４回に減 

らし、Ｍ社（埼玉）では月１１回を半減させたが売上は返って上昇し、粗利率は１～１． 

５％上がり、総人時も３０％以上削減できたという。 

会員の来店客数比が６０数％の両社ではウルフ氏の指摘通り、チラシがなくても売上が 

落ちないFSPの戦略的な効果が発揮されているのである。 

、 

高 

顧客勧誘 

目玉商品数 

期  間 

品 切 れ 

価格設定 

本部ﾊﾞｲﾔｰ 

店舗の作業 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

ｺｽﾄ 

固定客化 

目玉商品で来店勧誘 

 限定種類（数十）  

 短期（２~３日間？） 

  あ り        

通常価格/値下価格 

    多  数         

70~80％企画・会議・交渉 

    負 担 大        
品出・陳列・値付・レジ混雑 

大 
（人件費・ﾁﾗｼ・間接費・他） 

× 

何時でも低価格の魅力 

 基本的に全商品  

 長  期       

 なし（ﾚｲﾝ･ﾁｹｯﾄ）  

通常価格=最低価格 

    少 数        
ﾒｰｶｰとのＣＰＦＲ 

      負 担 小        
陳列等標準化 

小 

△ 

ＦＳＰの仕組み 

 限定（100~1000） 

 中期（１~３ケ月） 

 なし（代替品）   

 会員別特別価格 

  少  数       
分析・企画・ﾒｰｶｰとの連携 

   負 担 小       
木目細かな作業計画可 

 小・中   

○ 

ハイ・ロー戦略 ＥＤＬＰ戦略 ＦＳＰ戦略 

小売業の低価格競争：「３つの戦略」：比較表 

出典：寺子屋プロジェクト 

「ハイロー戦略」チラシの限界？ 

雑誌や店頭の情報と同様、何を、何時、 

幾らだったら買うという判断材料の  

一つに過ぎなくなった         

出血覚悟の超特価で打てば顧客   

を呼び込めると考えるのは、完全に  

売手側の発想だ。チョットやソットの 

破格値だけでは踊ってくれない   

共働きの家庭が増えて、期限限定の 

特売日に買物に行けない主婦が多く 

なり、昔程の賑わいは難しい    

お客様の購買行動を見ていると、 

値頃感のある価格の商品ならば  

超特価でなくとも買っていかれる 

特売の目玉のスーパースターがいない 

又、売れ残り商品の処分を考えると  

セールは実質赤字じゃないか？    

商品にもＸＸ産とか、無農薬とか情報 

を付加しないと買っていただけない。 

消費者への情報発信、提案を考慮す 

るとチラシの限界にぶち当たる。   

大手全国ﾁｪｰﾝのﾁﾗｼとうちのﾓﾉとを  

比べると、わざわざうちの商品は高い 

と宣伝している時もあるよ！      

チラシ掲載の写真料等、ﾒｰｶｰ、取引先 

におんぶに抱っこなので、セールの企画 

が何処も一緒で差別化できない    

出典：寺子屋プロジェクト 
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⑧ 「仕組だけでは動かないＦＳＰ…？」 
 

 ウルフ氏と一緒に取材で（株）オオゼキの創業者・故佐藤達雄氏を訪問した折、この 

会員別ランク付けによる特典の差別化に話題が行った時、「それはむりだ。社員が付い 

て行けない」と言下に否定された。 

即ちその仕組・ルールを従業員が全てを理解しない限り、逆に顧客にとって不親切なも 

のとなり、苦情にもつながるというのである。又、そのレベルまで従業員を教育し、躾 

る事は難しいと指摘されたのである。 

創業以来「顧客第一主義」一筋に実践されてきた方の言葉だけにズッシリした重みがあ 

る。筆者も１０年来企業内外の教育・研修で痛感する事であるが、過去生徒も何かしら 

儒教的・論語的・仏教的な知識・精神的基盤を意識・無意識の中に有していたように思 

うが、昨今ではそれら共通の基盤がなくなり比喩・引用が通じなくなってきている。 

顧客サービスはマニュアル・指示・命令では通用しない時代を迎え、個々人の自立的な 

判断と行動なくしては満足を得られなくなってきた。 

個々人の的確な自立的な判断と行動を促すものは、確固たる企業理念・哲学の存在とそ 

の徹底あり、同社を始めドロシーレーン、スーパークイン等のＦＳＰ成功企業は、トッ 

プの「顧客第一主義」の熱い想いがビジョンとなり、従業員がそれに共鳴し、あたかも 

1人の意思で店が運営されているかのような共通の印象を抱かせられるのである。 

「ご愛顧」、「お引き立て」、「ご贔屓」、「ご厚情」と言う言葉に表される顧客のロ 

イヤルティを獲得するためには、先ず企業側の明確な理念と顧客に対するロイヤルティの 

提供が無ければならないのである。 

顧客に対するロイヤルティ、言い変えれば「信頼・信用」を獲得し続けようとする姿勢 

であり、「おもてなしの心」であろう。顧客の信頼を獲得する方法としてNCR社では「 

信頼獲得の４要素」を教育の中で繰り返し訴えてきた。 

その１は「正確性」であり、昨今の牛肉等の虚偽表示等に対する消費者のウソに対する 

怒りは底知れない。 

その２は「一貫性」であり、政治家や不祥事を起した企業のトップの言がコロコロ変わ 

る事に、国民、消費者の失望は深くなる。 

その３は「開放性」であり、店頭商品の農薬・遺伝子組替え等の事故隠し/情報隠しに対 

する疑心暗鬼は不安と不信を更に掻き立てる。 

更にその４の「包容力」、即ち自分たちの言い分、疑問を聴いて、丁寧に応えてくれる 

姿勢･仕組が無い事に無力感を感じる。 

今、顧客が欲しいのは自分の事を良く理解してくれ、信頼のおける購買のサポーター・ 

パートナーとしての小売業の存在であろう。 

「仏作って魂入れず」の通り、「顧客第一主義」といった企業理念の浸透なくしてはFS 

Pの円滑な運用は望めないのである。 

 

高 

ＦＳＰ構築のステップ；全社的取組 

推 進 法 活  動   内   容 

経営改革・ＢＰＲ 
（業務改革） 

＊全社的な取組み 

＊企業理念､経営目標､戦略の見直し 

＊新たな業務プロセス、仕組み作り 
ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ 

業 務 改 善 
＜日々の実践＞ 

＊部･店舗・部門単位の取組み 

＊企業理念､戦略実現の為の行動 

＊社内ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝの強化        

ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌ 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ＦＳＰ構築の組織の役割 

出典：寺子屋プロジェクト 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ﾈｯﾄﾜｰｸ、LAN、PC，ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ、DWH、WebKIOSK 

システム（インフラ作り・仕組作り・運用作り） 

企業の哲学・理念 
の明確化 

経営目標・経営課題 
の明確化 

戦 略 的 決 断 

組織・体制作り 

人材の投入・配置 

 ＊長期的企業経営の    

   バックボーン   

 ＊顧客との関係の明示   

  ＊理念の実現の方向性     

     （中・短期経営計画）  

  ＊企業としての課題の明示   

＊経営リソース投入の決断 

    （人、物、金、時間） 

＊差別化戦略の明確化   

＊経営リソースの再配置   

    （人、物、金、時間） 
＊開発体制、通常運用組織 

＊人材の投入、配置、育成 

    （ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当部門） 

＊戦術的パワーアップ    

   （本部／店） 

＊企業課題実現の仕組作り   

      ＊フレキシブル        

      ＊オープン・将来性     

  ＊技術的方向性合致    

      ＊情報提供（顧客／社員） 

＊企業課題実現に向けた  

       業績評価制度の準備 

＊ 同  ・ 意識変革       

＊運用教育・訓練の実施   

人事・評価制度 

教育・訓練 

出典：寺子屋プロジェクト 

第３章：ＦＳＰの第２ステップ：「より優良な会員に特典を傾斜！」 

３-８ 



CopyRight Shijuku Terakoya 2011･03 Ｐａｇｅ： 

 
 

⑨ 「ＦＳＰ成功の方程式」 

 

●ウルフ氏の指摘するＦＳＰ失敗の２大原因とは？ 
 

 日本の大多数の企業がFSPが巧く言っていない事情を説明し、その原因についてアド 

バイスを求めたところ、大きく２つの原因がある事を指摘された。 

先ず第一の原因は「トップマネジメントのコミットメント不足」である。 

企業組織は大きくなるほど変化に対する抵抗〔勢力）は大きくなる。トップとして情報 

システム部等の一部門に無責任に丸投げする事は論外として、ＦＳＰ移行に伴う変化の 

影響や、全社員の心理的・組織的抵抗を最小限に抑える策を用意しておくべきだと言う 

事である。 

その為には事有るたびに全社員に向けてＦＳＰの取組が企業課題である事を真剣にメッ 

セージとして発し続けなければならない。コミットメントは企業の理念であり、顧客に 

対する約束・宣言である。企業のコミットメントは社員の行動を通じて顧客に伝わる以 

上、トップの継続した熱意と忍耐が求められる。 

第二の原因は「社員に対する正当な評価の不在」である。 

過去、社員の評価は売上･荒利･在庫等の商品をキーとした評価制度のみであった。 

しかしながら生き残りを賭けた企業間の競争が『売れ筋商品の争奪戦』から。『優良顧 

客の争奪戦』に土俵が移ってしまった現在、企業の最重要資産となった優良顧客の獲得 

･維持･成長について、店長・部門長を正当に査定･評価する仕組が求められてきているの 

である。 

ロイヤル・カストマーの中には年間１００万円以上の購買をする会員は想像以上に多く 

存在し、貢献粗利額も抜きん出ており、その会員の流出による店に与える影響は、将来 

の売上・利益を考えた場合、非常に深刻である。 

商品のロスの管理も重要であるが単年度の問題である。優良顧客の喪失は翌年以降の５ 

年、１０年のスパンで見た場合膨大な金額になる事が理解できよう。このような上位客 

の維持・拡大についても管理責任と評価のマネジメントの確立の方がもっと重要である。 

 

●ウルフ氏の提言するＦＳＰ成功の方程式 

 同氏が２００１年の来日時、NCR FSP FORUMで成功の方程式として「６つの成功の 

鍵」を提言してくれている。 

この六つキーワードの中で取分け重要なのが「柔軟性」であり、特にポイント制は固定化 

され易く、財務的にも固定化する危険性を指摘している。 

特典も柔軟性を持って絶えず新しいプログラムを提供する事によって、会員に刺激を与え、 

興味と関心を持ってもらう努力の必要性があるのである。 

情報活用は第二ステップ以降の最重要課題となる。「情報の活用の格差が企業格差を生む」 

と言う事を肝に命じなければならない。 

 

、 

高 

資料提供：ﾌﾞﾗｲｱﾝ・Ｐ・ｳﾙﾌ 

２００１年３月ＦＳＰ／ＦＯＲＵＭ 

ＦＳＰ成功の６つのキーワード 

ＦＳＰ 

成功の鍵 

 

Ⅰ・コミットメント 

（理念・約束・宣言） 

トップ&全社員参加 

企業理念・自立行動  

 

Ⅱ・差 別 化 

（会員／非会員） 

会員内・企業間 

 

Ⅲ・単 純 化 

（分かり易い事） 

誰でも理解できる 

 

 

Ⅵ・報償・特典 

（魅力あるリワード） 

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ性 

喜  客 

 

 

Ⅳ・柔 軟 性 

（既得権のワナ） 

経費・プログラムの固定化 

陳腐化を避ける 

 

 

Ⅴ・情報活用 

（仮説・実行・検証） 

顧客ｶﾃｺﾞﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸ 

 

ＦＳＰ失敗の２大原因 

「社員に対する正当な評価の不在」 

「トップマネジメントのコミットメント不足」 

「顧客サービスは企業理念に沿って、 

     社員１人１人の自立的判断と行動で創造される」 

出典：寺子屋プロジェクト 
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① 会員のランク付けと特典 
 

   顧客データベースの活用段階に入ったＦＳＰ先進企業では、デシル分析を行い、会員 

  のランクづけと提供するプログラム・特典も変え始めた。 

  最も早くＮＣＲのスーパーマーケット用顧客データベースである“R-Finder“を導入し 

  たＹ社（東京）では、システムとしては購入金額別に１０ランクに分け、会員に対して 

  は２００１年６月より月間３万円以上購入すると「スター会員」としての資格を獲得で 

  きるプログラムをスタートさせた。「スター会員」になると会員価格を適用したアイテ 

  ムが更に３％値引され、いくつかの特別商品も購入できるという特典を獲得できるので 

  ある。月間３万円というラインは、会員の世帯が店舗で生鮮３品の購入頻度が上がらな 

  いと超えられない一線であるが、実施後３０％以上の世帯が「スター会員」になるほど 

  の効果を上げたと言う。会員にとっても月間累計金額が今幾らなのか気になるところで 

  あり、それに対応した形でＰＯＳのプログラムを変更し、累計ポイントは勿論の事、そ 

  の月の累計購入金額もレシート表示している。（実用新案：ＮＣＲ） 

  今後の取組としては４，５万以上の会員への対応であり、品揃えを含めて会員のムーブ 

  アップ作戦を計画している。 

  同様にＩ社（大阪）でも月間購入金額累計によって、翌月利用できる１０％の割引クー 

  ポン券を提供しているが、やはりレシートにその月の累計購入金額を表示し、効果を上 

  げている。 

  更に同社では月間購入金額ランキングの上位会員に対して、「店長プレゼント」と称し 

  て季節の果物、特産品、お菓子の新製品詰め合わせ等プレゼントし、時には店長自らが 

  自宅訪問して感謝の意を表すといい、上位会員の流出は殆どない状態にまで持っていっ 

  ているという。 

  Ｓ社（山梨）では半年の購入金額累計で１００万円以上をクラウン、７５万円以上をロ 

  イヤル、６０万円以上をプラチナ、４０万円以上をゴールド、３０万円以上をブロンズ 

  として「お得意様ご優待券（１００円分）」を３０～１２０枚プレゼントしている。 

  会員にとっても日常の買物に使えることで高い人気である。 

  同様にＳ社（広島）でも半年単位の中元・歳暮の時期に合わせ、上位ランキング３０％ 

  の会員に対して社長名の感謝を表す手紙に５００円分の商品券を同封して郵送している。 

  これらの会員のカードには「ＶＩＰ」のシールを貼る事によって、上位客に対する接遇 

  にも一層神経を使う仕組もとり入れている。 

 。自店の顧客は主婦という思い込みが強いが、実際に分析すると上位顧客には飲食業等を 

  営む業者が多い事が判明したりする。これら顧客への品揃え・サービスも別途考慮すべ 

  きである。 

、 

高 

半年間間購入額によるランク付け 

Ｓ社（山梨） 

Ｎ社（広島） 

月間購入額によるランク付け 

前月のお買上累計金額 

累計金額   ￥54,321 

  ＜ＤＱ月間特典おしらせ＞ 

前月お買上累計金額が２万円以

上の会員様は画面下に「発券」ボ

タンが表示されます。 

ご確認後、ボタンをタッチし割引

券をプリントして下さい。 

  ５万円以上１０％割引券 4枚 

  ４万円以上１０％割引券 3枚 

  ３万円以上１０％割引券 2枚 

  ２万円以上１０％割引券 1枚 

今月のお買上累計金額 

累計金額   ￥12,345 

発 
券 

Ｉ社（大阪） 
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② 多段階会員価格 
 

   多段階価格を実施しているのは日本では少ないと思われる。筆者が認識しているの 

  は先述のY社を含めて数社あるかないかであろう。 

  米国では数多くやられているようであるがシステム上克服しなければならない点がい 

  くつかある。 

     ①会員の多段階ランク付けの規準作りと運用 

     ②多段階価格の運用（ＰＬＵ？の設定・メンテナンス） 

     ③チェックアウトのＰＯＳの運用（登録前のカード提示？） 

     ④会員への告知方法 

  であるが、日本において①～③を提供できるのはＮＣＲ社のみであり、８０年代後半 

  より当時の大磯工場で開発し世界に輸出していたＰＯＳには既にこれらFSPの基本機 

  能が組み込まれ、ドロシーレーンやユークロップス、スーパークイン等先進ＦＳＰユ 

  ーザーのニーズに応えていた歴史がある。 

  当座のＰＬＵファイルを複数個持つ仕組を開発したメーカーもあるが、登録前のカー 

  ド提示やＰＬＵのメンテナンス等現場に負担のかかる仕組であり、今後の改善が必要 

  である。 

  最も問題になるのは、④の会員への告知方法であろう。 

  米国では郵便料金が日本の半分でありＤＭ（ダイレクトメール）や会員用情報誌を上 

  位顧客に定期的に郵送する方法が一般的であるが、日本ではコスト面でムリが生じる。 

  従業員に聞かれても応えようがないものであり、会員が自ら価格をチェックできるプ 

  ライスベリファイヤーや、ＷｅｂＫＩＯＳＫ等のＩＴ機器を売場の要所・要所に設置 

  する必要があろう。 

  現時点においても顧客のクレームの７０％近くが商品のプライスカードの価格と、レ 

  シート上に表記されたＰＬＵ価格との違いであるといわれ、日本でも電子棚ラベルが 

  その解決策として導入され始めているが、多段階価格対応機能を有するものの開発は 

  未だ登場してこないのが実情である。 

  いずれにしても日本の企業が多段階価格を縦横無尽に使いこなすまでには相当の経験 

  を積まなければ難しいであろう。 

  多段階価格よりもＹ社（東京）のように値引率の多段階のほうが運用・告知を含めて 

  優れているが、レシート表示でその旨キチンと表示できないと返って会員を混乱させ、 

  余計な疑心暗鬼を呼び起すリスクも抱えている。 

  又、多段階価格に換えてＷｅｂＫＩＯＳＫ又はＰＯＳのレシートによる個客別にクー 

  ポン券を発行させるのも一つの方法であろう。 

 

 

 

 

 

 

、 

高 

多段階会員価格の問題点 

PLUの仕組 
の限界 

DMによる 
告知コスト 

多段階ランク 
付け規準 

ITによる個別会員価格の表示 

WebKIOSK ﾌﾟﾗｲｽ・ﾍﾞﾘﾌｧｲｱｰ 

電子棚ﾗﾍﾞﾙ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
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③「ボーナスポイント制」 
 

   ある一定期間内での購入金額に応じて、まとまったボーナスポイントをプレゼント 

  するのと、翌期間のポイント還元レートを変動させるやり方の２つの方法が主流であ 

  る。前者の場合、主に月単位、半期（半年）単位で中元・歳暮に換えてポイントを「 

  ボーナスポイント」としてプレゼントするのである。 

  半年の購入金額が６０万円以上の会員は４０００ポイント、７０万円以上は５０００ 

  ポイントと漸増し、１１０万円以上は１５０００ポイントもらえるのである。 

  ４０００ポイントを現金換算すれば４千円であるが、会員の感覚は４０万円分のポイ 

  ントをもらえるのであり、一回当り平均買上端か２０００円で１０ポイントである事 

  を考えると想像以上にインパクトは強い。 

  ５ケ月時点で累計購入金額が５０万であれば、他の店に行く事もせずに、翌月購入予 

  定商品を前倒ししてまでも６０万円目指して店に通うのである。 

  他の企業でもこのような事を１ケ月、３ケ月単位で実施しているケースもある。 

   その一方で月間購入金額によってランク付けし、翌月のポイント還元レートを換え 

  ると言うやり方であるが、１万円未満では通常レート、１万円以上は２倍還元、２万 

  円以上は３倍還元、３万円以上は４倍還元というように、「沢山買えば買うほど翌月の 

   買物がお得になりますよ！」というインセンティブを提供するやり方である。 

 

④「お中元・お歳暮」 
 

   中元・歳暮の時期に、上位ランクの会員にお中元・お歳暮として商品を贈るのであ 

   る。その場合、店頭にある商品ではなく、もっと上のランクの商品や地方の特産品 

   等を吟味し、店長自らが自宅にお礼の挨拶を兼ねてお届する。 

   Ｓ社（愛知）ではお中元として数ランク上の牛肉をお届したところ、大変な好評を 

   博し、店頭の牛肉もランクを上げた。年末にはお中元で贈った牛肉をケースに陳列 

   したところ、会員が殺到したそうである。牛肉自体、ランクで美味しい不味いが素 

   人でもはっきり分かるそうであり、結果的にこのお中元が上位会員の試食品として 

   『呼び水効果』を生み、店舗の品揃えの向上に寄与したのである。 

   景品表示法が施行されるはるか以前、近所の八百屋、肉屋等の商店が中元・歳暮に 

   換えて団扇や手ぬぐいを配り、日頃のご愛顧の御礼の気持ちを表していた。 

   過去に於いてはこのように小売業と顧客との関係はもっと濃密だったはずである。 

    Ｏ社、Ｉ社でも上位顧客の分析で年間１００万円以上の購入会員が予想以上に多く、 

   中には数百万円に達する会員も存在する事に驚き、中元･歳暮等の時期にワイン等 

   を贈って感謝の意を表したという。 

 

、 

月単位・半期単位のボーナスポイント 

Ｙ社（東京） 

月間お買上げ金額 翌月ポイント 

合計４０，０００円以上 通常ポイントの５倍 

合計３０，０００円以上 通常ポイントの４倍 

合計２０，０００円以上 通常ポイントの３倍 

合計１０，０００円以上 通常ポイントの２倍 

合計１０，０００円未満 通常ポイント 

Ｏ社（東京） 

月単位の購入金額でポイントレート変更 
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⑤ 「特別優待セール」 
 

   百貨店では自社カード会員や、上位顧客だけを集めたクローズの特別セールを休 

  日・夜間を利用して開催したり、ホテル等で実施するケースがある。 

  会員にとって「特別扱い」される気分の良さもあるのかもしれない。 

  スーパーマーケットでも同様の会員優待セールや、新規の店舗の開店前日に会員だ 

  け招待してお披露目を兼ねたセールを行うケースも出てきた。 

  上位会員を特別扱いするにしても、新たに費用がかかるわけでもなく、メーカー協 

  賛も得られやすいプログラムである。 

 

 

⑥「イベント招待・優待」 
 

   特典で最も効果が高いと思われるのは旅行やコンサート、歌謡ショー、観劇、デ 

  ィズニーランド等のイベントへの招待・優待であろう。 

  特典として非日常的・ワクワク・ドキドキ感が会員に喜ばれ、支持される。 

  Ｍ社（埼玉）ではある年の８月の購入金額が上位でポイント残が３０００ポイント 

  以上の会員を顧客データベースから抽出し、紅葉と懐石料理を組み合わせたバス旅 

  行の招待状をＤＭで配ったのである。希望会員は３０００ポイントの券と引換えに 

  参加でき、友人や夫等の参加は別途料金を支払えばＯＫと言うものであるが、バス 

  数十台分の申し込みがあったそうである。 

   店単位のグループとなるが当然店長も同行し、１日行動を共にする事で上位会員 

  との距離も一気に近づき、色んな顧客としての意見を直に聞く機会が持てたそうで 

  ある。その結果その後の店頭における従業員と会員のフレンドリーな関係が続く一 

  方で、商品・サービスに対する取組姿勢がスッカリ変わってしまうそうである。 

  不特定多数の消費者が、このバス旅行を通じて会員という知合いに変わったのであ 

  り、いい加減な仕事はできなくなるのであろう。 

  バス旅行は旅行社が計画から参加者の受入れ・連絡まで全て代行し、且つメーカー 

  協賛を絡めれば作業負担は掛からず、ポイント費用＋DM費用の負担のみといった 

  低コストでじっしできる。 

  Ａ社（山梨）でも会員の希望に沿ってお台場・浅草・帝国ホテル昼食バイキング・ 

  横浜散策等の老若男女の会員に喜ばれるバス旅行を企画実施し、会員と店だけでな 

  く、地域の会員同氏の親睦のキッカケ作りとなっている。 

  又、Ｙ社（東京）ではコマ劇場の観劇の他に、オペラ等の優待を実施し会員からも 

  喜ばれている。 

、 

高 

特別優待のダイレクトメール 

日帰りバス旅行 
イベント招待・優待 

Ｉ社（東京） 
Ｓ社（山梨） 

Ａ社（山梨） Ｍ社（埼玉） 
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⑦ 「イベントカレンダー」（チラシに代わる来店促進） 
 

  会員数の増加と売上の比率の増加は必然的に「脱・ハイロー戦略」を促し、チラシの回 

 数も劇的に削減可能となってくる。 

 しかしながらコンビニのように、何のセールスプロモーションもしないと会員に飽きられ 

 てしまう。そこで従来のチラシに変わる顧客誘引の手法が必要になる。 

 その最も効果的なものは月間の「イベントカレンダー」であろう。一ケ月単位で日別にポイ 

 ント３倍日とか、冷凍食品半額セールであるとかを印刷し、会員に持ち返ってもらい、冷 

 蔵庫に貼ってもらうのである。 

 現代の主婦は、ＰＴＡ，テニス、参観日、燃えないゴミの日等、カレンダーに予定を記入 

 し、シッカリしたスケジュールの下で行動している。 

 もし日曜日に子供のお弁当用の冷凍食品を３割引で購入したのに、次の水曜日に行ったら 

 半額セールをしていたとしよう。その主婦は「私は２０年も利用しているお得意さんのハズな 

  のに、何で水曜日に半額になるって教えてくれなかったのよ」と内心怒るであろう。 

 顧客に損をしたと思われるのは商売の基本に外れる行為であり、その対応如何では顧客を 

 失う理由にもなるのに、このような事を過去から平気でやってきたのである。 

 カレンダーがあれば会員にとってより計画的な購買行動が取れるメリットがあるのである。 

 サラリーマン根性の強い企業では、カレンダーを作ると競合相手に渡り、対抗作を打たれ 

 るとの難色を示す人も少なくないが、一体どこを向いて商売やっているのかと突っ込みた 

 くなる事がある。商売を競争相手を見てやるのか？顧客である会員を見てやるのか？ 

 全く本末転倒な、FSPの本質・根本精神を理解できない人の多い事に驚かされる。 

 

⑧ 「ハンドビラ」 （チラシに代わる来店促進） 

  月単位のイベントカレンダーでは、アイテムまでの情報提供は難しい。 

 特に季節の変動やイベント（バレンタインデイ、子供の日、七夕等）に連動した木目細か 

 なプロモーションの具体的な中味を伝える事は難しい。 

 そのため店内には一週間単位でのハンドビラを用意し、来店顧客に持ち返ってもらえば良 

 いのである。売上の７０％以上を占める上位の会員顧客、は週に２～５回来店してくれる 

 客であり、Ａ４版程度の単色のモノを用意すればじゅうぶんである。高いチラシのコスト 

 をかける必要はない。単発的には朝市や北海道展、アイデア用品、ＸＸ祭り等のハンドビ 

 ラも有効である。更にこの週間単位のイベント内容は、店頭に大きく掲示する事によって、 

 「やってるナ！」という来店会員の安心感とムードの盛り上がりを刺激するので一工夫し 

 たほうが良いであろう。 

 ＩＴの進歩によって薄型TVを利用したデジタル・サイネージの登場や、携帯電話等を用い 

 た情報の提供もドンドン取り入れていく時代を迎えている。 

 

 

 

、 

高 

イベントカレンダー 

Ｍ社（福岡） 
Ｓ社（山梨） 

Ｓ社（栃木） 

Ａ社（山梨） 

ハンドビラと店頭のイベント掲示板 
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⑨「アンケート・顧客の声」 
 

   不満を抱いた顧客の行動として、その９６％は黙って２度と来店しなくなると言う 

  が、何時、どのような形で不満を与えたかは残念ながらその顧客本人に聞かないと分 

  からない。 

  顧客のロイヤルティの獲得のためには、先ず企業側が顧客に対するロイヤルティを持 

  つ必要性を前述したが、顧客に対するロイヤルティ＝店に対する信用・信頼であり、 

  それらを獲得するためには、「包容力」、即ち相手の立場を理解・尊重し、耳を傾け 

  る姿勢が最も重要である。 

  かってジャスコの店長・高橋晋氏の「なんとかしてよ店長さん！」（かんき出版）が 

  業界内での話題となり、このような顧客の声を積極的に聞くという考え方を取り入れ 

  る企業も多くなってきた。 

  しかしながら、店長の回答は顧客への「やります！」という企業としてのコミットメ 

  ント（宣言・約束）でもあり、最前線の店長の解決努力には限界がある事も多いので 

  あるから、トップの理解と本部を含めたサポートや改革が必要となるケースも出て来 

  よう。最近の消費者はその点シビアになり、言葉ではなく具体的な行動結果なくして 

  は評価してくれなくなってきている。 

  FSPの成功のためには会員顧客に耳を傾ける仕組み作りが必須条件でもある。 

 

⑩ 「モニター制度」 
 

   上位会員、すなわちロイヤル・カストマーの最上位はアドボケーター（代弁者）と 

  パートナーは、もはや店の顧客を通り越し、ファンとして従業員以上に店に対する愛 

  情・ロイヤルティを持ってくれる。それら上位会員の人たちの意見・アドバイスは顧 

  客・会員としての立場から見たり感じたりしたものであり、品揃え・鮮度・品質・価 

  格・接客サービス・クリンネス等の具体的な改善策が聞けるのである。 

  米国のスーパーマーケットでも「マム（母親）に聞け！」が合言葉になっているように、 

  本社のスタッフ、それも男性社員が机に向ってロイヤルティ・プログラムを考えても 

  絶対に良いアイデアは出てきっこなく、顧客であるマムに聴くのが一番である。 

  競合店対策もモニターの方々に定期的に一定アイテムのお買い物をしてもらい、価格 

  ・鮮度・接客等のベンチマーク（基準評価・比較）をしてもらう事により、主婦の立 

  場での改善・改革の道筋が見えてくる。 

  Ａ社（山梨）やＯ社（東京）の店舗視察をした大手チェーン店の本部スタッフやバイ 

  ヤーは品揃えやレイアウト等専門家・玄人としての厳しい評価を下すが、両社では会 

  員の声・評価と異なるそれら評価に、自分達の戦略の正しさを再確認できるそうであ 

  る。玄人受けする店舗ではなく、会員の支持を受ける店つくりのためには、社外重役 

  的な「会員のモニター制度」を作るべきであろう。 

 

 

、 

高 

ご意見カード 

会員の意見 

希望・不満 

店長の回
答 

対応 

申    込    日 
及び領収日     年   月     日 
 

お名前 

みのりカード・モニター会入会申込書 

私ことＡコープ白根店モニター会の趣旨に賛同し、ここに会費  １、０００円と 

みのりカード申込金   ５００円を添えて申し込みます 

ご住所 
郡 

市 

町 

村 

行政地域 

               区 

電話番号           －           － 

生年月日 
   明・大・昭・平 ：    年     月    日 

世帯主のご職業 
①農業②会社員③自営④その他 

ご家族            人 ご本人のご職業 

御寄付 
団体名 

団体口座 

開設場所 

出張所 

支    所 

 
カード番号 

 

28066100 

モニター制度 

Ｙ社（東京） Ａ社（山梨） 

Ｙ社（東京） 

Ａ社（山梨） 
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⑪ 「ポイント還元率の改定」 （１００円／Ｐから２００円／Ｐへ・・・） 
 

  汎用性のある「ポイント制」も費用が固定化し易い欠点を持つ。 

 更に競合対策等で３倍、５倍等のセールは費用を押し上げ、ロイヤルティ・プログ 

 ラムの原資すら捻出できない状況に陥りがちとなる。 

 そこでＦＳＰ先進企業で始めたのは還元率の変更である。 

 Ｍ社（静岡）では従来から１００円で１ポイントとしていたが月間１万円未満の会員 

 は２００円で１ポイントに、２万円未満の会員は１５０円で、２万円以上の会員は１ 

 ００円で１ポイントに変更したのである。その上更に３ケ月間で購入金額４万円以上 

 の会員は３００ポイント、７万円以上の会員は６００ポイントを、１０万円を超える 

 会員には１０００ポイントのボーナスポイントをつけて、上位顧客の優遇策を強化し 

 た。 

 同様な事はＳ社（山梨）、Ｓ社（栃木）、M社（埼玉）も実施し、ポイント経費の削 

 減にもつながっている。一般会員から特にクレームがないのも、メーカーとの連携に 

 よる単品のアイテムへのポイント加算であるとか、肉・魚等の部門別の３，５倍によ 

 るポイントの上手な貯め方を会員が理解してきたからであろう。 

 これを実施する場合、申込書表示の中身によっては『契約違反』とのクレームもあり 

 うる事であり、会員のメリットをシッカリと打ち出しての告知活動が必要であろう。 

 又、新しい手法としてＹ社（東京）ではＷｅｂＫＩＯＳＫによって、上位会員と一般 

 会員に対してのご来店ゲームの獲得ポイントに差をつけるケースも出てきているので 

 ある。ポイントは貯まれば貯まるほど会員のロイヤルティが高まる事を経験的に理解 

 した上での戦略展開である。 

 

⑫ 「高年齢顧客の固定化戦略」 
 

  高年齢化が進む日本において、小売業もその対策を求められている。 

 具体的に実施している企業もいくつか出現し始めた。 

 高齢者は食べる量からいって買上単価が低いのでは？との指摘もあるが、車であちこ 

 ち動き回る若い日人々と異なり、足がない分、来店頻度の高い固定客なのである。 

 Ｓ社（栃木）では６０歳以上の会員を「オパール会員」として、毎週月曜日は５％割 

 引を実施している。またＲ社（？）では６５歳以上の会員に対してスタンプシールに 

 よる特典の提供や、お買い物荷物の宅配サービス等のプログラムを展開している。 

 今後バリアフリーや値札表示の大型化等の施設面や品揃えを含め、高年齢顧客に対す 

 る対応やサービスの充実が益々求められてこよう。 

 年配者への配慮としては、「年寄り扱いはイヤ。但し特典はスキ」といった傾向もあり 

 シルバー等の言葉は避けた方がよいといわれる。 

 

 

 

、 

ポイント還元率変更の告知 

Ｓ社（山梨） Ｓ社（栃木） 

Ｌ社（ー） 
Ｓ社（栃木） 

高年齢顧客へのサービス 
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⑬ 「子供顧客の組織化：ポイントカードの発行」 
 

  かってスーパーマーケットや百貨店等では子供に対する顧客としての認識は余り無か 

 った。逆に売場を走り回り、商品に触り、母親の買物の邪魔する存在だったのかもしれ 

 ない。しかしながら少子高齢化が進み、土日、祝祭日の購買行動では子供がそのイニシ 

 アティブを握りつつある。その結果、子供の訪れる事が少ない都心の百貨店では子供用 

 品、玩具等の売場は縮小の一途を辿っているところも出てきた。 

 家族で過ごす場所としてのショッピングセンター等、ファミリー単位で集客力を高める 

 ために子供に焦点を当てたポイントカードの仕組みを用意するところも出てきた。 

 カードには子供本人の名前が印字され、普段大人が使っているポイントカードを持つ事 

 ができ、「ご来店ポイント」、「買物割引クーポン券」、「クーポン抽選」、「ＤＭ」等が 

 ＫＩＯＳＫ端末でゲーム感覚で楽しめる。 

 更に誕生日にはメッセージ表示と一緒に「プレゼント引換券」が提供されるのである。 

 今の子供は「６つのサイフ（ポケット）」を持ち、店を選ぶ帝王としての権限を持つ。 

 子供の組織化は来店促進、購買促進、そして将来のロイヤル・カスタマー予備軍とし 

 てのメリットがある。 

 

 

⑭ 「サブ・クラブ」 
 

  欧米のスーパーマーケットではカテゴリー別に優良顧客を特定し、購入金額の向上、 

 競合他店への流出防止、きめ細かな会員向けプログラムの開発等を目的として、サブ・ 

 クラブを作ってきた。「ベビークラブ」、「ワインクラブ」、「キッズクラブ」、「ペットク 

  ラブ」、「学生クラブ」等であり、自社独自で、又はメーカーと連携してサブ・クラブ 

 会員に喜ばれるプログラムの展開、情報の展開を行なっている。 

 ユークロップス社では２歳未満の乳幼児のいる会員に対し、メーカーにスポンサーになっ 

 て貰いＵＢＣ（Ukrops Baby Club)を作り、会員に特別価格での商品購入や有益な育 

 児情報、商品情報を提供している。更に会員の購入金額が１００ドルを超えると、スポ 

 ンサー企業であるパンパース社等から１０ドルキャッシュバックされる。 

 会員、ユークロップス、メーカーの３者にとってメリットある仕組みとなっている。 

 ＴＥＳＣＯ社では最初の子供が生まれる会員にはベビー用品が詰め込まれたパックがプレ 

 ゼントされる。紙おむつやミルク等、最初に使った商品がその後も使われる確率が高い 

 事から各メーカー競って提供の便を図っている。 

 他に同社では「ワインクラブ」の会員には情報提供や試飲会の招待状、更には最近では 

 スマートホンを通じてホットな情報提供を行なっている。 

 日本でもＩ社（大阪）、Ｏ社（山梨）で以前から実施していたが、最近ではＩグループ 

 が「すくすくクラブ」、「孫カード」を創設して組織化に乗り出している。 

 

、 

子供顧客の組織化 

Ｎ社（愛知） 

テスコ（英） 

ユークロップス（米国） 

サブクラブ：ベビークラブ 
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Ukrop`s 
Valued Customer 

UBC （Ukrop`s Baby Cllub） 

UBC News 
（４回／年） 

Gerber 
Jonson ＆ Jonson 

Beech-Nut 

Pampers 

Q-Tips 

Vaseline 

Snuggle 
Drypers Diaspers 

All laundry  

  etergent & Dove 

Ukrop`s 
スポンサー （メーカー） 

“Baby 

Buck” 
$10／$100 
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⑬「上位顧客のリテンション（維持）・プログラム」 
 

  スーパーマーケットの上位顧客の中には年間数百万の購入金額を超える会員が想像以 

 上に多い。 

 Ｏ社（東京）のある店舗では年間５００万円を超える会員が２０人近くも存在し、Ｙ社 

 （東京）でも最高１０００万円を超える会員が実際にいたのである。 

 飲食店関係、寮、法人等の会員が想像以上に多いのと、一般世帯においても消費者家計 

 調査を大きく上回る年間１００万円以上の食料品支出を超える会員が存在するのである。 

 これらの会員が離反してしまった場合には、売上・粗利のライフタイムバリューを考え 

 ると、店に与えるダメージは事のほか大きいのである。 

 顧客データベースを導入した企業においては、デシル分析を時系列に行い、デシル１， 

 ２の上位顧客のランクダウンに注目しているのである。 

 例えば２ケ月前までデシル１でコンスタントに月間１０万円以上の購入金額のあった会 

 員が、急に２万円前後のデシル５，６にランクダウンした場合、すぐその分析に入る。 

 購入金額が落ちた部門、アイテムの把握、地域・年代の把握、時間帯の分析、新規競合 

 店分析等あらゆる角度での変化をみる。それだけでは把握しきれないものもあり、個別 

 にアンケートを装って店長が自宅訪問し、面談しながら離反原因を突き止める。 

 アンケートのお礼として商品券・クーポン券をプレゼントする事で優良顧客を取り戻す 

 のである。 

 又、店長の意識も変わり「店長としての一番重要な仕事はお客様の顔と名前を覚えること。 

  又、自分の顔を覚えてもらう事！」（O社・東京）といい、又Ｙ社の店長は「上位の会員 

  さんが来られたら携帯電話に知らせが入るといいんですが・・。すぐご挨拶にいけるんですけ 

  どね」と会員との積極的な関係作りを支援する仕組を望んでいるのである 

 

 

 

 

 

 

 

 

、 

高 

デシル分析によるランクダウンのチェック 

店舗グループ: 

店舗: 

期間: 

|▲ 

|▼ 
|▲ 

|▼ 
|▲ 

|▼ 

ランクS ランクA ランクB ランクC ランクD ランクE ランクＦ ランクZ 合計 

ランクS 438 3.81% 243 2.11% 162 1.41% 108 0.94% 99 0.86% 111 0.96% 102 0.89% 114 0.99% 1377 11.97% 

ランクA 279 2.42% 318 2.76% 303 2.63% 150 1.30% 81 0.70% 111 0.96% 84 0.73% 78 0.68% 1404 12.20% 

ランクB 165 1.43% 375 3.26% 546 4.74% 138 1.20% 108 0.94% 138 1.20% 84 0.73% 93 0.81% 1647 14.31% 

ランクC 45 0.39% 102 0.89% 174 1.51% 132 1.15% 102 0.89% 150 1.30% 135 1.17% 78 0.68% 918 7.98% 

ランクD 72 0.63% 87 0.76% 213 1.85% 105 0.91% 147 1.28% 135 1.17% 135 1.17% 126 1.09% 1020 8.86% 

ランクE 98 0.85% 138 1.20% 45 0.39% 195 1.69% 117 1.02% 177 1.54% 186 1.62% 156 1.36% 1112 9.66% 

ランクF 54 0.47% 51 0.44% 192 1.67% 147 1.28% 174 1.51% 240 2.09% 180 1.56% 234 2.03% 1272 11.05% 

ランクZ 12 0.10% 156 1.36% 102 0.89% 168 1.46% 162 1.41% 225 1.96% 240 2.09% 270 2.35% 1335 11.60% 

ランク計 1163 10.11% 1470 12.77% 1737 15.10% 1143 9.93% 990 8.60% 1287 11.18% 1146 9.96% 1149 9.99% 10085 87.64% 

新規計 39 0.34% 147 1.28% 198 1.72% 156 1.36% 150 1.30% 225 1.96% 249 2.16% 258 2.24% 1422 12.36% 

合計 1202 10.45% 1617 14.05% 1935 16.82% 1299 11.29% 1140 9.91% 1512 13.14% 1395 12.12% 1407 12.23% 11507 100.00% 

前期 

今 

期 

グラフ表示 戻 る 表示 顧客一覧 

最上位ランクＳからランクＥに９６人落ちた！ 

誰が？どの地域？どの部門が？ 

どのアイテムが？  
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① 米国百貨店を取り巻く経営環境の変化 

 

 ８０年代の大不況により国民の所得層が大きく変化を強いられ、ホワイトカラーに代表さ 

れる中間所得層が激減し、低所得層と富裕層への２極分化がすすんだのである。 

その結果、中間所得層をターゲットとしたＧＭＳ業界でも、ご三家の一角を占めるモンゴメ 

リーウォードの倒産に代表されるように没落し、ウォルマート、コストコ等の低価格を武器 

としたディスカウンターが、急速にそれに取って代わることになったのである。 

一方で上位２０の％富裕層で米国の総消費額の４９％を占める（９５年米国勢調査）といわ 

れるほどとなり、百貨店もその富裕層にターゲットを絞ったマーケティングに戦略転換をせ 

ざるを得なかったのである。 

百貨店業界においては有名ブランド、ＮＢ商品の導入に拍車がかかり、商品の品揃え、低価 

格での差別化戦略は困難なため、激しい顧客サービス競争が始まり、優良顧客の争奪戦が勃 

発したのである。 

 ●「顧客が欲する商品は何でも供給する」（サックス） 

 ●「顧客サービスのために、必要な事はすべて行う」（ニーマン・マーカス） 

等各社、顧客サービスでは伝説的になっているノードストロームの追撃体制を整えてきたの 

である。 

仕組も従来の自社クレジットのカードから一歩進化させ、ロイヤルティ・カードとして会員 

をランク付けし、カードの色を変え、ランク別特典を充実させる競争に入っている。 

中にはデータウェアハウスの導入を果たし、本格的にマーケティング戦略として本腰を入れ 

てチャレンジする百貨店も現れてきた。 

米国の百貨店のこれらの動き、即ち優良顧客の争奪戦のロイヤルティ・マーケティングの実 

態は、目に見えない戦いであり、知恵の戦いであるため直接目に見る事が困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、 

高 

３-３：参考：個客ロイヤルティ戦略「百貨店の挑戦」 

世帯別収入の構造変化 

有職主婦の貢献によって支えられる家計… 

世帯階層 

ロワー 

ミドル 

アッパー 

ミドル 

アッパー 

世帯収入 

～14,999 

15,000～ 

34,999 

35,000～ 

49,999 

50,000～ 

1970年 

     10%      20%      30%      40% 

16.8% 

39.0% 

22.9% 

21.4% 

16.9% 

31.6% 

19.5% 

31.9% 

1991年 

９０年代の米国女性の社会進出（専業主婦の激減） 

女性の社会進出 ‘９５年以降、既婚女性の就業率-----６０％超 

女性の高学歴化 ‘８５年以降、大学、大学院の卒業数---男性を逆転 

女性が経営幹部に  課長職以上、４０％超、６００～７００万人 

 ｳｫﾙﾏｰﾄ、ﾉｰﾄﾞｽﾄﾛｰﾑの店長の半数超 

「米国の２０％の富裕層が 

   全米消費総額の４９％を占める」 

             （‘９５：米国勢調査局） 

ミドル層激減！ 

富裕層の増加！ 
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② 米国百貨店のロイヤルティー・マーケティングへの挑戦 

 

●ニーマン・マーカスの挑戦 

  百貨店のＦＳＰでは前述した通り、世界最初に手がけたニーマン・マーカスでは 

 ９０年代に入り、競合百貨店が相次いでＦＳＰを導入する中で、ロイヤルティ・マー 

 ケティングを目指してプログラムを大きく改定した。 

 従来高額会員用の「インサークル」と、その下位の「ＮＭプラス」だったものを、獲 

 得ポイントによって「インサークル」をⅧ、Gold、Passport、Platinum、のランク 

 をもうけ、上位に行くほど手厚い特典の提供を行うようにしたのである。 

 ポイントサービスも年間の累積で会員にとって思いがけない、エキサイティングなプ 

 レゼントを用意している。 

 特典のレベルもＡ～Ｏまであり、会員の名前入りの便箋・封筒、ケンタッキーのダー 

 ビーへの招待、夫婦でロンドン一週間の招待旅行、さらに最上位になるとジャガー最 

 新型か、特注の世界旅行招待等のプログラムが毎年工夫を凝らしてオファーされるの 

 である。 

 上位会員ほど買い物の楽しみの他に、ポイントをためてエキサイティングな特典を獲 

 得できるといった二重の楽しみを持つことが出来るのである。  

 更に顧客サービス向上の一環として会員に「サービスシール」を年間に４枚送り、会 

 員が買い物時に満足の行くサービスを受けたと感じた時、１枚を社員に手渡すのであ 

 る。 それによってその会員と社員に５０ポイントづつ加算されるのである。 

 社員の顧客サービスのモチベーションや評価は客観的な数値化ということで難しい面 

 があるが、同社ではこの方法で解決をしている。 

 

●サックスの挑戦 

  ニューヨークの高級百貨店、サックスでも同様のプログラムを展開している。 

 １ドル＝１ポイントの換算で年間の累計ポイントによって、「サック・ファースト」、 

 「同・プラス」、「同・プラチナ」の３ランクに分け、それぞれ特典を上位行くほど 

 手厚くしている。 

 特にランクによって買い物時のポイントの還元率も２％、４％、６％と上位ランクに 

 行くほど高くなる仕組をとっている。 

 同社の売り上げ構成比も上位１５％の会員で売り上げ金額の６９％を占めると言われ 

 ており、ロイヤルティ・マーケティングの重要性を認識し実行している姿が伺えよう。 

 因みに９０年代、日本の西武百貨店のFSP、「クラブ・オンカード」はサックスの仕 

 組みを踏襲している。 

、 

 

 

 

 

高 

ニーマン・マーカスのカード戦略 

INCIRCLE 

Ⅷ 

INCIRCLE 

（GOLD) 

年間 3000PTS 

INCIRCLE 

（PASSPORT) 

最初の買物1500＄分 

２PTS/$、年会費50＄ 

年間 ５万PTS 

年間 １０万PTS 

or年会費500＄ 

INCIRCLE 
（PlATINUM) 

IINCIRCLE  〃     （GOLD)  〃   （PASSPORT）  〃    （PLATINUM）  

無料昼食ご招待（２名） 

皮製ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｹｰｽ 

有名ﾎﾃﾙ無料宿泊券 

ﾄﾗﾍﾞﾙ&ﾚｼﾞｬｰ誌 

年無料 

PTS２倍 

誕生日買物・1000PTS 

ｼﾞｬｶﾞｰ無料ﾚﾝﾀﾙ（1泊） 

ＡＡ・ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ・ｱｯﾌﾟ券 

有名ﾚｽﾄﾗﾝ食事（２名） 

海外旅行優待 

誕生日買物・PTS2倍 

２５＄以上の買物・無料ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ 
ＡＡ・片道航空券用割引券（５０、７５＄） 

有名ﾎﾃﾙ・ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ券・３枚 
 

・ｲﾝｻｰｸﾙ季刊紙（無料送付）  ・電話での各種問い合わせ、 ・文房具名前印刷（無料） 

・住所変更連絡代行、  ・レストランのリザーブ、 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ紛失時のｶｰﾄﾞ会社連絡代行 

・誕生日の連絡（家族、知人のものを２週間前に） 

サックスのカード戦略 

ｻｯｸｽﾌｧｰｽﾄ・ﾌﾟﾗﾁﾅ 
（ 10､000$以上／年間 ） 

ﾄｰﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄの６％ｸｰﾎﾟﾝ 

（1ﾎﾟｲﾝﾄ／＄） 

・ﾘｯﾂ・ｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ優待 

・ｸﾙｰｽﾞの25%割引 

・ﾊｰﾂﾚﾝﾀｶｰの割引 

・長距離電話6%割引 

・ﾐｭｰｼﾞｯｸＣＤﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
・お好みの雑誌１年分 

ｻｯｸｽﾌｧｰｽﾄ・ﾌﾟﾗｽ 
（ 5､000～9､999$／年間 ） 

ﾄｰﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄの４％ｸｰﾎﾟﾝ 

（1ﾎﾟｲﾝﾄ／＄） 

・ﾘｯﾂ・ｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ優待 

・ｸﾙｰｽﾞの25%割引 

・ﾊｰﾂﾚﾝﾀｶｰの割引 

・長距離電話4%割引 

・ﾐｭｰｼﾞｯｸＣＤﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
・お好みの雑誌１年分 

ｻｯｸｽﾌｧｰｽﾄ 
（ 2､000～4､999$／年間 ） 

ﾄｰﾀﾙﾎﾟｲﾝﾄの２％ｸｰﾎﾟﾝ 

（1ﾎﾟｲﾝﾄ／＄） 

・ﾘｯﾂｰｶｰﾙﾄﾝﾎﾃﾙ優待 

・ｸﾙｰｽﾞの25%割引 

・ﾊｰﾂﾚﾝﾀｶｰの割引 

・長距離電話2%割引 

・買物ｱｼｽﾀﾝﾄ                                       ・洋服の裾あげ･縫い直しの優先 

・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｯｸ現金化（２５０＄）          ・無料配送・ｸﾛｰｸｻｰﾋﾞｽ 

・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｾｰﾙ招待                             ・新作ショー招待 

・特別販促･ｲﾍﾞﾝﾄへの招待                ・ﾀﾞﾌﾞﾙ・ﾄﾘﾌﾟﾙPTSｲﾍﾞﾝﾄ  
・ｻｯｸｽ機関紙の提供 

・ﾒﾝﾊﾞｰ用ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ（ｲﾍﾞﾝﾄ・案内･相談） 
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●ブルーミング・デールの挑戦 
 

  オイルショックで低迷を余儀なくされた百貨店業界で、７０年代の中盤「百貨店の復 

 権」をリードしたのがニューヨークに本拠を置き、そのファッション性の高さを誇って 

 きたブルーミング・デールであった。 

 当時、同社ではビジュアル・マーチャンダイジング、アンブレラスキーム、亀甲導線の 

 採用、ストーリー性を持ったテーマ展開等、数々の革新を持ち込み、百貨店業界に旋風 

 を巻き起こしたのである。 

 日本の百貨店も同社を視察し、競ってその考え方を導入してきた歴史がある。 

 「売り場は劇場、商品はスター。エキサイティングな売り場と商品があれば顧客サービスは必 

  要ない」とまで豪語していたのである。 

 しかしながら、９０年代に入り「顧客サービスこそが最重要戦略」と１８０度方向転換 

 し、「お客様への満足の提供でリーダーシップをとる」とロイヤルティ・マーケティングを 

 めざしたのである。 

 「メイアイヘルプユー・キャンペーン」、「パーソナルショッピング・サービス」、「 

 販売エキスパート」の配置等具体的に手を打つ一方で、「究極のご優待」と名づけて色 

 の違う５ランクのカードを発行している。 

 米国の多くの百貨店のデータベースはクレジット請求等の業務処理がメインであるが、 

 同社では「我々は取引履歴（レシートデータ）を持っている。他の会社は単に名前と住所しか持 

  っていない」（クリスチン・ミラー氏）と、マーケティング用に導入したデータウェアハ 

 ウス活用に自信を深めている。 

 

●デイトン・ハドソンの挑戦 

 

  デイトン・ハドソンでは顧客データベース内に４００万件のクレジット会員の名簿を 

 保有していた。その分析を行ったところ、上位１０％、４０万人の会員の売上高構成比 

 は６０％に達していたという。更に利益で見ていくと４０万人の会員の構成比はなんと 

 １３０％という事実にぶち当たったのである。 

 つまり、下位９０％の会員は売上高構成比は４０％の貢献を見せてはいるが利益で見て 

 いくとマイナス３０％と足を引っ張っていたのである。そこで同社ではこの４０万人の 

 会員に感謝を表す意味で「リガーズ・クラブ」を発足させ、数々の特典を用意し提供を 

 始めたのである。専用サロンの利用、無料ラッピング、旅行招待等の多くのプログラム 

 は非開示であり、一般会員との差別化を行って優良顧客の囲い込みに成功している。 

 

 

 

 

高 

ブルーミング・デールのカードパンフレット 

１０％  の顧客が、売上の ６０％ を占め、 

            利益の １３０％  を占めている事が判明！ 
400万件 

顧客ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

100% 

0% 

９０％ 

１０％ 

顧客構成比 売上高構成比 

６０％ 

4０％ 

１３
０％ 

-3０％ 

利益高構成比 

ﾘｶﾞｰｽﾞ･ｸﾗﾌﾞ 

デイトン・ハドソンの「Regards Club] 
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③ 日本百貨店のロイヤルティー・マーケティングへの挑戦 

 

●西武百貨店の挑戦 

  バブル崩壊によって業績の急降下した日本の百貨店業界において、戦略を含めての経 

 営の建て直しが焦眉の急となっていた。西武百貨店では米国の百貨店を研究し、「生き 

 残っているのは個々のお客様との関係を重視した百貨店だけ」という結論を出した。 

 ９５年に２店舗で実験を繰り返し、９６年から前店舗に「クラブ・オンカード」をスタ 

 ートさせた。年間のお買上金額で「クラブ・オン」、「同ファースト」、「同ゴールド」 

 、「同プラチナ」の４ランクにわけ、ポイントの付与も２，４、５，７％とした。 

 特に年間１００万円以上お買上の「プラチナ会員」には、店舗内にプラチナサロンを設 

 け「オモテナシ」を充実させた。 

 他に誕生月には一回の買物金額を超えると２００ポイントプレゼントも行なっている。 

 基本的なＦＳＰとしての仕組みはサックス（米国）を参考にしている 

  

●伊勢丹の挑戦 

  ９６年、髙島屋は百貨店初のポイントカードをスタートさせ、それを武器に新宿への 

 進出が決まっていた。それに危機感を抱いた伊勢丹では「毎日が新しいファッションの 

 伊勢丹」と戦略を明確にする一方で、自社クレジットカードである「アイ・カード」の 

 割引率を年間のお買上金額実績に応じて５％、７％、１０％に改訂した。 

 目に見える形での優良顧客争奪戦のスタートであり、新宿地区の小田急、京王両百貨店 

 もポイントカードの導入に走った。 

 自社の優良顧客は絶対他社には渡さないと言った戦いがスタートしたのである。 

 

●髙島屋の挑戦 

  業界初のポイントカードをスタートさせた同社も、２００４年の東京店のリニューア 

 ル以降、ポイントカードの改定を行なった。 

 通常のクレジットカードはセゾンクレジットと提携し、お買上金額によって２％、３％、 

 ４％、５％の還元率を設定した。更に年間１００万円以上の会員はタカシマヤカード、 

 それ以上はプレミアムメンバーズとしてランク付けを明確に打ち出した。 

 現在ではゴールドカードとして各種特典をうちだしている。 

 

●大丸の挑戦 

  過去に博多大丸でご来店ポイントを取り入れたポイントカードの仕組みが、大阪･心斎 

 橋店に導入され。「うふふクラブ」の設置によってそれまで取り込めなかった若い女性の 

 組織化に成功した。その後、このポイントシステムは札幌店にて威力を発揮し、地域１番 

 店の後押しをしている。 

 

 

、 

西武百貨店のクラブ・オンカード 

プラチナサロン 

伊勢丹の「アイカード」 

１００万円／年間以上 

タカシマヤカード 

プレミアムメンバーズ 
（５０００ポイントスペシャルポイント） 
「華報」＜年４回発行マガジン＞） 

髙島屋・ランクアップカード 
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  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

ＦＳＰの第３ステップ：「顧客カテゴリーマネジメント」 
（顧客の分類とロイヤルティ･マーケティングの深化） 

４-１：「顧客カテゴリー・マネジメントとは？」 

   ① 現行の「商品カテゴリー・マネジメント」の限界 

   ② 「現状のマーチャンダイジングの壁とは？」」 

   ③ 「単品管理の限界とは？」 

   ④ 「顧客分類の考え方とは？」 

   ⑤ 「テスコ社（英国）の挑戦」 

   ⑥ 「小売業が取るべきマーケティングの主導権とは？」 

   ⑦ 「個別（顧客）オファーの仕組み作り」 

   ⑦ 「販売商品のトレイサビリティ（追跡）を実現＝リスク・マネジメント」 

４-２：「進むメーカーとの連携」；“取引”から“取組”へ 

   ① ＦＳＰが生んだメーカーとの新しい関係作り 

   ② 「ＢＯＮＳ」の取組 

   ③ メーカーの積極的取組 

   ④ ナビスコ社のＣＲＭ：「ハイ・バリュー・世帯」とは？ 

   ⑤ 日本の各企業の挑戦 

   ⑥ 日本のメーカー、卸のマーケティングのチェンジ 

第４章 

ＦＳＰの第３ステップ：「顧客ロイヤルティ・マーケティング」です。 

キーポイントは顧客のきめ細かなＳ（ｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ）による 

顧客の価値観や購買行動を洞察し、ビジネスに活用します 

  ① 自社の顧客の分類 （クラスター分類） 

  ② ライフスタイル、ライフステージの理解 

  ③ Ｐｕｓｈマーケティングの推進 
 

「何を買うのか？」から「何故買うのか？」を探索します 

４-０ 
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① 現行の「商品カテゴリー・マネジメント」の限界 
 

   スーパーマーケットにおけるマネジメントのメジャメント（評価の基準）は商品の分 

  類をキーとしたものであった。 

  「商品カテゴリー・マネジメント」と称され、青果の粗利率が低い、鮮魚のロスが多い 

  というように、それぞれの部門数値＝担当者の評価として人・モノ・金の３要素が連動 

  し、企業のマネジメント手法として使われ続けてきた。 

  これはスーパーマーケットが歴史的にメーカーが大量に生産された製品（商品ではない 

  ？）を大量に販売すると言う役割を担って来ており、その結果顧客の買い物に合わせた 

  売り場作りと云うよりは、企業側の効率追求といった都合に合わせたプロダクト別の、 

  縦割りの組織・売場作りをやってきたからである。 

    ５０年代に輸入された「部門別管理」と称されるこの手法は、発注・陳列等の日常の 

  店舗のオペレーションやバイヤーのマネジメントを考えた場合、川上のプロダクト別・ 

  メーカー別に並べた方が効率的に都合が良かったからである。 

  そういった意味ではスーパーマーケットの売場は、売り手の都合が色濃く出た工場の部 

  品倉庫にソックリであると言われるが妙に説得力を持つ。 

   その後７０年代に、日本に「クラス管理」と言う考え方が入ってきたがスーパーマー 

  ケットでは、縦割りの部門の細分化に使われ、本来の目的である消費者の最終用途別分 

  類という考え方はあまり採用されなかった。 

  真面目にやると売場・組織・オペレーション等の変更迄伴うものであり、従来行ってき 

  たマネジメントの変更までは踏み込めないものであった。 

  更に９０年代、「カテゴリー・マネジメント」の手法が紹介されたが、初めての顧客側 

  視点の売場・品揃えという切り口の分類手法であったにも拘わらず、多くの日本のスー 

  パーマーケットでは消費者と言う概念はあっても、顧客という概念がなかった為、理解 

  に到らず、普及が停滞したのが実情だったのであろう。 

  しかしながら「優良顧客の争奪戦」の勃発に伴い、顧客が商品に代わって小売業の最重 

  要資産としての認識が生まれ始め、スーパーマーケット側でも、ＦＳＰの普及と共に「 

  顧客」という新たな経営上・マネジメント上のメジャメントの必要性が理解され始めて 

  きた。メーカーの単品の大量販売によるマーケット・シェアの獲得とは異なり、スーパ 

  ーマーケットとしては限られた半径１Km,、２Km内の顧客のカストマー・シェアを獲得 

  ・拡大していかなければならないのである。 

  顧客起点のビジネスモデルの構築が急がれる今日、メーカーの「販売代理業」ではなく、 

  顧客の「購買代理業」への脱皮が生き残りの課題となってきており、顧客をキーとした新 

  しいマネジメント手法の導入が経営課題となってきているのである。 

 

 

高 

４-１：「顧客カテゴリー・マネジメントとは？」 

スーパーマーケットの商品分類とマネジメントレベル 

「部門」 
・ダラーコントロール 

・トップ・マネジメント 

「ライン・クラス」 
・ダラー＋点数管理 

・ミドル・マネジメント 

「単 品」 
・点数管理 

・オペレーション 

「エリア」、「店」 
・トップ・マネジメント 

「人、モノ、金」の三要素 

消  費  者 

企業経営の最大の資産：「顧客」をキーとしたマネジメント 

地域別 

年代別 

購入金額別 

来店頻度別 

購入商品別 

ランク別 

嗜好別 

ライフスタイル 

ブランド 

ライフシーン 

（ステージ） 

個人 

カテゴリー 
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ベビークラブ 

トドラークラブ 

ワインクラブ ペットクラブ 

グルメクラブ 

シルバークラブ 
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②現状のマーチャンダイジングの壁とは？ 
 

  「小売業は分類業」と言う言葉がある。前述したとおり商品の分類の最大の目的とする 

  ところは、如何に消費者の購買行動・ニーズを察知し、店作り、品揃えに反映していく 

  かという事であり、その優劣が生き残り競争を決めるものだったのである。 

  そのため商品の分類はマネジメントの単位（階層・組織）として各企業の経営のノウハ 

  ウであり、各社各様に開発され、実施されてきた歴史があった。 

   商品分類もＪＡＮによるバーコードのソースマーキング（工場段階での印刷）の普及 

  につれて、単品レベルでの情報取得が可能となり、死に筋・売れ筋の早期発見等の「単 

  品管理」の実現と発展を促したのである。 

  しかしながら、「単品管理」の仕組もあくまでＰＯＳを通じての過去の結果のデータで 

  あり、新製品ラッシュ、商品のライフサイクルの短縮、購買行動の変化等の加速がつき 

  つつある今日では、限界が出てきているのも事実である。 

   前年度の実績を基にした予測は通用し難くなり、「何が売れるのか？」という事が分 

  かりにくくなったという事は、商品をベースとした予算に基づくマネジメント手法が限 

  界に来たということであり、顧客の意識・購買行動・ニーズ等を十分に理解したうえで 

  の予測・対応が求められてきている。 

  因みに小売業のマーチャンダイジングの目的とするところは「顧客の欲する商品を、欲す 

   る時に、欲する量を、欲する価格で、且つ発する方法で提供する事」と定義されよう。 

  ＰＯＳの導入で商品の分類を中心にほとんどの項目に関しては、多大の時間と費用を投 

  入し、きめ細かなマネジメントの仕組が開発され続けてきた。 

   しかしながら大本である「顧客」に関しての分類は何一つやって来なかったため、今 

  そのツケが回ってきていると言っても良いであろう。 

  ある著名な流通業コンサルタントはセミナーでこう語った。 

  「ほとんどの企業のバイヤーはメーカーの担当者と商談で聞く事は、他所で売れているのか？  

    ＴＶ等のキャンペーンは？ 幾ら値引くのか？と言った事であると言う。しかしながらコンビニエ 

    ンスストアの雄・セブン・イレブンのバイヤーは、この商品は我が社のお客様に支持される、さ 

    れない、という顧客起点のモノサシで商談を進める」そうである。 

  「何が売れているか？」と言う情報だけでなく、「誰が何を・？」、「何を誰が・？」と 

  いう商品（単品）と顧客（単人）のマトリックスと、「何を買ったか？」ではなくて、 

  「何故、買ったのか？」という深い洞察事が重要なのである。 

  商品にバーコードがついて「単品管理」が急速に進歩したように、顧客にバーコードの 

  ついたカードを持ってもらうことによって「個客管理」が可能となり、マーチャンダイ 

  ジングの飛躍が期待できるであろう。 

 

個客の欲求 

欲しい商品・ｻｰﾋﾞｽを 

欲しい時に 

欲しいだけ（量） 

欲しい価格で 

欲しい所で 

欲する方法で 

短時間で 

気持ち良く 

      手に入れたい 

小売業の対応 

顧客のカテゴライズによる 

個客のﾆｰｽﾞ・ｳｫﾝﾂ把握 

個客のﾆｰｽﾞにあった 

商品･ｻｰﾋﾞｽの開発・調達 

個客が満足して求められる 

仕組み･設備･ｼｽﾃﾑの装備 

個客満足に向けた教育訓練 

個客に有益な情報の発信 

 情報収集 

  商 品     
サービス 

  情 報     

 調達ＭＤ 
 商品開発 

ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞの変革（選別から調達へ！） 

Ｆ Ｓ Ｐ 

メ
ー
カ
ー 

出典：寺子屋 

顧客分類は手付かずの状態だった？ 

多大な 

費用と時間 

を投入 

   部門・ライン・クラス・単品・ブランド   

   曜日別分析・時間帯別〃、夜間営業、   

   少量パック、ケース単位、量り売り   

   プライスライン分析、セール、クーポン  

   現金・クレジット、デビット、他    

 欲する商品を、 

 欲する時に、 

 欲するだけ、（量） 

 欲する価格で 

 欲する方法で 

お客様が……・・ 

最も大切な顧客の分類

は 

何もしてこなかった？ 

マーチャンダイジングとは？ 

出典：寺子屋 
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③「単品管理の限界とは？」 
 

   ある企業で単品管理の仕組で牛乳の売れ筋、死に筋商品を探すためＡＢＣ分析を行っ 

  た。２０数種ある牛乳の中で子供向け人気キャラクターがパッケージに印刷された「Ｋ 

  ちゃん牛乳」は1日２０本余りで、Ｂ又はＣランクでカット商品としてノミネートされ 

  た。しかしながら購入客を分析したところ乳幼児を持つ世帯であり、会員のランクで言 

  えば上位であり、週に２～３回来店して頂いている人々だったのである。 

  もし？ 机上の判断でランクが低い事でカットしたらどうなるかは容易に想像のつくと 

  ころであろう。又、高級の果物・鮮魚のアイテムを頻繁に購入しているのに、全く牛肉 

  を買って頂いていない上位会員が見つかった。売場担当者は「うちの店のお客様は安い 

  牛肉しか食べない」と経験から？分析したが、後日ランクアップした牛肉を陳列し、キ 

  ャンペーンをかけたらその上位会員の人々が購入し始めたという。 

   即ち、店の上位会員のニーズが把握できていなかったと言う事であり、牛肉の品揃え 

  を間違え、販売機会の損失（チャンス・ロス）を招いていたのである。 

   又、Ｑマヨネーズの１Ｋｇも店頭での売上高では波があり、他の新製品との入れ替え 

  を行おうとしたが、その前に購入顧客のリストを出してチェックしたところ、数件の飲 

  食業経営の業者の人々であり、年間百数十万円購入のデシルランク最上位の会員であっ 

  たことが判明した。一回当りの購入金額も群を抜いており、たとえ企業側で該商品にＣ 

  ランクをつけても、この会員にとってはＡランクの必須アイテムであり、安易な撤去は 

  知らないうちに上位顧客の不満を買うばかりか、他店に流出しかねない危険性を孕んで 

  いたのである。 

   このようにＰＯＳによる「単品管理」だけでは、売れた商品の結果分析しかできず、 

  顧客ニーズを洞察するには限界を持つのである。単品管理のデータの盲信は縮小均衡 

  と顧客ニーズとの乖離をもたらし、企業にとっては売り逃し（チャンス・ロス）をもた 

  らしている両刃の刃である。 

   実際にFSPで成功している企業では、会員の“客注”、即ち品揃えに対する要望を実 

  現しようと努力している。会員にモニターになっていただき、定期的に品揃え、価格等 

  をチェックしてもらう…、会員の情報の中に売れ筋商品があると積極的に展開する…。 

  例えば糖尿病の夫を抱えた奥さんからの「減塩の食パン」の陳列要請があれば、取引先 

  を探し、週何回か定期的に仕入れる…等を実際に行っている。 

  経営的に効率を追求する事は重要なことではあるが、それ以上に会員のニーズ・声ﾞに応 

  え、高い顧客満足を得ることの方が、経営的に優先されているのである。 

 

 

 

 

●「単品管理」ではＰＯＳによって店頭にあった商品のみの売れ筋、死に筋を把握でき 

  不良在庫の処理、売れ筋商品の再発注等の適切なアクションが可能。 

●しかしながら「顧客のニーズ」がありながらも店舗の品揃えに反映されていない商品は 

  ＰＯＳでは把握できず、機会損失（チャンスロス）となる。 

●機会損失の防止のためには、個々の顧客の購買履歴の分析から嗜好・ライフスタイル 

  ・購買行動を理解した上での商品構成が求められる 

参考：「2020・イトーヨーカ堂の行革関連記事」 

  調味料のアイテムＱはＡＢＣ分析で常時Ａランク 

だったが、顧客分析をしたらチェリーピッカー 

 ばかりだった。実はロスリーダーアイテムだった 

   同調味料のアイテムＰはＡＢＣ分析で常時Ｃランク 

 だったが、顧客分析をしたらデシル１，２の上得意客 

 ばかりだった。そのため粗利率も３０％を超える 

   デシル１の上位会員とデシル１０の下位会員の 

購入アイテムを比較したら全く異なっていた。 

上位会員に合わせた品揃えをすべきでは？ 

品揃えは単品のＡＢＣ分析？顧客のＡＢＣ分析？ 

出典：寺子屋 

単品管理の限界とは？ 

顧客のニーズ 

店舗の品揃え 

不良在庫 
（死に筋） 

機会損失 
（チャンスロス） お買上商品 

（売れ筋） 

地域性 

商 圏 

競 合 

客 層 

ＰＯＳで分析 

可能 

顧客の理解 

不足 
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④ 「顧客の分類の考え方とは？」。 

   カテゴリー（Category)を訳すと「範疇・種類・区分・部門となりクラスよりも堅い」 

  との意味となる。（セグメンテーションのグループ化？） 

  第二段階ではデシル分析等の会員の購入金額をキーとした分類・ランク付けを行ってきた 

  が、一律的な数値情報であり、いずれ手詰まりとなる。 

  何万人、何十万人の会員、特に中位・上位の会員から継続的な品揃えやサービスに対する 

  満足以上のものを獲得して行くのには限界があるのである。 

  そこで多くの会員をある一定のキーを用いてカテゴライズ（分類・区分）し、そのカテゴ 

  リー単位（グループ）毎に最も喜ばれるであろうプログラムを企画し、 実行して行く手 

  法が求められるが、これが「顧客カテゴリー・マネジメント」である。 

  会員顧客のカテゴライズのキーとしては、一定期間の購入金額、粗利額、店舗、部門、ア 

  イテム、メーカー、ブランド、地域、年代層、家族構成、曜日、時間帯、プロモーション 

  反応率等が一般的であり、定型情報として提供されるケースが多いが、最初の内は分析に 

  よる新たな発見はあっても、現場での実践的な活用は実は難しい面を持つのである。 

   実践的なデータ活用をするためには、会員顧客のライフスタイル、ライフシーン、ライ 

  フステージ等に沿ったカテゴライズが有効なのである。それは顧客データベースに蓄積さ 

  れたレシートデータ及びカード申込書の中からしか見つからない。 

  ベビーフードを購入する家庭には乳幼児が、キャットフードを購入した家庭には猫が、無 

  農薬野菜を購入する家庭には健康指向の主婦がいると簡単に想像がつき、生活のスタイル 

  ・シーンが容易に想像でき、品揃え、サービス等、何が喜ばれるかのアイデアがより具体 

  的になってくるのである。 

  会員の志向と嗜好をカテゴライズの切り口として見て行くのであるが、健康指向、オシャ 

  レ志向、快適生活志向、スポーツ志向、家事便利志向等、多くの志向が見られ、更にペッ 

  ト愛好家、愛飲家、園芸家、料理（和・洋・中・イタリアン）、お菓子作り、蕎麦作り、 

  季節行事、病人食等多くのカテゴリーが出現し、それらが重なり合って密接に購買行動に 

  結びついている事に容易に気が付くであろう。 

   ここに顧客満足を超える品揃え・サービス提供のチャンスが見出せるのである。 

  例えばイタリアン料理の好きな家庭に於いては、こだわりが強く、海外旅行やイタリアン 

  ・レストランで食べたものの再現や、料理出版物のレシピによる実際の料理では、本場直 

  輸入のパスタ、生のパスタは勿論の事、トマト、パプリカ、オリーブオイル、チーズ、パ 

  ジルに到るまで本格的な食材を求める。これらのカテゴリーの会員にはパスタの売場だけ 

  でなく、全ての部門を挙げての対応が求められてきているのである。 

    ＜アンブレラ・スキーム＞ 

 

もし、イタリアン料理好きの上位会員が来店しても… 

・ＸＸ社のパスタは置いてあるネ 

・でも、オリーブオイルの品揃えが 

 乏しいから他の店に行かなくちゃ ・魚売場は和食中心で、もっとア 

 サリとかエビを充実して欲しい 

・イタリアンの定番なんだから 

・イタリアンフェアのチラシが入って 

 いたのに青果売場のパプリカはないし、 

トマトや大蒜 が何時もと同じでガッカリよ 

結果的 

機会ロス？ 

店長 

・一箇所で買物が済まないよ！ 

 面倒だな… 

顧客分類のキーとは？ 

 

＊総購入金額 

＊世帯構成 

＊店舗／部門／商品種類 

＊単品／メーカー／ブランド 

＊居住地域／年代／家族構成 

＊ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ反応率／特典利用率 

＊職業／年収／他 

 

 
＊健康／安全志向 

＊オシャレ志向／趣味志向 

＊快適生活志向／便利志向 

＊スポーツ志向／旅行志向 

＊ペット愛好家／園芸愛好家 

＊料理作り／菓子作り 

＊愛飲家／愛煙家 

＊共稼ぎ／他 

  

＊出産／育児 

＊入園／入学／卒業／就職 

＊婚約／結婚 

＊季節行事 

  ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｲ、子供の日、他 

＊地域行事（運動会・遠足・他） 

＊誕生日／パーティ 

 

定性・属性 

ライフステージ 

ライフシーン 

ライフスタイル 

ブライダルクラブ 

ペットクラブ 

キッズクラブ ベビークラブ 

サブクラブの設置 売場・品揃えの改善 情報の提供・提案 特典･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

出典：寺子屋 
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⑤ テスコ社（英国）の挑戦 
     

    英国Ｎｏ１の小売企業であるテスコ社はその昔は「商品を山積みせよ。そして安く売れ！ 

   」をモットーとした低価格を武器とするスーパーマーケットであった。 

  セインズベリーの後を追う万年２位の同社は、アズダ等の低価格を武器とする競合相手 

  に経営的にも展望は開けない状況であったが、１９９５年に「テスコ クラブカード」をス 

  タートさせ、ロイタルティ・プログラムを志向し始めた。 

  現在では英国の人口の３分の１にほぼ匹敵する１６００万人の会員を集め、レジ通過客 

  の９０％はカード客といわれている。９６年にはセインズベリー社より業界首位を奪取 

  するや９９年には食品売上高で英国の２０％以上のシェアに達し、現在では３０％を超 

  え、英国のみならず世界中数カ国に展開している。 

  その快進撃を支えているのが巨大顧客データベースの活用によるロイヤルティ・マーケ 

  ティングの巧みな戦略的な運用である。 

  「クラブカード」申し込み時に収集される会員の住所、氏名、生年月日等の属性情報とＰ 

  ＯＳから上がってくるレシートデータの蓄積に基づいて「顧客セグメンテーション（分類）」 

  し、それぞれのセグメンテーションにあったプロモーションをきめこまかく実施し、ク 

  ーポン償還率も９０％を超えると言われている。 

  セグメンテーションは下記３つに大きく分けられると言う 

      ①「ライフステージ分類」（８分類） 

      ②「購買行動分析」（２７分類）・・・ライフスタイル 

      ③「ロイヤルティ分析」（ＲＦＶ） 

  更にクラスターという概念を取り入れ、店舗特性、地域特性を加味すると優に数十万分 

  類に達しているのである。 

  例えば顧客が価格比較する基準の商品も分析の結果７０アイテムと判明し、ウルフ氏の 

  いう「キーアイテム」としてライバル店に対して攻撃的な低価格を設定し、「最小のコス 

   トでプライスリーダーに！」という戦略を推進し、成功を収めているのである。 

  １６００万人の会員の購買情報を元にテスコ社では１９９９年より１１００社にのぼる 

  サプライヤーと「顧客起点のＳＣＭ」の構築を目指し、「ＴＩＥ」（テスコ インフォ 

  ーメーション エクスチェンジ」をスタートさせ、情報共有による無駄な在庫の排除に 

  効果を上げ始めている。 

  テスコ社のＦＳＰとしての特徴は、その目的であろう。通常のＦＳＰの目的は来店頻度 

  の向上である。即ち「ブーメラン」のように顧客の来店を促す「Ｐｕｌｌ（引き寄せる 

  ）マーケティング」であるが、テスコ社のそれは顧客が何故買ったのか？を洞察し、 

  積極的に潜在ニーズに働きかける「Ｐｕｓｈ（提案する）マーケティング」を行ってい 

  る事であろう。競合が激しいほど溢れかえる情報で顧客も買物で迷い、的確なアドバイ 

  スを欲しがる。テスコ社は「揺りかごから墓場まで」の言葉があるが、「顧客の生涯に 

  わたってのロイヤルティの獲得」を標榜し、執事・購買代理業としての役割を目指して 

  いる。 

 

高 

 

＊氏 名 

＊住 所 

＊性 別 

＊年 令 

＊他 

 

会員属性分類 

ＲＦＶ分析による分類 

＊Ｒ（最新来店日） 

＊Ｆ（来店頻度） 

＊Ｖ（購入金額累計） 

ロイヤルティ分類 

 

＊生活必需品を良く購入する会員、 

＊週に買物１００ポンド以上会員、 

＊週に３日以上来店する会員、 

＊グルメ志向の会員、 

＊生鮮やＨＭＲを良く購入する会員、 

＊価格プロモーションに敏感な会員、 

＊特定の商品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞに対するﾛｲﾔﾙﾃｨ 

  が高い会員等に 

 

購買行動分類 

 

＊学生、 
＊ヤングアダルツ、 
＊ニューファミリー、 
＊熟年層、 
＊高齢ファミリー 
＊他 
 

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ分類 

ﾍﾞﾝﾀﾞｰ 
（１１００社） 

「ＴＩＥ」 

テスコ社の「顧客」分類 

出典・参考 

 Chain Store Age 2002･2･15  

テスコ社（英国）のマルチチャネル戦略 

エクストラ 
（郊外型大型店舗） 

スーパーストア 
（郊外型大型店舗） 

メトロ 
（市外中心・中型店舗） 

エクスプレス 
（市外中心・ＣＶＳ店舗） 

テスコ・ダイレクト 
（ネットスーパー） 

ﾃｽｺ・ﾊﾟｰｿﾅﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ 
（銀 行） 
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⑥「小売業が取るべきマーケティングの主導権とは？」 

 

   かって小売業界ではマーケティングという言葉を使うと、「マーケティングはメーカー 

   のやる事で、我々小売業のやる事ではない」と真っ向から否定的に述べる経営者は少なく 

  なく、現在においても小売業の現場ではマーケティングについて語られる事は少ない。 

   前述の通りスーパーマーケットはメーカーが大量に生産した製品（商品ではない？） 

  を、大量に売りさばく機能を持っていた時代には、商品としての付加価値は生産段階で 

  メーカーが付け、マーケティングを主導していた。（定価・メーカー希望販売価格・他） 

   メーカーは如何にその価格支配権を握りながら、マーケットシェアを高めるかを主用 

  命題としていたため、販促費・リベート・協賛金、社員派遣等を駆使しながら小売業を 

  「販売代理業」としてマス・マーケティングを展開・推進して来たのである。 

  自社の製品のマーケットシェアを上げる為であったら、同じ企画を複数のスーパーマー 

  ケットに持ち込む事は当然であり、必然的にスーパーマーケット側は競合相手と価格、 

  品揃え、プロモーション等で深刻な同質化競争に陥らざるを得なかった。 

  しかしながら供給側の論理が通用し難くなった今日、逆に消費者との接点と顧客情報を 

  有するスーパーマーケット側にマーケティングの主導権を握るチャンスが訪れてきた。 

   「顧客起点」のマーケティングの時代を迎え、メーカーにとってもマス・マーチャン 

  ダイジングからの脱皮を果さなければ生き残れない時代になったのである。 

  マーチャンダイジングでは、POSを利用しての世界に冠たる「単品管理システム」を構 

  築した日本のスーパーマーケットは、今度はマーケティングとしてお客様に来ていただ 

  く仕組みとしての「FSP」の構築を進め、顧客データベースの構築に目覚め始めたので 

  ある。 

  この商品（単品）を購入されたお客様（個人）は誰か？ このお客様（個人）が買われ 

  た商品（単品）は何か？他に関連して購入された商品（単品）は何か?という商品と顧 

  客のマトリックス分析の手法は、マーチャンダイジングとマーケティングの融合による 

  新しい小売業の経営手法をもたらすものである事に気付いたのである。 

  小売業のマーケティングとは顧客を特定し、そのニーズを分析し、品揃え・サービスを 

  開発･提供する事によって来店頻度を上げ、購入金額を向上させるＦＳＰのシステムその 

  ものである。一方、マーチャンダイジングとは「お客様に商品を買って頂く仕組み」で 

  あり、既に高度な「単品管理」の仕組を既に擁している。 

  来店して頂いても欲しい商品がない！良い商品が置いてあっても来店客がいない！と 

  どちらが欠けてもうまく行かないのであり、右図のように両輪バランスの良い経営が重 

  要となってくるのである。 

  顧客の「購買代理業」としてのマーケティングとマーチャンダイジングの融合を目指し 

  た「片輪走行から両輪走行」の時代を迎えている。 

 

 

「単品管理」と「ＦＳＰ」の両輪走行の時代に……・ 

お客様に来店して頂く 

仕組み 

お客様に商品を買って頂く 

仕組み 

単品管理システム ＦＳＰシステム 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ 

出典：寺子屋・MO 

マーケティングの主導権は川上から川下へ！ 

消費者 
（大 衆） 

ﾏｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

顧 客 
（カテゴリー） 

ﾀｰｹﾞｯト・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

個 客 
（個 人） 

ﾜﾝtoﾜﾝ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾒｰｶｰ主導のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  

       小売業主導のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの必要性 

対     象 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手法 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの主導権 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの重要度 

出典：寺子屋 
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⑦ 「個別（顧客）オファーの仕組みつくり」 
 

   過去、個々の会員、又は世帯別の商品の購買データから顧客が「What？（何を？） 

  買ったか？」を分析してきた。それによる店舗の品添え等ある程度改善でき、上位顧客 

  の満足度を上げる事によって囲い込みが成功してきた。 

  しかしながら、単に来店を促すだけでなく、更にもっと多くの買物をしてもらうために 

  は「Why？（何故？）買ったか？」の分析を行ない、効果的なプロモーションが必要な 

  事に気が付いてきた。 

  特にLOHASに代表されるように「価値観がその人のライフスタイルを形成し、ライフスタイ 

   ルによって購入商品が決まる」の言葉通り、顧客のライフスタイルの分析こそが、「Why 

  ？」の近道なのである。餃子一つとっても低価格志向の顧客は中国製品を気にせずに購 

  入し、グルメ志向の顧客は鹿児島産黒豚入りを、健康志向の顧客は野菜の多いものを、 

  忙しい主婦は冷凍やチルドのものを購入するといった行動を取るであろう。 

  このような分析はTesco社（英）ではデータウェアハウスの商品購買データを駆使して 

  行なわれ、他の多くの情報を関連させてクラスターとして詳細な個客プロファイルを構築 

  し、ロイヤルティ・マーケティング戦略として推進している。 

  日本でも２０００年にY社（東京）がＮＣＲ社製のＤＷＨを用いて「個別オファー」シ 

  ステムを作り上げた。個々の顧客の特性を分析し、来店時に顧客が会員カードをＫＩＯ 

  ＳＫ端末にスキャンした時に、その顧客向けの推奨商品とそのクーポン、更にはレシピ 

  が提供される仕組みである。（２００１年度流通システム大賞） 

  又、Ｉ社（大阪）でも来店客の分析を行い、郊外店のＮ店の主力顧客が若いＯＬであり 

  会社の帰りに来店するといった事から今まで５階にあった化粧品･小物を１階に移し、 

  地下食料品、１階化粧品・小物、２階以上は衣料、住関連として営業時間も３つに分け 

  て、「女性だけのための店」としてオペレーションを大きく変えたのである。他の店と 

  は異なり、男子禁制の若いＯＬだけを対象とした店舗が出来上がったのである。 

  まさに「顧客起点の店作り」である。 

  化粧品等の新製品のキャンペーン時には、試供品プレゼントという事で、顧客データベ 

  ースが対象会員を的確に抽出し、高い反応率を達成できるという。 

  ２００７年以降、Ｏ社（山梨）では成功を収めていたＦＳＰをも一歩進めるためにTesco 

  社を研究し、独自の努力を重ねてライフスタイル分析、クラスターによる顧客プロファ 

  イルを作り上げた。店舗ごとに顧客のライフスタイルに合わせた品揃え、プロモーショ 

  ンが行なわれ、効果を上げている。特にレシートに個々の顧客別にクーポンが印字され、 

  次回の来店時の購買を促進する仕組みとなっている。（ダイレクトレシート） 

  通常のクーポン券と異なり、レシートは主婦が必ず見るものであり、チラシ以上に効果 

  的なため、メーカー各社もプロモーションの提案をドンドン持ち込んできている。 

 

 

 

高 

「個別オファー」システム 

Ｙ社（東京） 

Ｉ社（大阪） 

Ｏ社（山梨） 

「女性のための店作り」 

ダイレクイトレシート 
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⑧ 「販売商品のトレイサビリティ（追跡）を実現＝リスク・マネジメント」 
 

   会員の分類を進展させて行くと個々の会員と単品のマトリックスの分析も容易にな 

  る。顧客満足度を向上させる手段として威力を発揮するであろうし、メーカーから見 

  れば自社の製品の顧客が明確になり、販促やブランドスイッチ等、数値的裏付を持っ 

  た活動ができる垂涎のものとなる。 

  それ以上に注目したいのは今後発生するリスクに対するマネジメントのツールとして 

  威力を発揮する事であろう。 

  因みに２００２年９月に北海道Ｓ社の食肉偽装表示を原因として生じた返金騒動を考 

  察してみよう。同社では輸入豚肉を国産豚肉と表示して販売した事が発覚した事から、 

  「覚えのある客｣に対してレシートがなくても返金に応じる告知をした事で多くの人々 

  が殺到し、延べ１８００人弱の人々に最高１８万円を含む約５０００万円を払い出し 

  たという事件である。同社では４年前から「返品・返金は喜んで受ける」という米国 

  の「顧客満足保証制度」を取り入れていたという。 

  過去、来店していなかったとおぼしき金髪の若者等がインターネットで知り、「金を 

  くれる」という事で殺到し、騒ぎが大きくなったわけであるが、一概にそれら若者は 

  責められない。なぜならば「人間は必要と機会があれば悪い事でもやってしまう」のであ 

  る。 

  例えば釣銭が少なかった時には抗議するが、多くもらった時には黙ってしまうのが殆 

  どの人がとる行動であろう。責められるべきはこの様なリスクを予測できず、何の牽 

  制・監査の規準の準備をできなかった企業であり、金額の損失は勿論の事、日頃来店 

  して頂いている顧客の信用失墜は計り知れないものがあろう。 

   その一方では顧客データベースを導入した大阪のＩ社では同様の問題を見事にクリ 

  アしていた。同社のＰＢ商品の成分表示に問題があり、該当商品を売場から取り敢え 

  ず撤去する一方で、顧客データベースから購入会員を抽出し、ダイレクトメールでお 

  詫びと対処法を個別に提示したのである。又、あるメーカーの飲料に人畜無害ではあ 

  るがカビが出たものがあったが、過去の購入会員を抽出し、同様な処理を実施したの 

  である。北海道のＳ社と比べ、事件にもかかわらず費用も最少で、ステルスに、会員 

  の信用を失う事無く見事に対処できたのである。 

  同様の事はA社（山梨）、O社（東京）でも、自店の販売商品のトレーサビリティと 

  して日常オペレーションに組み込まれ、会員顧客に対する責任を果たしている。 

  小売業側が注意し神経を払っていても、遺伝子組替、農薬、添加物、虚偽表示等、メ 

  ーカー・生産者段階までは追いかける事ができないという限界があり、到る所に問題 

  のある商品の販売といった地雷原が存在する。販売した以上、販売責任は免れないし 

  顧客の信頼の喪失は致命的である。顧客データベースのレシートデータの蓄積が、こ 

  の地雷の暴発対策、即ちリスク・マネジメントの強力なツールとなってくれる。 

 

 

会員のレシートデータの蓄積が企業に貢献 

顧客の真の声は……・ 

お店の品揃えや低価格である事は大切な事ヨ。 

でも、もっと大切なのは私達をお客さまとして 

キチンと尊敬を持って対応してくれる事ネ。 

そうすればお客様に対して虚偽表示なんて出来 

ないはずヨ。 

要は信頼して買物が出来る店が欲しいのヨ 

問題が生じてもその後の処理の仕方よ！ 

言葉だけじゃダメ！企業としての行動を厳しくチェック 

しないと信頼なんてできっこないワ 

リスク・マネジメントによる 

優良会員の繋ぎ止め 

（購入者トレイサビリティー） 
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低塩パン（ＰＢ） 
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①ＦＳＰが生んだメーカーとの新しい関係作り 
 

   過去、スーパーマーケットとメーカーとの関係は、各々お互いの企業満足を求めて 

  の「取引関係」であった。言換えれば利害の対立した関係であり、スーパーマーケッ 

  ト側では如何にメーカーから安く買い叩いて仕入れるか？、メーカーは如何に有利な 

  条件で店頭に自社製品を押し込むか？の戦いであった。 

   そこには消費者はいても、自社の顧客像といったものはなく、まして顧客満足とい 

  う言葉からは最も遠い場所で仕入れの商談が行われていたのである。 

  即ち典型的な「供給側の論理」で全ての仕組が回っていたのである。 

  しかしながら、供給側の論理が崩れた現代においては、顧客起点、即ち顧客の期待･ニ 

  ーズに応え、「顧客満足」を実現しない企業は小売業であれ､メーカーであれ市場から 

  の退場を命じられる時代になったのである。 

  ＦＳＰの実施により顧客データベースのデータ活用に焦点が当った時、真っ先にこれ 

  に飛びついてきたのはメーカーであった。 

  カテゴライズされた顧客に対して満足度を上げることは、顧客のリピートを促し、ロ 

  イヤル・カストマーとして売上と利益の増加と安定をもたらす事においては、小売業 

  ・メーカーに双方にとっても共通する事であった。 

  ＦＳＰによって構築された顧客データベースによって、「顧客満足の論理」に立った 

  「取組関係」の仕組み作りが推進されている。 

 

② ＢＯＮＳ社の取組 
 

  ‘９０年代初頭よりＦＳＰに積極的に取組んできた企業の一つとしてVＯＮＳ社（米 

  国）がある。西海岸で有力なスーパーマーケットであり、ＦＳＰで蓄積された会員デ 

  ータをベースに新しいメーカーとの取組を見せている。 

  流れとしては左図のとおりとなるが、会員に対するセールス・プロモーションの取組 

  は、透明性があり、結果の測定が可能であり、高い効果も得られる事が立証された。 

  メーカーにとってもムダな販促費や交渉に費やす労力を会員に喜んでもらえる企画に 

  思いきって投入できる。ＶＯＮＳ社側にしても会員に対して競合他店とは差別化できる 

  低価格とプロモーションをメーカーからの提案をもとに打ち出す事ができるのである。 

  過去の取引に伴う時間・費用はすべてＢＯＮＳ社，メーカー、会員の３方一両得に還 

  元される仕組を作り上げている。ＢＯＮＳ社では更に顧客のカテゴライズを行い、 

  「ベビークラブ」をも発足させ、会員には乳幼児製品の割引だけではなく、キャッシ 

  ュバックもメーカーの協力を得て実施している。 

  ＦＳＰの顧客を起点とした「Ｂ２Ｃ」、そして顧客データベースによるメーカーとの 

  「Ｂ２Ｂ」の仕組みがシームレスに繋がった時、顧客満足は最大化が実現できる。 

 

４-２：「進むメーカーとの連携」：“取引”から“取組”へ 

顧客カテゴリーとメーカーの新たな関連 

出典：寺子屋 

紙オムツ購入会員 
（２万人） 

キャットフード 〃 
（１万人） 

パスタ・１万以上/月 
（２千人） 

ビール・１万以上/年 
（２万人） 

化粧品・５千以上/月 
（２万人） 

６５歳以上 〃 
（１万人） 

顧客カテゴリー 連携メーカー（例えば・） 

   紙ｵﾑﾂ､ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ、〃用品 

   （P&G、ｺﾝﾋﾞ、ﾋﾟｼﾞｮﾝ、他） 

  ｷｬｯﾄﾌｰﾄﾞ、〃用品 

  （ｶﾙｶﾝ、ﾓﾝﾌﾟﾁ、他） 

  ﾊﾟｽﾀ、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、ﾁｰｽﾞ 
  （ﾃﾞﾁｪｺ、ﾌﾞｲﾄｰﾆ、ｶｺﾞﾒ、ｸﾗﾌﾄ） 

  ﾋﾞｰﾙﾒｰｶｰ、おつまみﾒｰｶｰ 

  （ｷﾘﾝ､ｱｻﾋ､ｻｯﾎﾟﾛ、ｻﾝﾄﾘｰ） 

  ﾍｱｹｱ、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ、口紅、 

  （資生堂､ｶﾈﾎﾞｳ、花王、他） 

  入れ歯洗浄剤、他 

  （―） 

会員のレシートデータ 

ＶＯＮＳ社の取組 

「VONS社」とメーカーとの取組関係 

VONS CLUB 

    *販売実績レポート 

    *クーポン（額面）請求 

    *手数料（８￠/クーポン） 

  *顧客DBによる対象顧客抽出 

  *DM選定基準提出（４ケ月前） 

  *共同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ計画提案 
*ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ商品の販売量 
  平常月の１５～１００％増 
  平均 ４５％増 
*ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ後１ケ月の販売量 
  平均１２％を維持 

ﾒｰｶｰ・卸 
 

VONS 

出典：寺子屋 
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Nabisco社の狙うハイバリュー所帯 (HV-HHs) 

ＨＶ-ＨＨｓ 
（ハイ・バリュー世帯） 

出典：寺子屋・MO 

 
③ メーカーの積極的取組 
 

  こうしたスーパーマーケットのＦＳＰ導入の動きは、従来メーカーが担って来たマス 

 ・マーケティングの終焉を予感させるものであり、メーカー自身の販促も、懸賞や応募 

 シール等「個」の消費者に対する景品競争が始まる等、新しいマーケティングの潮流が 

 現れ始めていた。 

 しかしながらメーカーの宿命として実際の顧客との接点は持てず、商品のライフサイク 

 ルの短縮化と競争激化の中で、多くの新製品の開発と販促に膨大な費用を投入し続けて 

 きたのである。顧客起点への脱皮の必要性は、言葉では認識していても、具体的な施策 

 は打ち出せないでいたのである。 

 又、過去の業界の慣行としてメーカー出荷段階での売上計上をしている場合には、実際 

 に小売業の店頭で幾らで何個売れたか？というデータは掴めず、しばしば空中在庫や突 

 然の返品の山の出現に苦しめられてきた現実がある。それらのやり方はもはや新しい「 

 国際会計基準」に合致せず、何らかの対応を求められている。 

 スーパーマーケットの顧客データベースが会員のレシートデータを持つという事が分か 

 るや、メーカーの新しいマーケティングへの挑戦活動が始まったのである。 

 

④ ナビスコ社のＣＲＭ：「ハイ・バリュー・世帯」とは？ 

  有力な菓子のメーカーであるナビスコ社では‘９０年代に入り、従来のマス・マーケ 

 ティングに限界を感じ、新たなマーケティングの手法を模索していた企業のひとつであ 

 った。丁度同時期にスーパーマーケットのＡ＆Ｐグループに属するスーパーフレッシュ社 

  においても低価格の競合・顧客の離反等で経営の壁にぶつかっていた。 

 そこで米ＮＣＲ社が顧客データベースを活用しての新しいマーケティングの実験を提案し 

 、３社共同で実施する事になったのである。蓄積されたレシートデータの分析の中で興 

 味深い事実が浮かび上がってきた。 

 スーパーフレッシュ社の会員で、ナビスコ製品を購入した会員を分析した結果、ＦＳＰ同様 

 に購入会員の上位３０％の会員によって７０％近いナビスコ製品の売上が支えられていた 

 事が判明した。ナビスコ社ではこの結果に驚く一方で、同社の売上・利益を支えてくれて 

 いる、実はほんの一握りの会員をＨＶ-ＨＨｓ（ハイ・バリュー世帯）と名付け、更にこの会員 

 を２グループﾟに分けて特別プロモーションを実施し、比較検討したのである。 

 その結果、特別プロモーションによる売上増加の差異は12.6％に達し、ＨＶ-ＨＨｓに対 

 する販促の有効性が証明された。同社では新たな有効なプロモーション手法を入手し、 

 他のＦＳＰ実施のスーパーマーケットとの取組関係を推進しているのである。 

 逆にいえば、顧客データベースを持たないスーパーマーケットはメーカーに、そして顧 

 客に相手にされなくなる時代を迎えたといっても過言ではない。 

 日本でもＯ社（山梨）、Ｉ社（大阪)等でメーカーと協同で研究を進めてきたが、マヨネ 

 ーズのヘビーユーザーは月５～６本購入するとか、自然化粧品のユーザーはミネラル・ 

 ウォーターを購入するとか興味深い情報が蓄積されつつある。 

 

高 

「取引関係」から「取組関係」へ！ 

出典：寺子屋・MO 

生データ 実行可能な 

知識と情報 

販売成績も製造量も上がる 

戦略 / 作戦 / 実行 

償還済みクーポン 

FSP データ 

Web 交信 

競 争 

スーパーフレッシュ ナビスコ 
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＊ 上位3割の全世帯の売上で、Kraft社の売上の70%を占める 

＊ 全世帯の5%で、Levi‘sの売上の82% 

＊ 全世帯の15%で、Folger‘sの売上の70% 

＊ 全世帯の12%で、Diet Cokeの売上の2/3 

 

メーカーの認識とは・・・？ 
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⑤ 日本の各企業の挑戦 
 

   日本におけるメーカーとの連携が実験的にスタートしたのはY社（東京）が初めて 

  であろう。Y社、そして広告宣伝会社H社、NCRと共同して‘９９年７月よりスター 

  トしたのである。 

  多くのメーカーが参加し、仮説・実行・検証を繰り返してきたが、アイテムへのポイ 

  ント付与、イタリアンフェア等の催しに対する関連メーカーの積極的協賛、ガテゴリ 

  ースィッチ、ブランドスィッチ等個別の会員対象にしたプロモーション迄踏みこめる 

  ようになったのである。 

   その後ＩＴの急速な進化によって顧客データベースの低価格化による導入が可能と 

  なり、M社（埼玉）、M社（茨城）、S社（山梨）、I社（大阪）等の企業が積極的に 

  メーカーを交えての実験をスタートさせたのである。 

   当初、メーカー側もスーパーマーケット側からの新しい協賛金・リベートの要求で 

  はないかとの疑心暗鬼で腰が引けていた。しかしながら徐々に実験自体、数値的なフ 

  ィードバックがあってメーカーの社内でも評価できる事が判明するや各社取組窓口を、 

  販社（営業担当）から本社（マーケティング部門）に切り返るところも出現した。 

   競争に勝ち残るためには絶えず新製品をマーケットに出さざるを得ない状況下のメ 

  ーカーは、膨大な開発費を投入しているが、その新製品が本当にマーケットに受け入 

  れられるかどうかによって、工場の本格ラインの立上げ、材料の仕入れ、広告宣伝費 

  等、次の段階で更に膨大な経費の投入という投資リスクが待っているのである。 

  又、新製品のスーパーマーケットの棚に並ぶためには、業界の慣行として膨大な登録 

  料（売上保証？）が必要となり、押し込んだ新商品がある日突然返品というリスクも 

  存在し、発売以降のリピート購買のデータはノドから手が出るほど欲しいのである。 

  新製品のバクチ的要素が強くなる中で、各メーカーのマーケティング部門のスタッフ 

  の予測・判断が企業利益を大きく左右する事となり、悩みも深くなって来ていたので 

  ある。 

  第一段階での営業窓口でのプロモーションの実施に関しては、メーカー側のFSPの理 

  解の進んだ企業では定着しつつある。地域の販社レベルが従来の取引の延長線上で販 

  促費を投入し、現場窓口同士でハンドリングできるからである。 

  しかしながら第二段階のメーカーの本社マーケティング部門のスタッフとの連携にお 

  いては、スーパーマーケット側の本部組織には、マーケッターといわれる人材がいな 

  いため、メーカーの要求に応えられないでいるのが実情であろう。 

  小売業側のＦＳＰ担当窓口の人事ローテーション（２年位？）によって、企業レベル 

  での知識・経験の蓄積ができないと言った問題も内包する。 

 

 

 

   

 

 

ビールメーカーとのプロモーション共同企画 

S社（山梨） 

I社（大阪） 

サブクラブ・「ベビークラブ」 
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⑥ 日本のメーカーのマーケティングのチェンジ 
 

   日本のメーカーは製造業としての機能だけではなく、戦後一貫して流通業に対しても 

  経営指導を含め「リテール・サポート」を行ってきた。マーケティングの主導権を握り、 

  建値制度、２０種を超える複雑なリベート制、返品制度、派遣店員制等を駆使してマス 

  ・マーケティングを推進してきた歴史がある。 

  しかしながら、モノ余り、オーバーストア、海外小売業の進出、中国製品の流入等の時 

  代を迎え、更に消費者の意識変化の流れの中で従来のマーケティング手法が通用しなく 

  なってきたのである。 

  マス・マーケティングを支えてきた新聞・チラシ・ＴＶ等によるマス・プロモーション 

  も費用対効果の面で疑問符がつけられる中で、新しいマーケティング手法を求め始めざ 

  るを得なくなってきた。 

  日清食品においてはプレミアムで開発した「ラ王」がスーパー等の店頭で目玉商材化す 

  る等の「ブランド価値」の崩壊に晒されてきた経験から「買って欲しい人をのみを選別し 

  て売るべきだ」と言う考え方に転換した。そのためには「ＦＳＰについては我々は一番進 

   んでいるメーカー。ＦＳＰをやっているスーパーやコンビニと組んでデータをフィードバックしても 

   らう」と安藤宏基社長は語った。（日経ビジネス２００３・４） 

  又、カルビー社でも２００８年に売り出した「ジャガビー」を従来のポテトチップスと 

  異なるコンセプトで構築した。即ち、この商品を買う顧客を２０代からの働く女性に絞 

  り込み、そのライフスタイル・プロファイルを綿密に構成して販売チャネルもコンビニ 

  だけとし、スーパーには展開しない戦略を打ち出したのである。スーパーだとターゲッ 

  トから外れる顧客層であり、チラシ商材になったりしてディスカウント競争に巻き込ま 

  れる危険があった。同社の戦略は見事に当り、２０代からの働く女性の支持を受けてコ 

  ンビニに於けるヒット商品の一つとなっている。 

  このように多くの食品メーカーでは消費者をセグメント（分類）し、ターゲットを絞り込み、 

  他社との違いを明確にするマーケティング手法「ＳＴＰ」を推進している。 

  又更に、サントリーや大正製薬等のメーカーが、新たなチャネルであるＴＶやオンライ 

  ン・ショッピングを用い、ダイレクトに顧客とのチャネル（販路）開発を活発化させて 

  いる。 

  メーカーだけではなく、マーケティング機能を引き受けてきた卸売業においても同様な 

  動きが見られる。 

  菱食では小売業とメーカーの間に挟まれた卸売業は、それらを上回る新たなマーケティ 

  ング機能を持つ事が生き残る唯一の手段として、取り組んだのがライフスタイル・マーケテ 

   ィングの導入である。スーパーマーケットの顧客である主婦を「７つの生活者スタイル（ラ 

   イフスタイル）」に分けてＦＳＰを行なっているスーパーマーケットと協同して品揃えや 

  プロモーションをすすめようとしている。 

 

 

 

   

 

 

菱食が分類した7つの生活者スタイル 

（1）「かしこい節約ママ」→20～30代、 

（2）「ネット愛用ママ」→30～40代、 

（3）「シャキーン！ 働きママ」→20～40代、 

（4）「教えて！ チャレンジママ」→30～40代前半、 

（5）「多忙ミドルお母さん」→40～50代前半、 

（6）「空の巣症候群」→50～60代前半、 

（7）「エンジョイシニア」→50代半ば～60代、 

２７歳独身女性、 

都内の閑静な１Ｒﾏﾝｼｮﾝ一人暮らし、 

ｲﾝﾃﾘｱ系お洒落な職場勤務、 

仕事も中堅、服装はﾅﾁｭﾗﾙ、 

知的で穏やか、ヨガと水泳 

体系は細身だが健康な肉付き 

夜間、ＴＶ見ながら小腹が空いた時・・・・ 
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ジャガビー（カルビー社）のＳＴＰ 

コンビニ専用 

スーパー・ドラッグストア扱い 

一版消費者、ファミリー向け 
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  私塾・寺子屋． 

    塾頭  大竹 佳憲 

ＦＳＰ外伝：「ポイントの変質・新たな競争の始まり」 
（第三の通貨・共通ポイントによって始まる業界を超えた合従連合） 

５-１：日本のポイントの現状は・・・？ 

    ① ポイントカードの発行状況は・・・？ 

    ② 日本のポイントカードの狙いとその機能 

    ③ 電子マネーの登場とポイントの変質 

５-２：「進む他企業・他グループとの連携」 

    ① 水平的提携・連携関係」の出現の背景 

    ② Tescoに見る水平的提携関係 

    ③ ネット販売業界のポイント戦略ｰ（ヤフー） 

    ④ ネット販売業界のポイント戦略- （楽天） 

    ⑤ ネット販売業界のポイント戦略- （アマゾン） 

    ⑥ 交通系のポイントカード戦略- （ＡＮＡ、ＪＡＬ） 

    ⑦ 交通系のポイントカード戦略- （Ｓｕｉｃａ） 

    ⑧ ポイント交換の一考察 

５-３：「ポイント専門業者の登場」 

    ① ﾛｲﾔﾙﾃｨ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを武器とするポイント専門業者の登場 

    ② 日本における共通ポイント事業の先駆者・・「Ｔポイント」 

    ③ 日本でもポイント専門業者が登場・・・「ポンタカード」 

５-４：「ポイントと電子マネーに対する法的規制の動向 

 

第５章 

ポイントは当初は会員のお買物に対する「感謝」、 

「おまけ」、「情報提供料」、「優良顧客のバロメー

ター」でした。 

日本ではディスカウント手段になってました。 

しかしながらここに来て第３の通貨としてポイント 

専門業者が現れ、業界を超えた優良顧客の争奪

戦がスタートしています。 

 

５-０ 
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５-１：日本のポイントの現状は・・・？ 

 前述したとおり、日本におけるポイントカードの誕生は販促手段としての「スタンプ 

カード（シール）であり、その後のPOSの普及によってポイントが電子的に付与される 

ようになった。更に１９９６年の「景品表示法」の規制緩和によって百貨店を中心に大 

手流通業がポイントカードをスタートさせ、１９９９年以降はFSPのツールとしてスー 

パーマーケットを中心に、爆発的に全国的に広がりを見せたのである。 

同様の時期に２大国内航空会社がマイレージをスタートさせ、その後には「Suica」「 

Edy」といった電子マネーが登場し、ポイント制度と結合して新たな展開を見せている。 

因みに現状の代表的なマイレージ・ポイントカードを業界別に見ていくと 

  【エアライン】  JAL、ANA、  アメリカン航空、デルタ航空、ノースウェスト、アリタリア、他 

  【ホテル・旅行】 JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行、ヒルトン、ハイアット、インターコンチネンタル、他 

  【電子ﾏﾈｰ・現金】 Edy、Suica、nanaco、WAON、PASMO、イーバンク、ジャパンネット銀行、他 

  【携帯・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ】 ａｕ、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル、So-net、他 

  【百貨店】  髙島屋、小田急、大丸、松屋、西武・そごう、丸井、東急、東武、藤崎、他 

  【スーパー・GMS】 WAON、ゆめカード、アイワイカード、ダイエー、ライフ、東武ストア、オオゼキ、他 

  【家電量販店】  ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダ電機、上新電機、ノジマ、ソフマップ、他 

  【本・CD・DVD】 アマゾン、TSUTAYA、ビーケーワン、HMV、ジェイブック、他 

  【ガソリンスタンド】 ENEOS、JOMO、コスモ石油、出光カード、出光カードまいどプラス他 

  【コンビニ】   nanaco、Ponta、サークルKサンクス、セイコーマート、他 

  【その他流通業】 青山、アオキ、マツモトキヨシ、ルミネ、他 

  【クレジットカード】  JCB、DC、クレディセゾン、NICOS、UFJ、アメックス、ダイナース、ジャックス他 

  【銀行・証券】 SBIポイント、りそな、三井住友、三菱東京UFJ、千葉、大和証券、他 

  【ネット通販】 GDO、セシール、楽天、ヤフー、ベルメゾン、トイザらス、他 

  【交通系】  ビューカード、京王、京成、近鉄電車、小田急、東急、東京メトロ、他 

  【ポイント専門】 Gポイント、ﾄﾞﾘｰﾑﾒｰﾙ、CMサイト、ネットマイル、他 

  【その他】   関西電力、商店街、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、 

とあらゆる業界を網羅していると言っても良いであろう。   

ポイント・マイレージの発行額も野村総合研究所の調査によれば2009年度には9,115 

億円、2014年度には9,849億円と予想している。 

なお、2009年度に関しては、2009年末までに使用（商品等に交換）された家電エコ 

ポイント793億円相当（1ポイント=1円として換算）を組み入れると、その総額は1兆 

円規模のポイント・マイレージが発行されたと見込まれている。  

 

＊因みにポイント・マイレージの発行が９０００億円として、１００円で１ポイントを適用すると 

 ９０兆円の取引に関与している事になる。 

日本におけるポイント･マイレージの年間最少発行額の推計・予測値  

国内10業界のポイント･マイレージ年間最少発行額（推計値、2008年度）  

2010年4月9日 株式会社野村総合研究所 

2010年4月9日 株式会社野村総合研究所 

① ポイントカードの発効状況は・・・？ 

第５章：ＦＳＰ外伝：「ポイントの変質・新たな競争の始まり」 
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② 日本のポイントカードの狙いとその機能 

 日本におけるポイントカード・マイレージカードは花盛りであるが、米国ではそうでも 

ないらしい。ＦＳＰ発祥の地はアメリカであるが百貨店業界を除いてスーパー等のＦＳＰ 

はポイント制ではなく、会員価格（電子クーポン）を代表とすらディスカウント訴求であ 

る。９５年以降インターネットでマイレージ・ポイント交換サイトが次々と誕生したが、 

その多くは今は存在しない。航空会社のマイレージも一時期は「第３の通貨」としてもて 

はやされたが、ＦＦＰの恩恵が及ばなかったビジネス業界の反感を買い、マイルそのもの 

を航空会社から購入して無料･格安航空券を買うといった状況が生まれている。 

コツコツ貯めるのが好きな日本人と、クーポン等、直接的にメリットを求めるアメリカ人 

の違いが反映されている。カナダ、ヨーロッパにおいてはポイント・マイレージが新たな 

通貨として席捲しているが後述する。 

日本におけるポイントカード導入の目的は大きく下記の通り７個に整理されよう。 

 ① 既存顧客の「囲い込み」 

     ポイントの「貯める楽しみ」、「使う楽しみ」の魅力によって競合他店への流出を引き止 

     める効果がある。スーパーの場合には３０００ポイントで固定化するという数値がある。 

 ② 既存顧客の「優良化」 

     「２０：８０」の理論通り、顧客を識別し、ランク付けし、優良顧客に特典をシフトする 

      事でより上のランクに誘導する。顧客ＤＢ活用がキーとなる。 

 ③ 新規顧客の獲得 

     会員・非会員の特典、サービスの格差を明確にする事によって新規顧客の勧誘を行なうの 

     である。 

 ④ 顧客購買の「呼び水効果」 

     ポイントを次の買物で使える事によってお徳感が生じる。割引はその場限りであるが、ポ 

     イントは値引きの原資として次の購買を促進する 

 ⑤ 低価格競争に於ける「価格のあいまい化」 

     対価各訴求だけでなく、ポイントを織り交ぜる事によって、Ｎｅｔ金額をあいまいにして 

     競合店に対抗できる 

 ⑥ 提携他社との「（相互）送客」 

     他社の発行しているポイント・マイレージとの交換やサービス利用に対して自社ポイント 

     の付与を行なう事で他社の会員の新規獲得（送客）が期待できる。 

     銀行等はポイント経費を販促費・顧客サービスとして流出を覚悟？ 

 ⑦ ブーム・ファッション・日本的「横並び」 

     日本的な同質化競争の中で、競争相手がやったから自社も・・・と言った理由が最も多い 

     であろう。その結果、顧客データを経営戦略レベルで活用する事に苦労している。 

 

家電業界：   

 ポイント＝値引手段、低価格競争対策（あいまい化）、呼び水効果 

       誕生： ヨドバシカメラ：「値引の平等･弱者救済」 

           （過去：声の大きな男性客に値引；現在：老人･女子供へのサービス） 

       現状： 定価崩壊（オープンプライス）による値引表示、 

           価格のあいまい化、呼び水効果 

航空業界： 

  マイレージ＝リピーターへの特典 
       誕生： アメリカン航空のＦＦＰ：「ヘビーユーザーの囲い込み」 
            顧客サービスの向上によるリピート・空席の活用 

       現状： 第三の貨幣、取り付け騒ぎのリスク、通常価格航空券の崩壊 

小売業界： 

  スタンプカードが起源＝オマケ＋囲い込み＆ ロイヤルティ・マーケティング 

      誕生： 米国百貨店（ﾆｰﾏﾝﾏｰｶｽ）、英国スーパー（テスコ） ポイントは情報提供の御礼 
        現状： FSP・ロイヤルティ・マーケティングの展開、ライフスタイル・マーケティング 
            ＜日本では実質ディスカウント商法の変形に・・・・マーケティング戦略の不在＞  

金融業界： 

  流通業から流入＝オマケ＋囲い込み ＆ ロイヤルティ・マーケティング 
        誕生： 英国スーパー（テスコ銀行）、テスコのロイヤルティ・マーケティングの導入 
        現状： セゾンカードの永久ポイント （戦略的に銀行から自動引落等の決済を奪取） 
             銀行の戦略不明なポイント （銀行も預金者もメリット不明？） 
             電子マネーの普及ツール 

オープンポイント： 
  グリーンスタンプ、ブルーチップ的ビジネス＝汎用性+退蔵益+商品差益 
       誕生： Ｔポイント、Ｇポイント、ＰＯＮＴＡ 
       現状： メリット ＝要員･組織不要、顧客にとって汎用的、新規顧客の流入 
            デメリット＝費用の固定化、顧客の囲い込み効果に限界、 
                   独自販促不可、ロイヤルティ・マーケティング手法を志向？ 
                   ポイントの流出側（囲い込み・呼び水効果の限界） 

電子マネー業界： 

  企業貨幣としてのシェアアップ、チャージ可能なプリカ 
        誕生： 非接触型ＩＣ利用の決済手段 
        現状： 単独系：Ｅｄｙに対して交通系（Ｓｕｉｃａ、イコカ、他）、流通系（ｎａｎａｃｏ、 
             ＷＡＯＮ）がポイントを武器として挑戦、携帯電話とも合体 

ネット通販業界： 

  企業貨幣（自社グループ内での決済手段）、囲い込み 
        誕生： 楽天、ヤフー、アマゾン 
        現状： 各社ネット通販時点にポイントを付与して囲い込み・呼び水効果を狙う 
             楽天はイーバンク、Ｅｄｙの買収を行う事によって流通･金融を融合化？ 

 塾頭の独断と偏見による日本のポイントカードの誕生と現状 

第５章：ＦＳＰ外伝：「ポイントの変質・新たな競争の始まり」 
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「Get Customer」、「Keep Customer」、「Grow Customer」の３つの視点での戦略立案と 

費用対効果の検証が求められている。 

「利益率１～２％の日本の小売業企業がポイント５倍、１０倍等の販促をするのはクレージー」 

      （ブライアン・P・ウルフ） 
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③ 電子マネーの登場とポイントの変質 

【電子マネーの普及に一役買ったポイント】 

   電子マネーはビットワレット社のＥｄｙがソニー、ドコモ、ＡＮＡを中心に先行して 

  いたが東日本ＪＲがＳｕｉｃａで後を追い、更に流通系のｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮが後を追った。 

  しかしながら電子マネーの欠点としてはプリペイド（前払い）方式であり、Ｉ枚１０ 

  ００円位のＩＣカードゆえに申し込み時５００円の保証金支払や、事前に現金をチャ 

  ージする事に対しての消費者の心理的抵抗があった。 

  更に店舗側においては、ＰＯＳに対するＩＣカードの専用読取装置の取り付けと、イ 

  ンターフェースのプログラムの開発の負担は大きく、投資対効果の見えずらい事から 

  発行元の先行投資も大きなものが強いられてきた。 

  そこで後発が用いた戦略はポイント制度である。電子マネーで買物等するごとにポイ 

  ントを付与し、魅力的なポイントプログラムを展開する事でＥｄｙを追撃した。 

   ２００７年から、流通系のｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮもポイント制をつけた電子マネーに参 

  入し、同年、Ｓｕｉｃａもポイント機能を加えて追随した。ＥｄｙとＳｕｉｃａは更に「お財布 

  携帯」を出し、現在では若い人を中心に３５０万人以上が所持している。 

  電子マネーによって日常の生活のうえで発生する小口現金の支払のわずらわしさから 

  の開放とポイントの魅力によって若い年代のみならず中高年のビジネスマンを中心に 

  広く普及する事となった。そのため造幣局の硬貨の発行枚数も、ピーク時の数千分の 

  １に激減している。 

 

【ポイントの変質：限りなき汎用性の追及】 

   ポイントの景品として最もほしいものは？というアンケートに対して過去から順不動 

  で登場する第一位は「現金」である。 

  貨幣はその使用範囲において、日本国中その制限がないという汎用性があるからである。 

  事実、日本で坪効率、経常利益率で常時トップクラスを占めるスーパーマーケット・オ 

  オゼキ（東京）では、ポイントカードで貯まったポイントを月１回現金で還元して地域 

  の顧客の絶大なる支持を集めている。 

   過去、ポイントはおまけ、景品として販促の一手段として使われていた。しかしなが 

  ら電子マネーの登場によってポイントがいとも簡単に１ポイント１円として、電子マ 

  ネーとしてチャージが可能となったのである。 

  又楽天、ヤフー等のＮｅｔ通販においても貯まったポイントを購入した商品代金に充当 

  できるのが当たり前になってきた。 

   これはポイントが企業貨幣として、擬似貨幣として変質した事に他ならない。 

  過去のオマケ、クーポン（割引券）、景品としてポイント交換・回収時点で販促費計上 

  していたが、このように擬似貨幣化した現在では発生時点でその金額を未払い経費、ポ 

  イント引当金として負債項目への計上が求められている。 

 

使用範囲 

（汎用性） 
分  類 備  考 

電子マネー 

・物販決済・Ｎｅｔ決済 

・プリペイド方式・ポストペイ方式 

・Edy、ｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮ、Ｓｕｉｃａ 

・ｉＤ、クイックペイ、スマートプラス 

共通ポイント 
（オープン） 

・共通ポイント専門業者 

・購入方式・ポイントバンク方式 

・Ｔポイント、ポンタ 

提携ポイント 
（交換） 

・グループポイント･地域ポイント 

・企業間交換ポイント 

自社ポイント 
（クローズ） 

・自社開発・自社運営 

 （おまけ、景品） 

広い 

狭い 

マーク 

ｎａｎａｃｏ ＷＡＯＮ Ｓｕｉｃａ ＰＡＳＭＯ ＩＣＯＣＡ Ｅｄｙ 

流 通 系 交  通  系 独立系 系 

名 称 

発行枚数 
（万枚） 

１，１８１ １，５５０ ３，０６９ １，５８６ ５５６ 
５，８９０ 
（１，１２０） 

利用可能 

拠点数 
７３，２１２ ９４，０００ １０７，５５０ ８４，０００ ８４，８９０ ２３７，０００ 

利用件数 
（拠点１日当り） 

２０．９ １４．３ １２．４ ６．９ ０．７ ４．５ 

利用件数 
（１日当り） 

１、５３０，１３０ １，３４４，２００ １，３３３，６２０ ５７６，９００ ５９，４２０ １，０６６，５００ 

出典･参考：日本経済新聞２０１０年９月５日特集記事 

運営主体 
セブン＆アイ 

ＨＤＧ 

イオン 

リテール 

ＪＲ 

東日本 

関東圏の 

公民鉄 

ＪＲ 

西日本 

ビットワレット 

（楽天） 

日本の電子マネーの状況 

日本の硬貨製造の対前年比推移 

企業通貨とその分類 
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http://www.2ch-credit.com/d-nanaco.html
http://www.2ch-credit.com/d-suica.html
http://www.2ch-credit.com/d-waon.html
http://www.2ch-credit.com/d-pasmo.html
http://www.2ch-credit.com/d-edy.html
http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/buy.html


CopyRight Shijuku Terakoya 2011･03 Ｐａｇｅ： 

 

① 「水平的提携・連携関係」の出現の背景 
 

 顧客データベースを持つという事は、顧客のプロファイルを持つという事であり、顧客 

を起点としたあらゆるビジネスの展開の可能性が見えて来るのである。 

製造メーカーは自社の製品のターゲットとする顧客を持つスーパーマーケットに対しては 

積極的に提携を申し入れてくる。 

顧客データベースを基盤とした川上・川中・川下「垂直的連携」は、満足度の高い特典の 

提供、プロモーション・品揃え・商品開発の実現を可能とする。 

同様に「水平的提携」として他の業種、他の小売業、他のグループといったものが出現し 

てくる事が予想され、一部スタートし始めた。 

顧客という資産が、企業・グループを合従連合に走らせるキーとなり、それがない企業は 

競争から取り残される運命にある。 

「水平的提携・連携」は概ね下記のステップで進むと考えられる。 

    ●ステップ① 「自社内利用」 

       自社企業内でのポイントの流通、顧客データベースの構築とレシートデータの蓄積 

        目的：自社の優良顧客の囲い込み、競合店との差別化 

    ●ステップ② 「提携・パートナー」 

        地域の他業種企業との連携・、クーポン券 （飲食店、美容院､ｽﾎﾟｰﾂ施設、） 

        他業界との連携   （保険、金融、クレジット、宅配、他） 

        目的：カードの利便性・機能の強化   

    ●ステップ③ 「企業間相互乗入れ」 

        他企業とのポイントの相互利用・ポイント交換 （小売用とｸﾚｼﾞｯﾄ会社、ｽﾀﾝﾌﾟ会社） 

        目的：カードの利便性・機能の強化・会員の増加策・相互送客 

    ●ステップ④ 「グループ内共通化」 

        グループ内企業でのポイント相互利用・特典共通化・グループ内資産の利用 

        目的：カードの利便性・機能の強化・特典強化・会員の増加策・相互送客、顧客データの活用 

    ●ステップ⑤ 「グループ間乗入れ」 

        他のグループとの相互乗り入れ 

        目的：カードの利便性・機能の強化・特典強化・会員の増加策・相互送客  

上記は独断と偏見にて区分けしてみたが、過去のクレジットカードの合従連合や、昨今の 

JR，私鉄グループの動き、ICによる電子マネーの動きからして、あながち大きく間違って 

いるとは思えないのである。 

顧客サービス戦略を突き詰めて行けば、最後には物販サービスのみでなく、金融・保険・ 

保守・宅配等のサービスが追加され、「小売業」というよりは「総合生活支援業」と呼ん 

だほうがよい状況が生まれよう。 

英国の流通業のトップ企業であるテスコ社は既にその様に変身し、日本の流通業でも７＆ｉ、 

イオンの両グループが銀行業を含めてその後を追いかけ始めている。 

 

「ポイント：水平的提携・連携」のステップ 

５-２：「ポイント：進む他企業・他グループとの連携 」 

企業内顧客資産 

ステップ① 「自社内利用」 ステップ② 「提携・ﾊﾟｰﾄﾅｰ」 

企業内 

顧客資産 

他企業内 

顧客資産 

    ステップ③ 「企業間相互乗入れ」 

企業内 

顧客資産 

企業内 

顧客資産 

企業内 

顧客資産 

グループ 

ステップ④ 「グループ内共通化」 

企業内 

顧客資産 

企業内 

顧客資産 

企業内 

顧客資産 

グループ 

企業内 

顧客資産 

企業内 

顧客資産 

企業内 

顧客資産 

グループ 

ステップ⑤ 「グループ間相互乗入れ」 

企業内 

顧客資産 

ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ 

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 

映画館 美容院 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店 

「地域生活カード」 

例：私鉄グループカード」 

鉄道 

不動産 

スーパー 
百貨店 

ホテル 

バス 

映画館 

遊園地 

５-４ 
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レストラン 

フィット
ネス 

テーマパーク 

ホテル 

旅 行 

Thomson Holidaｙ 
  （旅行会社） 
B&Q （DIY) 
Marriott Hotel 
H Samuel(宝石） 
Dollond&Aitchison 
  （眼鏡ﾁｪｰﾝ） 
Alldessﾁｪｰﾝ 
Beafeaster(ﾚｽﾄﾗﾝ 

ホテル宿泊 
各種チケット 
旅行パック 
テーマパーク 
各種イベント招待 
他 

商品券･割引券 

Dunnhumby社 

Tesco（83%)出資 
情報処理･分析･調査 
ﾃﾞｰﾀの販売、提案 

EHS Bann社 

世界最大の 
ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ 

Forward社 

ｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞ･ﾏｶﾞｼﾞﾝの発行 

Polestar Digital社 

ステートメントの製作・発行 

Lowe Haward Spimk社 

宣伝広告 

ベンダー 

メーカー 

データの販売 

ｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞ運用実務 
DM・特典計画 

ｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞﾁｰﾑ 

顧客の理解 

ｶｽﾀﾏｰｲﾝｻｲﾄﾕﾆｯﾄ 

価格政策・ 
宣伝広告 
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ企画 

ｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞ戦略ﾁｰﾑ 

 マーケティングﾞ部門 

Tesco.com 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 

TPF 
Tesco銀行 

FreeTime 
商品券の印刷 
パートナー事業運営 

ﾃﾞｰﾀ分析・洞察 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ化､ 

ﾊﾞｽｹｯﾄ分析 

効果測定、他 

ﾎﾟｲﾝﾄの売買 

雑 誌 

バウチャー（商品券） 

ステートメント 

 

② ＴＥＳＣＯ（英）にみる水平的提携関係 
 

   Tescoのロイヤルティ・マーケティングについては前章で説明したが、カード会員 

  の囲い込みの強化、及びカストマー・シェア（ウォレット・シェア）の獲得のために 

  はカードの機能・利便性の高度化が必要となる。 

  そのためのTescoの仕組みについて３つの角度から考察したい。 

 【ポイントの発行】 

   Tescoのポイントの発行は大きく分けて３ケ所で発行される。１番目は小売部門の 

  ４つのフォーマットの小売店舗、ガソリンスタンド、固定・携帯電話、インターネッ 

  ト等の利用に付与される。２番目は金融部門で銀行、保険の利用に対して付与される。 

  ３番目はカーレンタルや旅行社等の提携企業の利用時に付与される。それら利用ポイ 

  ントの明細については３ケ月毎に会員にステートメント（勘定書）として郵送される。 

 【ポイントの利用】 

   ステートメントにはクーポン、バウチャー（商品券）が同封されてくる。会員は商品券 

  でTescoでの買物だけでなく、提携したホテル、テーマパーク、レストラン、映画館等 

  で利用でき、しかも２ポンドの商品券は４倍の８ポンドとして扱われる特典がある。 

  旅行の際の航空券や宿泊等の利用に人気があるという。 

  これら提携店に対するポイントの売買、商品券の利用に関してはTescoの子会社であ 

  る「Free Times社」が行っている。 

  １６００万人とも言われるTescoのカード会員の持つポイントと商品券の威力は想像 

  以上のものがあるであろうし、提携企業も多くの特典をオファーするのもその「送客」 

  に対する期待が大きいからであろう。 

 【メーカーとの連携】 

   英国で最も詳細且つ最強の消費者情報を持つ企業はTescoが８３％の株式を保有す 

  る「ダンハンビー社」である。同社はライフスタイル、購買行動を含めた顧客情報を 

  メーカーに有料で提供している。メーカーはそのデータを基にTescoに対して多くの 

  プロモーションの提案を行う。具体的な数値や購買行動分析に基づいたターゲットと 

  した顧客に対して割引クーポンやDMを送付する事ができる。 

  その精度が高くなるほど、メーカーとしてもリスク分を顧客に対する思い切った販促 

  手段に投じる事ができる。 

  単純な割引クーポンだけではなく、ポイントの付与も行なっているが、ステートメン 

  トやDMだけではなく、顧客の受け取るレシートにダイレクトにクーポンやポイント 

  付与を印字、携帯電話によるプロモーション等で効果を上げている。 
 

  英国において食品販売のマーケットシェアが３０％を優に超えるTescoでは、その膨 

  大な顧客データベースを基にインターネットスーパー、モバイル、ホームセンター 

  ベビー専門店、エンターテイメント等の事業展開を積極的に行なっている。 

  まさに「揺りかごから墓場まで！」の事業の拡大であり、基本的に一社の力で推進し 

  ているところにTescoと言う企業の凄みがある。 

  

ＴＥＳＣＯのポイント運営組織 

ＴＥＳＣＯの究極の顧客囲い込み 
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http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=299&bci=4294966488|Restaurants%20%26%20Bars
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=181&bci=4294966216|Jewellery
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=108&bci=4294966502|Health%20%26%20Fitness
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=314&bci=4294967294|Days%20Out
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=466&bci=4294966506|Central%20England*4294966273|Buckinghamshire
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=114&bci=4294966219|Places%20to%20Stay
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=174&bci=4294967191|Travel
http://www.tesco.com/clubcard/deals/product.aspx?R=425&bci=4294966467|Magazines
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③ ネット販売業界のポイント戦略－（ヤフー） 
 

 

   百貨店、量販店に象徴される小売業の店舗販売が凋落を続ける中で、Net販売の勢い 

  が止まらない。顧客と人的に直接接触できないNet販売業会では、Ｎｅｔ市場に於ける 

  顧客囲い込み策、リピートを促進するための顧客データベースの構築とその活用が生命 

  線となってくる。蓄積した顧客の購買データ分析による顧客のライフスタイル、嗜好、 

  嗜好、購買行動等によって顧客像（プロファイル）を把握し、その潜在ニーズを先回り 

  して発掘し、リコメンド（提案）していかなければならない。 

 

   日本最大のポータルサイトを誇るヤフーではインターネット上の広告事業をはじめ、 

  イーコマース事業、会員サービス事業、その他事業を手広く展開している。 

  アクティブユーザーＩＤ数約２４００～２６００万人を擁する。 

  スタークラブ会員（申込不要）となった会員にはヤフーポイントを発行し、ネット販売、 

  オークション、アンケート回答、保険等ヤフー内２２のサービスで１００円で１ポイン 

  ト付与される。３ケ月期間の対象サービスの利用金額に応じて左図のようにランク分け 

  され、ポイントの率のアップ、割引セール、限定商品販売、ポイント倍増キャンペーン 

  等の特典が付与される。その他に、クジや抽選等に参加することで５倍、１０倍や１０ 

  ００ポイント進呈等の様々なポイントキャンペーンが実施されている。 

  更にその上のヤフープレミアムは月間料金３４５円の有料会員で音楽やゲーム等の無料 

  等の特典が得られる。 

  ポイントは決済手段としても使われるだけでなく、オークションの支払もポイントを利 

  用できるようにユーザー間での流通も始まっている。 

  ヤフーの基本的なポリシーとしては、ヤフーポイントはWeb上の店舗で貯める、使うと 

  いった自社内完結型の貨幣として流通させる事に重きを置いているといってもよい。 

  そのためヤフーポイントを相互交換できる提携企業もスイカとnanacoのみであり、一 

  方通行的他社のポイントへの交換はＪＡＬとジャパンネット銀行の２社のみである。 

  因みにヤフーポイント１０００ポイントはスイカに１０００円分をチャージでき、ジャ 

  パンネット銀行とは８５０円の現金と交換可能となる。 

  更に他企業のポイントをヤフーポイントに交換できる提携企業数も銀行、クレジット会 

  社等２３社に絞り込んでいる。手続きも交換単位に制限があり、交換期間も即日は少な 

  く、２～６週間も掛かるものが多く、利用者にとって交換の壁は高い。 

  そういった意味でヤフーポイントはヤフー市場のみに限定されたＮｅｔ通貨として「鎖 

  国主義的」クローズポイント制度を貫いているが、最近では左図のように「Ｔポイント」 

  とＩＤ番号を連携させて、ヤフーポウントとの選択肢を設ける等その戦略変更を行って 

  いる。 

   

  

   

スタークラブ（会員ランク） 

１０００ポイン
ト 

５００マイル 

交換 
１０００円分 

チャージ 

８５０円 

交換 

ポイント交換 
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ヤフー・ウォレットサービス 

伸びるネット販売 

http://rd.yahoo.co.jp/points/mh/0010/SIG=10ud7493p/*http%3A//points.yahoo.co.jp/
http://rd.yahoo.co.jp/shopping/tpoint/id1-t/*https://points.yahoo.co.jp/alliance/tpoint/guide?.src=shp&lg=jp&.intl=jp&.done=http%3A%2F%2Ftpoint.shopping.yahoo.co.jp%2F
http://rd.yahoo.co.jp/shopping/tpoint/id1-c/*https://points.yahoo.co.jp/alliance/tpoint/guide?.src=shp&lg=jp&.intl=jp&.done=http%3A%2F%2Ftpoint.shopping.yahoo.co.jp%2F
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④ ネット販売業界のポイント戦略－（楽天） 

   

   ２０１０年度で６２００万人の会員を擁する楽天ではテレビとネットの融合による様 

  々なコンテンツの配信を狙う。 

  顧客データベースを使う事によって、個々の利用者のライフスタイルに合わせた広告を 

  テレビの画面上に差し替える事ができるとし、過去のTBS買収劇の根もそこにある。 

  Ｗｅｂ上に楽天市場を始めとするFC,トラベル、ポータル、証券、銀行等様々なサービ 

  スを繰り広げ、１００円で１ポイントの楽天スーパーポイントで販促を進め、会員がネ 

  ット上でワンストップで利用できる事を狙っている。楽天カード入会時には５２００ポ 

  イント、期間限定１０倍ポイント、２００万ポイント山分け等々、日々多くのポイント 

  プログラムをキャンペーンで行なっている。更に獲得ポイント数と獲得回数に応じてレ 

  ギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナの４つの会員ランクを設け、ランク別専用ページ 

  （会員向けメルマガ）を使ってバースディポイントプレゼント、１０倍ポイントキャン 

  ペーン、ボーナス福引等の優待プログラムで囲い込みを行なっている。 

  ポイントは楽天サービスで貨幣代わりに流通させているが、個人向けの他に法人での参 

  加もできるようになっている。 

  更に楽天独自のＮｅｔマネーである楽天キャッシュを設け、購入、送信、受取、換金等 

  独自のサービスを展開している。例えば楽天市場で商品購入時にその決済手段として楽 

  天キャッシュと、楽天スーパーポイントの双方を使う事が出来る事になる。 

  更に２００５年には中堅信販であった国内信販㈱を買収して楽天ＫＣに改め、クレジッ 

  ト事業の展開、２００９年には電子マネーのビットワレット・Ｅｄｙの買収を行い、 

  「クリック＆モルタル」、即ちリアル店舗とＮｅｔ上の店舗での使用の利便性を高め、 

  楽天スーパーポイントの活性化と手数料収入の増加をもくろんでいる。 

  因みに買収年度の10月1日時点でのＥｄｙの発行枚数は約5,200万枚で、提携加盟店舗 

  は約16万店。そのうち通販サイトは約1万500店だった。期間限定ではあるが、楽天ス 

  ーパーポイントをＥｄｙに交換するといった事も実施して相乗効果を高めている。 

  提携企業とのポイント交換は楽天スーパーポイントの流出がないように相互交換はＡＮＡ 

  マイルと一部Ｔポイントのみとし、銀行、交通、ネットサービス、公共サービス等の 

  ３０弱の提携企業は楽天ポイントとの一方通行の交換であり、２～８週間の交換期間を要 

  する。 

  今後の楽天の戦略としては「楽天スーパーDB」、即ち４０００万人の会員（将来７００ 

  ０万人）の会員の嗜好や購買行動等を分析・把握できる顧客データベースがこれからのビ 

  ジネスで勝ち残るキーとして構築をすすめている。 

  更にEC事業を日本にとどめる事無く、中国、タイ、米国、フランスの起業との提携や買 

  収等グローバルな活動を強め、社内公用語を英語にした事は記憶に新しい。 

   

楽天の戦略 

楽天ｽｰﾊﾟｰＤＢ 

４０００万件 

数年後６～７０００万規模 

参考：読売新聞 

２００８・０６・１４ 

楽天証券ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

売上：２９９億 

営利： ６１億 

ネット証券 

楽天ＫＣ 

売上：６０４億 

営利：▲２４３億 

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ・ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ 

楽天証券トラベル 

売上：１２９億 

営利： ５８億 

宿泊・航空券の予約ｻｲﾄ 

ﾌｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
売上：９２億 

営利： ▲２億 

ＩＰ電話ｻｰﾋﾞｽ提供 
楽天野球団 

売上：７５億 

営利： ▲９億 

東北楽天ｲｰｸﾞﾙｽ 

楽天クレジット 

売上：１０５億 

営利： ２１億 

個人向けｶｰﾄﾞﾛｰﾝ・信用 

楽天グループ連結 
売上：２１３９億 

営利： １億 

税引後：３６８億 

楽天スーパーポイント 

楽天単体 

売上：６１６億 

営利： １８４億 

仮想商店街･楽天市場 

会員ランク別専用ページ 
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http://p-store.rakuten.co.jp/?scid=wi_grp_gmx_pst_ptop
http://ad2.trafficgate.net/t/r/93/3842/217519_263097/
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⑤ ネット販売業界のポイント戦略―（アマゾン） 
 

 
 

   書籍のNet販売でグローバルな動きを見せるアマゾンは、基本的には個々の顧客の過 

  去の購買履歴から趣味、嗜好、仕事のジャンル、読書傾向等を「A９」と称するエンジ 

  ンによって探り出し、それに合致するであろう商品をメール、ホームページ上でリコメ 

  ンド（推奨）するのである。（コラボラティブ・フィルタリング機能） 

  筆者も仕事柄書籍の購入は多いが、注文した本のジャンルのものを推奨されると購入し 

  てしまう確率が高い。書店に出かけて本を物色する事もなくなった。 

  そのアマゾンが現在狙っているのは書籍から脱皮し、全ての商品を扱う「総合オンライ 

  ンストア」である。取扱商品点数も衣・食を含む２１のカテゴリーで２０００万点を超え、 

  地球上で最も豊富な品揃えを実現したと豪語する。 

  「品揃え」、「低価格」、「利便性」の３つを武器に、キャンペーンでアマゾンポイン 

  トを高利率で提供してその利用を拡大しようとしている。 

  特に「利便性」では堺、市川、川越に４～７万㎡の物流センターを建設し、イノベーシ 

  ョンによる「在庫有」の仕組みを構築している。 

  このように、顧客と人的に直接接触できないNet販売業界では、顧客データベースの構 

  築と、蓄積したデータ分析による顧客プロファイル、嗜好、購買行動等の把握が生命線 

  となってくる。 

  アマゾンポイントについては対象商品のみ付与され、商品詳細ページには商品の写真、説 

  明、価格等と一緒に、付与されるポイント数と付与率が表示される。 （左図参照） 

  又、Amazonマーケットプレイス®の商品の購入にはポイントは付与されない。 

  １００円で１ポイント、次の購入時には同レートでポイントを充当できるが、有効期限 

  は１年であり、他の提携企業とのポイント交換は行なっていない。 

 

  他にAmazonマーケットプレイスでは、利用者が手持ちの中古品やレア物などを、利用者間 

  で安全に売買できる場である。また出店は①個人出品者、②プロマーチャント（大口出 

  品者）、③ 出店型出品者が「出店」という形で商品を販売する事ができる。 

  扱う商品は「新品」「中古品」「再生品（リペアまたはリパッケージ済み。保証付き）」 

  「コレクター商品（レア物）」に分けられる。 

•  

 

 

 

 

   

アマゾンのＨＰ  

商品詳細ページ 
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ポイント表示 
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⑥ 交通系のポイントカード戦略―（ＡＮＡ・ＪＡＬ） 
 

 
 

 【ＡＮＡマイレージクラブ】（ＡＭＣ） 

   １９９７年４月にＡＮＡマイレージクラブがスタートして以来、２０１１年１月現在で約 

  ２１００万人の会員を擁する。会員の多くは３０代～５０代のビジネスマンが多い。 

  ２００３年よりビットワレットのＥｄｙ事業に出資、Ｅｄｙ搭載の「ＡＮＡマイレージクラブＥｄｙ 

   カード」の発行を開始し、国内線航空券販売や全日空商事（売店）でのＥｄｙ決済の取扱い 

  を開始、更に２００４年からは国内線新搭乗サービス制度として「スマートｅサービス」 

  をスタートさせた。Ｗｅｂで事前に予約し、搭乗口の自動改札機にかざすだけでチェッ 

  クイン済みの搭乗券をうけとれる「ＳＫＩＰサービス」を開始している。 

  みずほ銀行、ヤマダ電機と提携してカード発行する一方で、多くの企業と提携しポイン 

  ト交換、ＡＮＡマイレージモールでの買物、旅行先のホテル、レンタカー、売店等、日常 

  生活の中でより多くのマイレージが獲得できる仕組みを作っている。 

  マイル提携店網は２０１０年３月で６５０社、１２万店舗以上、ネットショップも２５ 

  ０社以上を数える。貯まったマイレージの利用も航空券購入、同クーポン、アップグレ 

  ードの他に、景品交換、限定ツアー、Ｅｄｙへのチャージ等可能である。 

  更に利用頻度の多い利用客をプレミアムメンバーとして「ＡＮＡスーパーフライヤー」、 

  「ブロンズサービス」、「プラチナサービス」、「ダイヤモンドサービス」と称して特別な 

  報奨、サービスを提供し、優良顧客の囲い込みと利用頻度のアップを狙っている。 

  マイレージは国際線においてはスターアライアンスメンバー２６社、マイレージ提携８社 

  の利用によって獲得できる。 

 

【ＪＡＬマイレージバンク】（ＪＭＢ） 

   国内路線網でＡＮＡの後塵を拝してきたＪＡＬも、２００３年のＪＡＳの統合を機に 

  追撃体制に入り、「ＪＡＬスカイプラス」を「ＪＡＬマイレージバンク」と改称し、２００ 

  ９年末には２２６９万人の会員を集めた。 

  プログラム的にはほぼＡＮＡと同一と言っても良いほど拮抗している。 

  ＪＡＬマイレージバンクカードという事で国内旅行社や鉄道・バス会社と提携してのク 

  レジットカードの拡大は成功したがＡＮＡに比べて電子マネーについては遅れを取り、 

  先行していたSuicaカードとの連携も後にANAも加わった。２００８年からWAON（イ 

  オンＧ）の電子マネー対応のICカードをスタートさせている。 

  全国３９０００店舗のJALカード特約店でマイルが付与され、マイル提携店舗網は２０ 

  ００社・７万店舗、ネットショップは３００社を数える。 

  ポイント数、搭乗回数で「クリスタル」、「サファイア」、「プレミア」、「ダイヤモンド」 

  でボーナスマイル、ラウンジの利用、優先空席待ち、アップグレード、各種クーポンの 

  提供を行なっている。国際的アライアンスはワンワールド加盟の１２社、その他提携３社 

  でマイレージを獲得できる。 

  因みに提携店は売上高１００円で１マイル、１マイル当り３円５０銭、更にＪＡＬカー 

  ド使用時１００円に就き２マイル、即ち７円４０銭のＪＡＬへの支払が生じる 

    

 

   

ＡＮＡｽｰﾊﾟｰﾌﾗｲﾔｰ  ブロンズサービス  プラチナサービス ダイヤモンドサービス 

ＡＮＡマイレージクラブの提携関係 

週間ダイヤモンド２００７・１・２０ 

JALマイレージバンクの提携関係 

第５章：ＦＳＰ外伝：「ポイントの変質・新たな競争の始まり」 

５-９ 

https://www.ana.co.jp/amc/reference/elite/diamond.html
https://www.ana.co.jp/amc/reference/elite/platinum.html
https://www.ana.co.jp/amc/reference/elite/bronze.html
https://www.ana.co.jp/amc/reference/elite/spfs2.html
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⑦ 交通系のポイントカード戦略―（Ｓｕｉｃａ） 
 

 
 

   Suicaは東日本JRが２００１年より本格的に展開したIC搭載のカードであり、２０１ 

  ０年９月で約３４００万枚発行され、内３１００万枚は電子マネー対応（Felica搭載） 

  のカードである。２００６年１月からは携帯電話に搭載可能なモバイルSuicaを出し、 

  ２００９年４月には１５０万人を突破した。３９ケ月という短期間であった。 

  定期券の他に電子マネーの機能を持つFelicaを搭載し、現金をチャージして切符等の購 

  入だけでなく、２００４年からは通常の商品購入に使えるようになり、２００７年から 

  はポイントの仕組みをスタートさせた。 

  現在では東日本ＪＲ関連のＫＩＯＳＫやルミネ等の商業施設の他に、イオン、ローソン、 

  ファミリーマート、セブンイレブン等のコンビニを始め、髙島屋、ビックカメラ、青山、 

  紀伊国屋書店等１２万店舗を超える店で使用でき、コカコーラの自動販売機でも使用で 

  きる。 

  その利用件数も加盟店の増加で２０１０年度で１日当り２１０万件を越えるという。 

  更に関東のバスや私鉄での相互利用から関西や九州と言った交通会社との相互利用が広 

  がり、乗車料金だけでなく、商品購入の電子マネーとしての利用提携も広がっている。 

  カードの機能強化という事ではViewカードとのドッキングを果たし、自動チャージや、 

  モバイルSuicaによる新幹線のチケットレスサービス機能も追加した。 

  Suica機能つきクレジットカード発行も横浜銀行、ANA、みずほ銀行、SMBC、ヤフー 

  、イオン、トヨタ等の企業と提携して発行している。 

  ポイントは「エキナカ」と言われるエキュートやコンビニ、「マチナカ」と言われる提 

  携店、「イエナカ」と称するWebでのショッピング等で獲得でき、貯まったポイントは 

  電子マネーとしてチャージ可能となるほか、WAONやヤフーのポイントとも交換できる。 

 

  Suicaカードは「エキナカ」から飛び出して、電子マネーとして広く使われるようにな 

  ってきた。それによってSuicaの最大の強みは個人の「移動情報」、「買物情報」、「 

  生活情報」のデータの取得ができることが判明した。 

  即ち幅広い会員のライフスタイル、購買行動を分析できる絶好のカ－ド（携帯電話）に 

  なり、さらにその拡大を続けているのである。 

  東日本JRではこれら蓄積した顧客データを分析し、マーケティングィング情報として提 

  携店に提供したり、協同プロモーションを企画したりして「送客」の仕組みを志向してい 

  ると言う。 

 

 

 

    

 

   

Ｓｕｉｃａの提携関係（２０１０・３現在） 

出典：Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/ICCard_Connection.svg
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⑧ 携帯電話業界―（ＮＴＴドコモ） 
 

 
 

 【日本最大のポイントサービスを提供】 

   現在、日本最大のポイントの会員を擁しているのはＮＴＴドコモの「プレミアクラブ 

   」であろう。それまでのポイントサービスを見直し２００４年にリニューアルして、 

  スタート時３０００万人が２０１０年度では５０００万人に達している。（右図） 

  ポイントは利用代金１００円で１ポイントの他にＩモードサイト、ＤＣＭＸ（クレジ 

  ットカード＆ｉＤ電子マネー）、ネットショッピングの利用時に付与される。更に４ 

  ０社以上のアライアンス企業とはポイント付与、ポイント移行の契約を結んでいる。 

  会員は前年の利用実績、継続期間に応じてステージが決定され、ポイントの付与率が 

  変化する。右図のように最上位のプレミアステージは１００円につき４ポイント付与さ 

  れるが２０１１年４月からは更に継続利用１０年以上、年間２５００ステージポイン 

  ト以上の上位会員には「プレミアステージα 」が設定され、同７ポイントになった。 

  携帯電話会社同士の顧客争奪戦の中にあって、上位の優良会員の囲い込みを強化して 

  いる。貯まったポイントは旅行、グルメ、エンターテイメント、リビング等のアライ 

  アンス企業提供の特典を利用できるが、多くの会員は携帯電話上位機種の買い替えに 

  利用し、ポイントの流出は少ない。 

 

 【送客システム】 

   携帯会社ならではのサービスとしてアライアンス企業への「送客」効果が上げられ 

  る。例えばファーストフード店では期間限定である狙った地域、年代にしぼって特別 

  割引キャンペーンを実施する事ができ、同時に店内でアンケートに携帯で答えてもら 

  う事でキャンペーン効果を測定できるのである。割引の負担やアンケート回答に対す 

  る謝礼のポイントはアライアンス企業の負担となるが、膨大な会員数がそれを可能と 

  している。例えば２００９年には首都圏･関西圏で展開する有料老人ホームの会社が、 

  見学会への招待という事で見学時に１０００ポイント、入居時には最大１０万ポイン 

  トを提供するキャンペーンを行った。送客を目当てに参加企業も増え、プレミアクラ 

  ブの優待サービス内容はそれによって充実度を増している。 

 

 【プレミアパネル（会員アンケート）】 

   ５０００万人の携帯電話ユーザーは性別、年代、居住地、更には利用店舗等の精度 

  の高い情報であり、対象を絞り込んだアンケート調査が容易である。更に携帯と言う 

  特性から安価・大量・迅速である。 

  ２００６年にドコモでは法人向けのモバイルマーケティングと称した「プレミアパネル 

    」を立上げ、有効な調査及び販促ツールとしてビジネスを展開している。 

  購入及びアンケートの回答に対しての謝礼であるポイントは依頼した法人持ちとなる。 

 

 

    

 

   

ＮＴＴドコモ「プレミアクラブ」会員推移 

出典：Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ 
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ＮＴＴドコモ「プレミアクラブ」会員ランク 

ＮＴＴドコモ「プレミアパネル」 
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ＮＴＴドコモ 「プレミアパネル」 

ＮＴＴドコモ 「プレミアパネル」ＨＰ 

ＮＴＴドコモ 「プレミアパネル」 

５-１２ 

５０００万人の会員年代構成比 

会員性別・既婚者別構成比 
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⑨ クレジット業界 （セゾンクレジット） 
 

 
 

 【セゾンカードの永久ポイント】 

   激しい顧客争奪戦のクレジットカード業界のポイントは通常1000円で1ポイント 

  であり、カード利用による店舗等における通常の買物だけでは貯まる速度も遅く、更 

  にポイントの有効期限の存在は多くの利用者にとってサービス度の低い欠点を内包し 

  ていた。 

  クレディセゾンではセゾンカードの差別化戦略として初めてポイントの有効期限を取 

  り払い「永久不滅ポイント」を打ち出すとともに、携帯料金や公共料金の支払、家族の 

  ポイントの合算等のサービスを次々と開発し、ポイントの貯まる仕組みの開発と、魅 

  力アップを行っていった。 

  ポイントを差別化戦略の柱に、会員顧客の日常生活への密着を模索し始めたのである。 

 

 【永久不滅．Ｃｏｍ】：ポイントサイト 

   更にクレディセゾンではインターネットによるネット・ショッピング等Ｅコマー 

  スの発展に伴い、「永久不滅．Com」（永久不滅ドットコム）といったポイントサイト 

  を構築した。このサイトを経由してインターネットを利用する事でポイントが貯まる 

  仕掛けを構築したのである。例えば直接オンラインショップでセゾンカードを用いて 

  ５０００円の買物をすると永久不滅ポイントは５ポイントの獲得であるが、「永久不 

   滅．Com」を経由する事で最大２０倍の１００ポイント獲得できる仕組みにしたので 

  ある。更に１０００円以下の取引への対応や、買物しなくてもポイントの貯まる仕組 

  みを構築し、ポータル･サイトの座を占めようとしている。 

    ①オンラインショップは４７０以上利用でき、永久不滅ポイントも２～５倍獲得できる 

       ②検索ポイント： １日最大４回、２０検索ポイント、  １００検索ポイントで１永久不滅ポイントＧｅｔ 

       ③永久不滅オークション： 買取、買取査定、落札、サイト無料登録で １～３倍の永久不滅ポイント 

       ④永久不滅コンテンツト：音楽･ゲーム･宅配レンタル・書籍等で１００円で１コンテンツポイント 

                     １００コンテンツポイントで１永久不滅ポイント 

       ⑤永久不滅リサーチ：   １００リサーチポイントで１永久不滅ポイント 

       ⑥資料請求・予約・会員登録・見積り請求で 永久ポイント 

                   ＪＡＦ、保険、証券、ネット銀行、航空券、ツアー、宿泊、レンタカー他 

       ⑦クーポン：宿泊、レストラン、美容院等の割引クーポン券の購入で２～１１倍の永久ポイント 

       ⑧「食べログ」クチコミ ； グルメのクチコミ、結婚式場等のクチコミで永久ポイント 

       ⑨永久不滅ＷＡＬＫＥＲ： 専用歩数計  ５０００歩以上、 １０００歩で１ヘルスポイント 

                    １０００ヘルスポイントで２００ポイント 

       ⑩ＵＣカードの利用 

       ⑪セゾン証券仲介ポイント 

  

    

 

   

永久不滅リサーチ （１００ﾘｻｰﾁﾎﾟｲﾝﾄ／永久ﾎﾟｲﾝﾄ） 

永久ポイントは支払にも充当可 

オンラインショッピングで貯める 

５-１３ 
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順位 ポイント名 割合 前月比較 

1位 ANA 22.78% 1位(－) 

2位 JAL 14.59% 2位(－) 

3位 楽天 8.38% 3位(－) 

4位 Tポイント 4.42% 4位(－) 

5位 Edy 3.83% 5位(－) 

6位 NTTドコモ 3.57% 7位(↑) 

7位 ヤフー 3.13% 6位(↓) 

8位 Gポイント 2.31% 11位(↑) 

9位 Amazonギフト券 2.27% 9位(－) 

10位 ヤマダ電機 2.19% 8位(↓) 

11位 Suica 2.09% 10位(↓) 

12位 現金（楽天銀行） 2.02% 12位(－) 

13位 デルタ航空 2.00% 13位(－) 

14位 au 1.70% 17位(↑) 

15位 PeX 1.35% 18位(↑) 

16位 ビックカメラ 1.35% 15位(↓) 

17位 WAON 1.26% 19位(↑) 

18位 ヨドバシカメラ 1.22% 14位(↓) 

19位 Suicaポイント 1.18% 20位(↑) 

20位 現金（ジャパンネット銀行） 1.04% 16位(↓) 

ポイントリサーチ：交換先人気ランキング 

出典：ポイ探：２０１１・０３ 

http://stats.poitan.net/out-201103.html 

 ⑧ ポイント交換の一考察 

 

      ポイントには相矛盾する特性がある。 

   顧客を「囲い込み」、ポイントを「呼び水効果」として使ってもらうためには一社完結 

   型の「クローズ・ポイント」の仕組みが良い事は言うまでもない。 

   しかしながらポイントプログムの魅力度を上げ、日常的に使用して貰うためには汎用性 

   （「オープン・ポイント」）といった矛盾する問題点が浮上してくる。 

   汎用性（オープン）の高いポイントで、且つ経費・人手をかけないで運用するためには 

   外部へのアウトソーシングやポイント交換等を考えなければならなくなるが、「囲い込 

   み」と「呼び水効果」といった本来のポイント制の目的・利点が見えなくなってくる。 

   即ち、オープン･ポイントの仕組みの中ではポイントを発行しても、そのポイントの累積と 

   利用はより魅力あるポイント制・交換条件の充実した企業に集中し、最悪自社としては 

   単にポイント発行費用のみ負担する形となりかねないリスクを持つ。 

   中には「Ｔポイントの会員は２０代、３０代が多いから、Ｔポイントの発行でその客層 

   を取り込もう」といった戦略の企業もあるかもしれない。しかしながらその企業が期待 

   する「送客システム」がキチンと機能しているか否かの検証が問題となる。 

    

   右図はWebの「ポイ探」の統計資料でポイント交換先の人気ランキングである。 

   ＡＮＡ，ＪＡＬ、楽天、Ｔポイント、Ｅｄｙの上位５社で５４％を占める。 

   逆にポイントの流出ランキングでは金融系クレジットカード会社が２０位ランク中９社 

   も占め、ついでポイントサイト系が７社、そして物販・サービス系が３社と続く。 

   「ポイ探」はＷｅｂ上にあるため、ポイント収集している会員すべての実態を反映して 

   いるわけではないが、一つの傾向を表しているといっても良いであろう。 

   特に銀行、銀行系クレジット会社等の金融会社のポイントは流出のみである。自社の顧 

   客のニーズに合ったポイントプログラムを開発しているとは到底思えず、何のために始 

   めたポイント制なのか理解に苦しむ。逆にクレディセゾンが公共料金等の振込時に永久 

     ポイントを付与して銀行の決済機能を巧みに取り込んでいる。銀行等が扱う日本国家の 

   貨幣ではなく、ポイントといったクレディセゾンの企業貨幣、擬似貨幣を武器に銀行の 

   顧客の奪取と囲い込みを狙う戦略が透けて見える。 

   そういった意味で現状では、銀行が発行するポイントは単なる販促費のたれ流しであり、 

   ポイント制を廃止しても業績には全く影響はないと思われる。 

 

   今後「送客」といった言葉が表面に出てくるであろうが、ポイント発行元の顧客データ 

   ベースを用いてのマーケティング力が問われてくる事になろう。 

   今後日本では戦国時代の如く、ポイントを軸にした合従連合が激しく続く事が予想され 

   る。 
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http://rdir.poitan.net/2.html
http://rdir.poitan.net/1.html
http://rdir.poitan.net/36.html
http://rdir.poitan.net/43.html
http://rdir.poitan.net/43.html
http://rdir.poitan.net/74.html
http://rdir.poitan.net/46.html
http://rdir.poitan.net/46.html
http://rdir.poitan.net/37.html
http://rdir.poitan.net/29.html
http://rdir.poitan.net/29.html
http://rdir.poitan.net/42.html
http://rdir.poitan.net/42.html
http://rdir.poitan.net/81.html
http://rdir.poitan.net/73.html
http://rdir.poitan.net/76.html
http://rdir.poitan.net/10.html
http://rdir.poitan.net/47.html
http://rdir.poitan.net/146.html
http://rdir.poitan.net/34.html
http://rdir.poitan.net/150.html
http://rdir.poitan.net/80.html
http://rdir.poitan.net/152.html
http://rdir.poitan.net/152.html
http://rdir.poitan.net/77.html
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① ロイヤルティ・マーケティングを武器とするポイント専門業者の登場 
 

  ● ヨーロッパ、カナダでは・・・？ 

   Tesco社（英）のロイヤルティ・マーケティングは単独の企業として成功を収めている。 

  その仕組み作り、分析に当初から参画してきたダン・ハンビー社は今ではその株式の８０ 

  ％以上をTesco社が保有する。ダン・ハンビー社は米国に進出し、スーパーマーケットの 

  Ｎｏ企業のクローガー社、ホームセンターのホームデポ社、百貨店のメーシー社等でロイ 

   ヤルティ・マーケティングの移植・コンサル業務を請け負っている。 

  英国においてウォルマート社に買収されたＡＳＤＡ社の低価格攻勢に打ち勝った唯一のビ 

  ジネス・モデルとして高く評価され、米国内でのウォルマート対抗策として導入され 

  たのであろう。 

  それに比べ、多くの小売企業がTesco社と同時期にカード戦略をスタートさせたにも関 

  わらず、停滞・頓挫・中止のやむなきに至っている。 

  その中でグループ・アエロプランは破綻した米国の航空会社のマイレージ部門を買収し、 

  その「第３の通貨」としての機能に着目した共通ポイントプログラムの専門会社を設立し 

  カナダ、英国、イタリア等で展開している。 

  英国では「ネクターカード」と称してスーパーマーケットのセインズベリー、ガソリンの 

  ＢＰ、アマゾン、レンタカーのHerts、ガス会社、ゲーム等々１００社以上の企業で、ポイ 

  ントを獲得できる仕掛けを作り、更に収集したデータを基に会員顧客のライフスタイル 

  やライフステージをきめ細かく分析し、ロイヤルティ・マーケティングのための情報提供と 

  コンサル業務を請け負っている。 

  まさにネクターは英国内の各業種の有力企業を参画させ、Tesco社に匹敵するマーケテ 

  ィング手法でTesco包囲網を形成しているに等しい。 

  ビジネスモデルとして昔のグリーンスタンプに似てはいるが、スタンプがポイントに変 

  わっただけでなく、オンラインで収集した個客データを分析して、参加企業に有益な情 

  報提供とともに「相互送客」の仕掛けを作り、ネクターカード会員に対しても魅力的なロ 

  イヤルティ・プログラムを開発している。ポイント専門業者として多くの有力企業の参 

  加を推進する事によってネクターカード会員はよりポイントを貯めやすく、使い勝手の良 

  い環境がスパイラルに出来上がってくる事になる。 

  例えば世界の基本通貨「ドルの通貨圏」に対する「ユーロの通貨圏」のように、ネクタ 

  ーポイントといった企業貨幣で究極の囲い込みの仕組みを構築する事が狙いと言っても良 

  いであろう。 

 

  Tesco社の場合にはスーパー、コンビニ、ホームセンター、ネットスーパー、銀行、保 

  険、モバイル、エンターテイメント等自力で多くの業態、チャネルを広げる一方で、遊 

  園地、旅行社等外部の企業とポイント利用範囲を広げている。 

  英国でのTesco社とネクターの戦いには目が離せないものがある。 
 

  

高 

ネクターカード（英国） 

５-３：「ポイント専門業者の登場 」 

セインズベリー（ネクターカード） 

ダブルポイントキャンペーン 
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http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/bp.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/expedia.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/hertz.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/aa.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/ford.points
http://www.nectar.com/collect/travel-and-motoring/nectar-car-insurance.points
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/avon.points
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/evanscycles.points
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/amazon.points
http://www.lovefilm.com/nectaroscars2011
http://www.nectar.com/collect-online/retailer/game.points
http://www.nectar.com/collect/home-and-garden/british-gas.points
http://www.sainsburys.co.uk/sol/index.jsp?GLOBAL_DATA._searchType=0
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② 日本における共通ポイント事業の先駆者・・・「Tポイント」 
 

   日本における共通ポイントの代表選手としては「Ｔポイント」が挙げられよう。 

  スタートは２００３年、ビデオレンタル業界のツタヤ（TSUTAYA）を運営するカルチュア 

  ・コンビニエンス・クラブ（CCC)の子会社、Tカード＆マーケティング社がポイントプログラム 

  のアライアンス（提携）事業展開をスタートさせた。 

  その特徴は航空会社のように、マイレージを提携企業に販売するのではなく、「ポイン 

  トバンク」として提携企業が発行したポイント代金を預かり、管理するに過ぎない。 

  会員顧客への還元代金もそこから引き出し、失効ポイントの代金は提携企業に返却する。 

  Tカード＆マーケティング社の収入はポイント代金の数パーセントのシステム利用料だけ 

  となる。提携企業は基本的に１業種1社とし、日常生活の中のあらゆるシーンで提携企 

  業に「送客」するための連合体としての顧客の囲い込みを狙っている。 

  ２０１０年５月末で３５００万人の会員を擁し、日本人口に占める割合は27.6％、2 

  0代で6割、３０代で５割といった若い年代層が多く、その年代層の「送客」を期待し 

  ての提携が多い。２０１１年３月現在で１１５ブランド、３５４３５店舗、Ｎｅｔ４サ 

  イトの利用が可能となっている。 その提携企業の形態も幾つかに分かれる。 

  【カード発行＋ポイント発行の提携先】 

     カメラのキタムラ、ファミリーマート、富士シティオ、スリーエフ、アイシティ、 

     ドトールコーヒー、毎日新聞社 

  【ポイント発行の提携先】 

     ニッポンレンタカー、スカイラーク、アルペン、阪急・阪神ホテル、アート引越センター 

     ティップネス、牛角、オートバックスセブン、シダックス、ロッテリア、Edy導入店 

     JCB加盟店、青山（首都圏のみ）、東急ホテル、近畿日本ツーリスト、三井不動産、他 

  【ポイント利用の提携先】 

     TSUTAYA、キタムラ、ファミリーマート、スカイラーク、牛角、フジシティオ、 

     スリーエフ、オートバックス 

  【Tポイントに変換ができる提携先のポイント：一方交換】 

     ファミマネットポイント、DC、三菱東京UFJ、UC、JCB、りそな、三井住友、他 

  【Tポイントとの相互ポイント交換】 

     ANAマイル、楽天 

 

  マーケティングデータとしてはTSTAYAのカードは毎年更新で若い年代のデータの鮮 

  度と正確性は高いと評価されている。レストラン等エリア別分析が有効とされている 

  が、ライフスタイルや嗜好、購買行動までのロイヤルティ・マーケティングまでは踏み 

  込んでいない。 

  尚、過去、提携した企業で解消した企業も多い 

     ジャランnet、ローソン、新星堂、モンテローザG(白木屋、魚民）、ピザハット、ブックオフG 

      ワーナーマイカルシネマズスカイラーク、青山（首都圏除く）、メガネスーパー、 

Ｔポイント提携企業 

60.1% 49.0% 29.1% 24.1% 

Ｔﾎﾟｲﾝﾄ会員；日本の世代別人口に対する構成比 

２０１０・５現在 

ＣＣＣ発表データ 

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 
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http://tsite.jp/pc/r/al/mtu.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/jpbank.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/alpen.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/alpen.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/wowow.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/tipness.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/knt.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/tokyu.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/hankyu.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/kitamura.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/shidax.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/family.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/three-f.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/fuji.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/gyukaku.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/bamiyan.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/lotteria.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/dotor.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/aoyama.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/yahoo.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/eneos.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/autobacs.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/nrs.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/art.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/mainichi.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/edy.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/jcb.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/dc.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/uc.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/visa.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/gusto.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/tsutaya.pl
http://tsite.jp/pc/r/al/smbc.pl
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:T-POINT.jpg
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 ③ 日本でもポイント専門業者が登場・「ポンタカード」 

 
 

   日本においてもネクターカードと同じコンセプトで運営するポイント専門業者が誕生 
  した。それは三菱商事ではLoyaltyOne社と提携し「共通ポイント事業】と称する「ポ 
  ンタカード」である。２０１０年春にスタートし、１周年で３０００万人の会員を集め、 
  参加企業も３４社、１３７７０店舗に達している。 
  ローソン、すき家、アオキ、タイヤ館、ケンタッキーフライドチキン、ヒマラヤ等国内 
  の各業種の有力企業を加盟店としている。 
  「ポンタカード」をスタートさせた三菱商事は日本の流通業界においてはローソンを、そ 

  して食品卸は菱食を擁して大きな影響力を持つ。英国の卸売でも現地の大手企業を擁し、 

  Tesco社との取引先としてもロイヤルティ・マーケティングについてもつぶさに研究で 

  きる立場にあり、当然ライバルであるセインズベリー社のネクターカードについても豊富 

  な情報に接する立場にあった事が想像できる。 

  事実、菱食においては前述の如くライフスタイル・マーケティングを志向し、その傘下 

  にＦＳＰの情報分析・コンサル専門会社としてＣＭＣ社を擁している。 

  そして今回、カナダのLoyaltyOne社と提携して日本でLoyalty Marketing社を設立して 

  展開したのが「ポンタカード」である。 

  顧客情報の分析から個々の会員に対するロイヤルティ・マーケティングを志向したポイ 

  ントプログラムを開発･提供し、業界を跨いだ複数の提携企業が活用する「参加企業間の 

   相互送客モデル」の構築を目指すとしている。 

  即ち「ポンタカード」保有の会員をコンビニならローソン、牛丼ならすき家、紳士服なら 

  ＡＯＫＩの顧客として送り出す仕組みである。 

  「ポンタカード」の共通ポイントを用いた提携企業の大掛かりな囲い込み戦略と言っても 

  良いであろう。 

  グローバルに展開するロイヤルティ・マーケティングのビジネスモデルが日本に上陸し 

  た事となる。 

  LoyaltyOne社のポイントシステムの仕組みと、購買データを分析しての参加企業に対 

  する「相互送客」の仕組みは、流通業界の「優良顧客争奪戦」が企業間の個人戦だった 

  ものが、チームとしての団体戦に移行するものに変えて、戦国時代さながらの合従連合 

  の戦いをスタートさせるであろう。 

  当面はＴポイントとの一騎打ちの様相を呈すと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

Ｌｏｙａｌｔｙ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ、ＩＮＣ 
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ポンターカード（日本） 

◆共通ポイントプログラム運営 

   ・共通ポイントカードの発行 

   ・会員情報管理／本サービス利用者の個人情報を含む顧客データ管理 

   ・ポイント管理／ポイント発行◆提携社向けサービス提供 

   ・ポイント処理環境支援 

   ・定型実績情報提供 

   ・データ分析、市場分析によるマーケティング活動支援 

   ・会員コミュニケーションおよび手段提供（WEB/モバイル） 

   ・キャンペーンサポート◆マーケティング業務 

   ・ブランディング統括 

   ・カスタマーセンター運用・管理 

   ・既存・新規会員向け業務◆提携社開拓 

 

◆ポイント商品交換プログラムの企画・運営 
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http://tsite.jp/pc/r/al/potora.pl
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 ④ ポイント交換サービス：「Ｇポイント」 

 

   多くの企業で発行するポイントを獲得しても個々のポイントの累積は微々たるモノで 

  その利用までのハードルは高い。即ち消費者にとって互換性のないポイントが点在して 

  も、結局活用できず、最終的には企業に対するロイヤリティを損なう結果となる恐れも 

  発生する。そこで登場したのがポイント交換を専門とする業者が登場した。 

  ジー・プラン株はポイントを発行する企業と消費者双方のニーズを満たす「企業と消費 

  者の架け橋」として、日本最大級のポイント活用総合サイト「Ｇポイント」を運営し、 

  ポイントを軸としたサービスを提供している。 

  消費者にとってはポイントの利用価値と利便性が高まり、提携企業にとってはポイント 

  が持つ集客効果と顧客囲い込み効果、そして企業間の相互「送客」効果によって新規の 

  顧客の獲得が可能となると謳っている。 

  以下、「Ｇポイント」のＨＰの引用である。 

   「Ｇポイント」は提携先147社のポイントと交換できる共通ポイントです 

      【1】Ｇポイントにまとめる 

         消費者は様々な企業でたまったポイントを「Ｇポイント」に集約することで、 小額のため使いみちの 

         なかったポイントでさえも有効活用することができます。  

       企業にとっては、ポイントの持つ消費者訴求力の向上につながります。 

      【2】Ｇポイントをつかう 

          消費者は個々のライフスタイルに合わせて航空マイレージや各種ポイント、 電子マネー、ギフト券 

          など好きなポイントに交換することができます。 企業にとっては、Ｇポイントのネットワークから優良 

          顧客を獲得することができます。 

      【3】Ｇポイントをまとめる、つかう（双方向での交換） 

          Ｇポイントのネットワークに参加する企業が業種の枠を超えて、顧客を相互に「送客」することで新規 

          顧客開拓につなげることができます。 

          また、異業種間での共同プロモーションなど、一社だけでは実現できないスケールの大きなキャンペ 

          ーン を行うことで、より大きな効果を期待できます。   

      【４】共通ポイントネットワークのさらなる発展を目指して 

          「Ｇポイント」は利便性と多様性を追求し、ポイント交換ネットワークの拡充に努めてきました。 

          今後は、インターネット上に築いたポイント交換のインフラをベースに、消費者により身近で便利な共 

          通ポイントとして、実生活空間での「Ｇポイント」の活用を提案・実現していきます。 

          また、共通ポイントならではの企業提携を活かした、立体的なポイントマーケティングの仕組みを構築 

          していきます。時代のニーズを汲み取り、消費者、提携先企業の双方にとって、高い価値を提供し続 

          けること。それが、「Ｇポイント」の目指すビジョンです。 

 

   ＊電子マネーや交通系ポイント、マイレージ、Ｔポイント等、Ｇポイントとのポイント交換は流入の一方通行で 

     自社のポイントのＧポイントとの交換（流出）がなく、メリットは大きいと思われる。 
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「Ｇポイント」の交換レート事例 

「Ｇポイント」のキャンペーン 

http://www.gpoint.co.jp/exchange/ana/
http://www.gpoint.co.jp/exchange/nanaco/
http://www.surugabank.co.jp/gpoint/
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５-４：ポイントと電子マネーに対する法的規制の動向 

 電子マネーの登場に対して法的規制は２０００年に制定された「前払式証票の規制等 

に関する法律」（通称：プリカ法）が適用されていた。従来の商品券､金券同様にプリペ 

イドカードに関して消費者保護を主な目的として未使用発行残高の半分を供託金として 

積む等の規制がかけられていた。 

しかしながらＩＣカード型電子マネーは同法で規制できても、新たに登場したサーバー管 

理型電子マネーはネット上のオンラインゲームやのオークションの決済等で使用され始 

め、この規制の網からは洩れていた。 

そこで２０１０年４月に「プリカ法」は廃止され、新たに「資金決済法」が制定された。 

同法律は「前払式支払手段」、「資金移動（為替取引）」、「資金精算」からなり、イン 

ターネットのインフラ普及対応と金融･資本市場の機能強化、消費者保護等が目的である。 

「前払式支払手段」は従来のＩＣ型電子マネー同様にサーバー管理型電子マネーも規制 

の対象となった。「資金移動行（為替取引）」は銀行以外のものでも資金移動業者とし 

て登録する事で為替取引（１００万円以下／回）ができ、米国のPayPal社が実施してい 

るような送金サービスが日本でも可能となる。ケータイサービスやネット銀行口座等、 

ヤフーや楽天が積極的取組みを見せている。「資金精算」主に銀行間同士の資金決済と 

なる。 

ポイントの法的規制は日本の縦割り行政難航？ 

「資金決済法」 

金融庁ＨＰ 

参考： 株式会社野村総合研究所 

① 「資金決済法」（資金決済に関する法律）２０１０年４月施行 
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 ポイントは従来企業内流通の（クローズ）ポイントは「将来の値引及び景品」として、 

市場で共通ポイントとして流通する（オープン）ポイントは「加盟店からの預かり金」と 

して扱われてきた。 

しかしながら昨今ではポイントが電子マネーに換金できたり、ネット上での決済手段の 

一部になったりするようになり、ポイントの企業貨幣化、擬似貨幣化が進んでいる事は 

既述した。企業側都合によるポイントのレート変更や廃止と言った消費者保護について 

は議論だけで進んでいない。事実大手Net通販のポイントについての規約を読んでも企 

業側の都合で、例えポイントが廃止となっても消費者への保証はないと解釈される。 

電子マネーについては金融庁の主導で実施されたが、ポイントについては金融庁、経済 

産業省、携帯電話は総務省、マイレージの国土交通省等の主管が絡み、縦割り行政でそ 

の調整が取れず、規制が浮上しては議論され、先送りされているのが実情である。 

ポイント専門業者の出現によって、電子マネーに限りなく近づき、又グローバルな動き 

も見せているが、いずれ消費者保護という形で法的規制が掛けられるであろう。 

現在、ポイントを直接規制する法律は公正取引委員会での「景品表示法」であり、２０ 

０６年１２月に見直し、１０００円以上の商品については基本的に２０％を上限とした。 

したがってポイントを景品と見なした場合、２０％還元が限度となる。 

 

② ポイントカードと電子マネーの関連 

資金決済法 

（2010/04) 

前払支払手段 

資金移動 

資金精算 

ＩＣ型電子マネー 

サーバー型 〃 

為替取引 

Ｎｅｔ上の送金サービス 

銀行間の決済 

プリカ法 

（2000) 
（廃止） 

    金融政策・行政 

＊ポイントと電子マネーの区別 

＊ポイントの擬似貨幣化 

金融庁 

      

＊景品か？値引か？の区別 

（景品表示法･独占禁止法） 

＊ＩＦＲＳの準拠  

  公正な競争政策 

 

公正取引委員会 

 ＊個人情報の活用 

   （顧客ＤＢのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活用） 

 ＊個人情報の保護 

 ＊健全で自由な競争 

    消費者保護・産業活発化 

 
経済産業省 
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順位 交換元 → 交換先 割合 前月比較 

1位 PeX → ANA 4.45% 2位(↑) 

2位 Tポイント → ANA 4.36% 1位(↓) 

3位 楽天 → ANA 3.57% 3位(－) 

4位 ネットマイル → ANA 3.31% 6位(↑) 

5位 Gポイント → ANA 3.27% 4位(↓) 

6位 ANA → 楽天 2.62% 7位(↑) 

7位 ANA → JAL 2.42% 10位(↑) 

8位 Tポイント → 楽天 2.41% 5位(↓) 

9位 マクロミル → ANA 2.33% 16位(↑) 

10位 Tポイント → JAL 2.06% 8位(↓) 

11位 PeX → JAL 2.01% 12位(↑) 

12位 JAL → ANA 1.86% 位(↓) 

13位 ライフカード → ANA 1.79% 11位(↓) 

14位 楽天 → JAL 1.78% 17位(↑) 

15位 クレディセゾン → ANA 1.69% 13位(↓) 

16位 Gポイント → JAL 1.65% 9位(↓) 

17位 ANA → Tポイント 1.47% 24位(↑) 

18位 三井住友カード → ANA 1.45% 15位(↓) 

19位 ネットマイル → JAL 1.42% 14位(↓) 

20位 楽天ＫＣ → ANA 1.41% 34位(↑) 

順位 ポイント名 割合 前月比較 

1位 ANA 7.85% 2位(↑) 

2位 Tポイント 6.94% 1位(↓) 

3位 JAL 6.23% 3位(－) 

4位 楽天 5.63% 4位(－) 

5位 PeX 4.84% 6位(↑) 

6位 Gポイント 4.32% 5位(↓) 

7位 ネットマイル 3.60% 8位(↑) 

8位 クレディセゾン 3.43% 7位(↓) 

9位 マクロミル 2.60% 15位(↑) 

10位 ヤフー 2.57% 9位(↓) 

11位 三井住友カード 2.31% 11位(－) 

12位 楽天ＫＣ 2.21% 19位(↑) 

13位 JCBカード 2.00% 12位(↓) 

14位 ライフカード 1.93% 13位(↓) 

15位 アメリカン・エキスプレス 1.93% 16位(↑) 

16位 ヤマダ電機 1.78% 10位(↓) 

17位 ECナビ 1.64% 23位(↑) 

18位 CMサイト 1.55% 21位(↑) 

19位 UCカード 1.53% 25位(↑) 

20位 NICOSカード 1.51% 30位(↑) 
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交換“元”－＞交換先ランキング 

出典：ポイ探：２０１１・０３ 

http://stats.poitan.net/out-201103.html 
出典：ポイ探：２０１１・０３ 

http://stats.poitan.net/out-201103.html 

交換“元”人気ランキング 

http://dir.poitan.net/2.html
http://dir.poitan.net/43.html
http://dir.poitan.net/43.html
http://dir.poitan.net/1.html
http://dir.poitan.net/36.html
http://dir.poitan.net/146.html
http://dir.poitan.net/29.html
http://dir.poitan.net/29.html
http://dir.poitan.net/30.html
http://dir.poitan.net/28.html
http://dir.poitan.net/104.html
http://dir.poitan.net/37.html
http://dir.poitan.net/15.html
http://dir.poitan.net/95.html
http://dir.poitan.net/16.html
http://dir.poitan.net/16.html
http://dir.poitan.net/25.html
http://dir.poitan.net/26.html
http://dir.poitan.net/81.html
http://dir.poitan.net/114.html
http://dir.poitan.net/114.html
http://dir.poitan.net/105.html
http://dir.poitan.net/105.html
http://dir.poitan.net/17.html
http://dir.poitan.net/17.html
http://dir.poitan.net/20.html
http://dir.poitan.net/20.html
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