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新規集客・リピーター増加施策のご提案

ペット宿ドットコム・ぐらんぱう ペット共通ＣＮポイント

ＣＮポイントとＴポイントを活用した

神奈川県藤沢市亀井野4-15-1 星ビル２F
TEL0466-84-0319 FAX0466-84-0514

CNポイントの仕組みを活用し

ペット共通ＣＮポイントカードをスタート！

ぐらんぱうＣＮポイントカード
加盟店募集

ペットの飼い主が持つ
ポイントカード

ペットの飼い主が持つ
ポイントカード
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サービス概要

クラブネッツとＴポイントの新しい取組み

新しいサービスの仕組

※2011年3月末現在

ここ１０年の間に、大手企業のポイントカードが登場したことにより、消費

者のお財布はポイントカードであふれかえっています。業界に先駆けて全

国共通ポイントを立ち上げた株式会社クラブネッツが一台の端末機で、

大手ポイントカードにも対応できるマルチポイント端末機を開発しました。

様々な企業のポイントを

1台の端末機で取り扱える

マルチポイント端末機が誕生。

様々なポイントを扱える次世代端末機、誕生

ＣＮ加盟店 近隣の生活者で

Ｔカードを持っている

Ｔ会員が来店

ご当地カードとして

自店のポイントカードを発行

リピート化・ファン層拡大

地域のＴ会員
地域の

ＣＮ会員

ＡＢＣ

ＣＮ会員 ４７０ Ｔ会員 ３,７０３
来店客へのメール販促を実施

万人万人
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Ｔ会員は現在、３,７０３万人の会員組織となりました。

Ｔポイントのインフラ

（２０１１年３月末現在）

クラブネッツ会員へのアンケートをインターネットで実施したところ、「今貯めているクラブネッツ以外のポイント」

の第１位は 「Ｔポイント」 という結果となりました。

国民の４人に１人が持っているＴカード

Ｔポイント ５３.９ポイント

ドコモポイント

ヤマダ電機

楽天スーパーポイント

ＷＡＯＮ

Ｐｏｎｔａ

ａｕポイントプログラム

Ｙａｈｏｏ！ポイント

ｎａｎａｃｏ

Ｅｄｙ

４４.０ポイント

３９.７ポイント

３２.１ポイント

２０.９ポイント

１９.８ポイント

１８.３ポイント

１７.３ポイント

１５.４ポイント

１５.２ポイント

アンケート期間： 2010年3月21日～3月28日まで 回答数： 5,050件 （PC・モバイル） ※複数回答

Ｔカードは、ＴＳＵＴＡＹＡのレンタルビデオ会員からはじまり、近年ではファミリーマートやドトールコーヒー等の

提携店舗でも貯まる・使えるポイントカードとして、全国で会員が急増しています。ＴＶ・新聞・雑誌など数多くの

メディアに取り上げられ知名度も抜群で、ついに４人に１人が持っているポイントカードとなりました。

知名度抜群のＴポイント

集客・販促ツールとしてのＴポイントのご紹介

・
・・
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（千人）

万回

Ｔポイントのインフラ

１ヶ月の利用件数は

Ｔポイントが
１位

Ｔカードは２０代～４０代を見ると約半数が持っているカードで、その比率は年々拡大しています。

２０から４０代を中心に普及

日本の総人口の

２８.６％

月間の利用実績

年代別カード保有者数

ＴカードはＳｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯよりも発行枚数は多く、発行枚数で劣るＥｄｙにも利用件数では断トツです。

年間１４億回利用されているカード

集客・販促ツールとしてのＴポイントのご紹介

※2010年9月末現在（出展：日経MJ/2010年11月14日）

１,８１４万人

女性

１,８３６万人

男性

日本の男性人口の
２９.６％

日本の女性人口の
２７.７％

※2010年12月末現在
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Ｔポイントの導入効果

Ｔポイントを導入したＡ社と、競合他社にみる来店客数の推移

導入Ａ社

競合Ｂ社

競合Ｃ社

競合Ｄ社

Ｔポイントが強力な来店動機に

集客・販促ツールとしてのＴポイントのご紹介

Ｔポイントを導入したＡ社では、導入後、同業他社を上回る来店客数を確保しています。
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街のお店でＴポイントが
貯まるようになります

様々なシーンで貯まるＴポイント

Ｔポイントの優位性

Ｔ会員の特典・メリット

大手チェーン各社で、Ｔカードを提示す

るとＴポイントが貯まり、使えます。

Ｔポイント提携店舗で
Ｔポイントが貯まります

※2011年4月1日現在

Ｔポイントの豊富な使い道

Ｔポイント提携先でのお会計時に、貯

まったポイント１ポイント＝１円で使え

ます。

提携店舗で使う

※2011年4月1日現在

「Ｔ-ＳＩＴＥ」 サイトから、各社ポイント

をＴポイントへ交換できます。

各社ポイントを
Ｔポイントへ交換

お会計時に貯まったＴポイントを１ポイ

ント＝１円で使えるようになります。（一

部、使えない店舗もございます。）

街のお店で使える
ようになります

１ポイント＝１円
※ポイント利用分は後日返金されます

全国のクラブネッツ加盟店の

レジで、Ｔカードを提示するとＴ

ポイントが貯まるようになりま

す。（取り扱いのない店舗もご

ざいます。）

※2011年4月1日現在

●総合・デパート

●家電・パソコン関連

●ファッション

●生活・インテリア

●美容・健康

●趣味・スポーツ

●グルメ その他

ネットでＴポイントが貯まります
Ｎｅｗ！
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４７０万人愛用のご当地ポイントカード

ＣＮポイントの紹介

全国共通ポイントサービス

ＣＮポイントは、２,０００年に開始された全国共通ポイントサービスです。地域にこだわり北海道から沖縄までの

地域優良店を一枚のポイントカードで、共通のＣＮポイントが貯まるサービスです。ご加盟いただいたお店は、ポ

イント端末機を設置するだけで、安価で手軽にポイントサービスを実施できます。加盟店の対象は、中小規模の

地域に根ざしている飲食店や物販店、サービス店です。

貯める楽しみがある共通ポイント
加盟店で発行するご当地カードには、すべてクラブネッツのマークが入っており、クラブネッツ機能が搭載されて

います。このカードに貯まるポイントには様々な使い方をご用意。カードをもっているお客様に、またポイントを貯

めたくて来店いただけるような、様々な特典や企画をご用意して、貯める楽しみを提供し続けています。

カード店頭発行

キャッシュバック

来店・お買い物

地域のお店 地域の生活者
（ＣＮ会員）（ＣＮ加盟店）

４７０万人
８,０００店舗

４７都道府県

各社ポイントと交換
貯まった共通ポイントは、ドコモポイントをはじめ、Ｔポイント、Ｓｕｉｃａポイント、ｎａｎａ

ｃｏポイント、ＡＮＡのマイル、楽天スーパーポイント等、各社ポイントと交換ができま

す。交換できるポイントは、今後も増えていく予定です。

加盟店でキャッシュバック
貯まった共通ポイントは、全国のクラブネ

ッツ加盟店の店頭で、１,０００ポイント毎

に５００円の現金と交換できます。

１. ２.

３.

１,０００Ｐｔ

２,０００Ｐｔ

３,０００Ｐｔ

４,０００Ｐｔ

５,０００Ｐｔ

６,０００Ｐｔ

７,０００Ｐｔ

８,０００Ｐｔ

９,０００Ｐｔ

１０,０００Ｐｔ

５００円

１,０００円

１,５００円

２,０００円

２,５００円

３,０００円

３,５００円

４,０００円

４,５００円

５,０００円

商品・音楽と交換

ＡＢＣ

ＡＢＣ

※ポイント交換時の立替分は後日クラブネッツよ
り返金されます。※キャッシュバックできる 小金
額は加盟店で異なります。

飲食店

物販店 サービス店
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導入加盟店の集客イメージ

ＣＮ×Ｔポイントサービス

サービス全体イメージ

お店の売上をあげるためには、「新しいお客様を呼び込むこと」 と、「１度ご来店いただいたお客様が次回も来

店していただけること」 がとても重要です。

新規集客促進・認知度ＵＰ

※2011年3月末現在

２． ３．１．

集客 サービス提供 リピート化

集客力 常連化×

地域のＴ会員 地域のＣＮ会員

ＣＮ加盟店

来店

Ｔ会員情報は
利用できません

ＣＮ会員に対しては
再来店アプローチが可能です

３,７０３万人 ４７０万人

入会案内

ＡＢＣ

ＡＢＣ

来店

再来店

優良顧客

常連化

ＣＮ×Ｔポイントサービスなら１つのパッケージで

新規・リピートの集客を実践できます。
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ポイントでお店の顧客管理を実施

ＣＮカード・モバイルによる優良顧客化

ＣＮ会員の再来店施策

あなたのお店が取得した会員の情報は、専用の管理者サイト 「加盟店ＭｙＲｏｏｍ」 から、お名前や性別・生年

月日・メールアドレス等のご登録情報やあなたのお店の利用履歴をチェックすることができます。この 「加盟店Ｍ

ｙＲｏｏｍ」 で、優良顧客 （ロイヤルカスタマー） や、 近ご来店のない会員を手軽に把握し、メールやＤＭ等の販

促活動を実施できます。

１日 低５人ずつ会員を集めていけば、１ヵ月で１５０人、３ヵ月で４５０人もの情報を取得することができます。こ

れを半年、１年続けると、５００人、１,０００人の会員データベースが構築できます。一斉に情報配信をすることで、

全員の顧客満足度の向上や、売上増加、来店数の底上げが期待できます。

ケータイ初心者からヘビーユーザーまで、

全てのケータイユーザーにお店からのメッ

セージをリアルタイムで配信できます。

全員に一斉メール配信

ゲストさま
本日はあいにくの雨の日
です。足元の悪い中おこ
しいただいたお客様には
感謝の意を込めて・・・
生ビール1杯サービスを
いたします。この画面を
スタッフまでご提示願

もうすぐお誕生日ですね。
今回はお誕生日プレゼン
トとして、次回ご来店の
際にご利用できる特別な
クーポン券をお届けしま
す。
大切なご家族やご友人と
一緒にぜひおこしくださ

山田太郎 さま

こんにちは！ごぶさたし
ていますが、お元気です
か？美容室ヘアネッツで
す。本日は特別な特典の
お知らせでメール差し上
げました。

性別や誕生日など、お客様の属性にあわ

せたメッセージを手軽に配信できます。

属性別でメール配信
３ヶ月前からご来店いただいていない

客様等、お客様全員の中から条件で

抽出、一斉にメール配信ができます。

使用状況からメール配信

管理者専用サイトで会員情報を管理。

様々な条件から会員に対してメールマガジンを配信。

来店回数からランク設定 詳細な情報はクリックでチェック 前回の来店日が一覧で表示 貯めているポイント数を把握
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２つの自動配信メール機能

ＣＮ会員の再来店促進

２種類のメールの活用

自動配信メール

一度の簡単な設定をするだけで、今後、お店をアピールするチャンスを逃しません。

ほんのひと手間をかけることで、お客様に喜ばれる、反応率の高いメール販促が実施できます。

絞り込み配信で設定できる項目の一例

お名前

性別

生年月日

会員ランク

保有ポイント数

来店回数

終来店日

コメント

終来店からの期間

絞り込み配信メール

山田太郎様
突然のメールで失礼致し
ます。居酒屋ネッツです
♪もうすぐお誕生日です
ね、おめでとうございます
（＾＾）
次回ご来店の際、当店か
らささやかながらお祝い

ありがとうメールとは、自動的に来店の

お礼メールを配信するメール配信機能

です。メールを配信することで、再来店

のサイクルを早めることが期待できます。

配信内容は自由に変更できます。

バースデイメール

0123456789 山田太郎様

昨日はご来店いただきま
して誠にありがとうござい
ました。当店の会員カード
のポイント付与レシートは、
次回ご来店時のサービス
券となっておりますので、

ありがとうメールとは、自動的に来店の

お礼メールを配信するメール配信機能

です。メールを配信することで、再来店

のサイクルを早めることが期待できます。

配信内容は自由に変更できます。

ありがとうメール

お店の 新情報や、スタッフからのメッセージ、クーポン等、お客様全員に個別でメールを送る作業は大変な手

間です。「加盟店ＭｙＲｏｏｍ」なら、１度の設定で一斉にお店の会員全員にメール配信することもできます。定期

的にメールを送信して、継続的な再来店のキッカケづくりを行うことができます。
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クチコミ投稿・返信機能

クチコミコーナーでお客様の声を収集

ＣＮ会員の優良顧客化

店舗 会員 会員

店舗

ID：0000000000 山田太郎 様

クラブネッツのご利用ありがと

うございました。

2009/02/23 16:04現在

■今回取得Point

>>> 10Pt

■残高合計Point

>>> 100Pt（50円分）

■体験レビュー投稿

お店からの返信を掲載

やりとりの内容は会員に公開されます。印象のよい

メッセージを記載すれば高い集客効果も期待できま

す。

加盟店ＭｙＲｏｏｍから返信

投稿内容を読んだお店から、返信メッセージを記載し

ます。ケータイにも対応しており、手軽に返信できます。

投稿した内容は、クラブネッツポータルサイトの店舗

ホームページで口コミ情報として公開されます。

投稿された内容を公開

Ｗｅｂ

クチコミを投稿

投稿ページが表示されます。お店を利用した感想など

の投稿内容を記載して、内容確認後、投稿完了とな

ります。

メールを自動でお届け

会員が店舗でポイントを貯めると、「ポイントためーる」

が届きます。「ポイントためーる」の本文に記載されて

いる体験レビューの投稿入口をクリックします。

カードかケータイを端末機にかざして、お客様にＣＮ

ポイントを付与します。

店頭でポイント付与

Ｗｅｂ

クラブネッツからのサービスポイントをきっかけに、お客様から貴重なご意見やご感想を収集できます。

ご予約をお申込みいただいたお客様には、直接、 終確認のご連絡を行なっていただき、

予約が成立します。万が一満席で受け付けられない場合も必ずお客様にご連絡ください。
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ホームページ予約機能

ＣＮ会員の加盟店利用促進

ホームページからの簡単予約

会員が 「ＣＮポータル」 からお店ページにアクセスします。予約の際には「予約」ボタン

をクリックします。

ＣＮポータルの表示

「予約申込」 画面が表示されます。予約内容を記載して 「予約申込みをする」 ボタン

をクリックすると申込完了となります。

予約の申込

ず予約の受付内容を基に、お客様まで直接受付

確認の連絡をお願いします。

直接お客様まで確認
「加盟店ＭｙＲｏｏｍ」 の 「会員管理分析」 をクリッ

クし 「予約履歴」 をクリックすると、予約の一覧が

表示されます。

予約履歴をチェック
予約があった際には、ご登録のメールアドレスまた

はＦＡＸまで、予約受付のお知らせが配信されます。

予約の受信

ご予約をいただいたお客様に直接、 終確認のご連絡を行なっていただき、

予約が成立します。万が一満席で受け付けられない場合も必ずお客様にご連絡ください。

ＣＮ会員向けホームページ 「ＣＮポータル」 では、お店ページに予約機能が収録されています。飲食店やサービ

ス店の方は、会員向けホームページのお店ページを予約窓口として活用いただけます。予約があった場合は、す

みやかにご対応願います。
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○次回このレシートをお持ちいただくと、５０Ｐプレゼント！

○１２月１５日から毎年恒例の年末イベント開催！

○次回のご利用金額より１０％ＯＦＦなど

タイトル 全角１４文字以内

本文 横：全角１４文字以内

縦：１２行以内で変更ができます。

再来店を促す機能

再来店促進機能

ポイント付与端末機からお客様の控えとしてレシートが出力されます。

このレシートにはメッセージ欄が設けられており、お客様に対してお店独自

のコメントを印字できます。クーポン券やＱＲコード等、再来店促進に活用

できます。

ポイントレシートで再来店を促せます。

交通機関でおなじみ非接触ＩＣカードを採用しているクラブネッツポイントカードは、低コストで高品質のプラスチックカードです。

お店のオリジナルカードを発行できます。

ＣＮカード・モバイルによる優良顧客化

ＡＢＣ

レシートの印字内容は、加盟店ＭｙＲｏｏｍから

変更いただけます。

ポイント付与端末機から印刷されるれレシートや、オリジナルデザインのＩＣポイントカードの発行等、

ＣＮポイントにはお客様に再度来店いただけるよう、様々な再来店促進のための機能を収録しています。
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サイトやＳＰツールでお店を宣伝

集客を促進させるツール

加盟店メリット メディアを活用したお店の宣伝

クラブネッツのポータルサイトのポイントの貯まる・使える加盟店検索コーナーやＴ-ＳＩＴＥ等のメディアでも、、あなたのお店の営業

案内を紹介いたします。これらのサイトにあなたのお店の情報を掲載することで、集客の向上を図ります。

ポータルサイトでお店を紹介します。

あなたのお店の集客を応援する、のぼり旗やステッカー等のＳＰツールを提供いたします。

ＳＰツールで集客を促進します。

ステッカー リーフレットスタンドのぼり旗 スイングＰＯＰ

ミニのぼりサイコロＰＯＰ

※一部有償となります。※実物とは異なる場合があります。

Ｌ型ＰＯＰ
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ポイントを貯める

ＣＮ会員の特典・メリット

ＣＮポイントを貯める・使う機能紹介と会員ＭｙＲｏｏｍ

全国８,０００のクラブネッツの加盟店の

レジでクラブネッツカードを提示するとク

ラブネッツポイントが貯まります。

お店で貯まります

ポイント残高やお店検索は会員ＭｙＲｏｏｍで

会員ＭｙＲｏｏｍ 会員ＭｙＲｏｏｍ

加盟店検索

ポイント通帳 利用店舗履歴 ＴＯＰ 加盟店検索 体験レビュー

ネットショップのご利用や、資料請求、

見積り・査定、問合せなどでもクラブ

ネッツポイントが貯まります。

ネットで貯まります

お店でポイントを

貯めるとボーナ

スポイント付き

メールをお届け。

また、ポイントを

お店で貯めた月

は１,０００ポイン

トが当たる抽選

会に自動参加で

きます。

メルマガで貯まります

居酒屋ネッツのご利用あり
がとうございました。

2010/06/12 13:04現在

■今回取得Point
>>> 26Pt
■残高合計Point
>>> 12608Pt（6304円分）
■体験レビュー投稿
ご利用店のレビューを投稿
してさらにポイントGETしよう
⇒
http://www.clubnets.co.jp/
myroom/review?uid=974842
3&sid=90000059184&

ポイントを使う

（モバイル版）（パソコン版）

お店でキャッシュバック
貯まったクラブネッツ共通ポイントは、

全国のクラブネッツ加盟店の店頭で、

１,０００ポイント毎に５００円の現金と

交換できます。

各社ポイントと交換
クラブネッツ加盟店で貯めたＣＮポイン

トは、楽天スーパーポイントやドコモポイ

ントなど、各社ポイントへ交換できます。

商品や音楽と交換
雑貨、家電、インテリア、アウトドア、

グルメ・・・。貯めたポイント数に応じ

て様々な商品と交換できます。

※キャッシュバックできる最小金額は加盟店で異なります。
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サイトや でお店を宣伝します。

集客を促進させるツール ぐらんぱう共通ＣＮポイント

加盟店メリット メディアを活用したお店の宣伝 【ぐらんぱう ペット共通ＣＮポイント】

ぐらんぱうのポータルサイトのポイントの貯まる・使える加盟店紹介コーナーにてあなたのお店の営業案内を紹介いたします。これら

のサイトにあなたのお店の情報を掲載することで、集客の向上を図ります。

ぐらんぱう電子書籍でお店を紹介します。

ペット宿ドットコムで紹介します。

※一部有償となります。※実物とは異なる場合があります。

※電子書籍への詳細掲載は別途オプション

ペット宿ドットコム内で
ポイントが貯まる施設
として紹介します。

ペットの飼い主にPR


