FeliCaポケットの媒体比較
FeliCaポケット
Standard

対象FeliCa 媒体

FeliCaポケット
モバイル

FeliCaポケット
Lite

かざす便利 が もっと広 が る

FeliCa Standard

おサイフケータイ®

FeliCa Lite - S

乗車券や電子マネー向けの高機

FeliCa Standard と同じ高機能・

ポイントカードや社員証などを手軽に導入できる

高セキュリティーなFeliCaチップ

FeliCaカードです。

能・高セキュリティー FeliCaカード
です。

を内蔵した携帯端末です。

エリア

共通領域

カード発行者領域

ポケット数

標準 8 ポケット
（最大 20 ポケット）

1〜3 ポケット

FeliCaポケットで非接触ICカードを活用したサービスを手軽にスタート
FeliCaポケットはFeliCaポケット対応端末に「設定カード」とよばれるカードをかざし、簡単なキー操作を行うだけで、各サービス固有
の情報を端末に書き込む初期設定を完了することができます※１。
また、お客様のカードにサービス登録する際も、カードを端末にかざすだけの簡単オペレーションです。なお、ポケットを自らの
サービスに利用できるようにするためには、
「ポケットライセンス」というライセンスを購入 ※２いただく必要があります。
※1：初期設定手順は端末により異なります。
※2：FeliCaポケットLiteをご利用される場合はライセンスを購入する必要はありません。

サービス導入に必要な基本機器
● 店舗・拠点

● お客様

FeliCaポケット対応端末

端末設定用カード

1 ポケット利用につき、
1 ポケットライセンスが必要

FeliCaポケット媒体
（カードまたはおサイフケータイ® ）

FeliCaポケットご利用にあたって

設定カード
ポケットライセンス

サービス事業者様

FeliCaポケットをご利用の際は、基本機器、ポケットライセンス

販売代理店様
利用規約 / 申込書

のご購入および、各種手続きが必要となります。
詳しくはソニーまたは正規販売代理店へお問い合わせください。
基本機器・システム

端末・システムベンダー様

カード製造メーカー様

※FeliCaポケットの販売代理店をご希望される方は FeliCaポケットの WEB サイトよりお問い合わせください。
● FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。 ● FeliCa、FeliCaポケット及び FeliCaポケットマークはソニー株式会社の商標または登録商標です。 ●「おサイフケー
タイ」は株式会社 NTTドコモの登録商標です。 ● その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文では TM、®は明
記していません。 ●仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ソニー株式会社
プロフェッショナル・ソリューション事業本部
FeliCa事業部 営業部
〒141- 8610

東京都品川区大崎 2- 10- 1

URL：http://www.sony.co.jp/Products/felica/felicapocket/
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かざす便利 が
もっと広がる

CASE

1

複数のサービスを1枚に：交通事業者様と駅周辺店舗様の例

交通系 ICカードに搭載されたFeliCaポケットを利用し、複数のサービスを1枚のカードに集約すること
ができます。

FeliCa ポケット® は、ポイント・クーポン・会員証など

例

複数のサービスを、1 枚の FeliCa カードや

交通系ICカードに、交通事業者主催のスタンプラリーのほか、法人が異なる、駅周辺のフィットネスクラブ会員証や駅前商店街の
ポイントサービスを追加。

交通事業者A 発行

1台のおサイフケータイ® に集約できる

FeliCaポケット搭載交通系ICカード

アプリケーションフォーマットです。

駅周辺のフィットネスクラブ会員証
（B法人）

F e l i C a ポ ケットを活 用することで、お客様の

みなさまのビジネスチャンスが大きく広がります。

● お客様が常時携帯している交通系 ICカードにサービスを追加できるため、
利便性が向上し、利用機会が増加
●

1

POINT

簡単！

駅前商店街ポイントサービス
（商店街組合C）

全駅を対象とした
スタンプラリー
（交通事業者A）

利便性が向上し、利用機会を増やすことができるので、

POINT

別法人のサービス

2

選べる！

POINT

3

安心！

サービス事業者様はカードを新規発行せずに独自のサービスが提供可能

CASE

2

選べる媒体：ショッピングセンター様の例

FeliCaポケットを使えば、異なる媒体で同一のサービスを展開することが容易にできます。

例

さまざまな人をターゲットとしたショップが入居するショッピングセンター。ポイントカード導入にあたり、お客様のライフスタイルに
合わせて選べる3種類のFeliCaポケット媒体を用意。

新規オリジナルカード
FeliCaポケット
Standard / Lite

発行済み
FeliCaポケット搭載
交通系ICカード

FeliCaポケット
モバイル

新規カード発行時に FeliCaポケットを搭

新規発行カード、おサイフケータイ® 、既

サービスを格納する「ポケット」はそれぞ

載することで、1 枚のカードに複数の

存の交通系 ICカードなど、異なる媒体で

れ異なる鍵で管理されるため、対象サー

●

ビス以外のポケット情報は読み取れない

● お客様がライフスタイルに合わせて媒体を選択できるため、
ポイントカードの利用増加につながり、サービスが活性化

「ポケット」という概念の入れ物（領域）
を
持つことができます。

同一サービスを展開できます。
お客様がライフスタイルに合わせて媒体

このポケットには、カード発行後でも

を選択できるため、ポイントカードなどの

FeliCaポケット対応端末にタッチするだけ

利用が増加し、サービスの活性化につな

の簡単なオペレーションで、サービスを

がります。

追加・削除することが可能です。

ソニー推奨
サービスフォーマットをご用意
FeliCaポケットは、サービスごとに FeliCa

異なる種類の媒体で同一のサービスが展開可能

仕組みとなっています。これにより、1枚

CASE

のカード上で、異なるサービス事業者様
がセキュアな環境でサービスを追加、展
開することができます。
※サービス事業者：サービスを提供する事業者

3

ご当地カード：地域住民をつなぐサービスの例

FeliCaポケットなら、さまざまな地域サービスが1枚のカードで実現可能です。

例

商店街のポイントカードと市区町村の施設利用券、また地元企業の会員証などを1枚のカードに集約。
市営駐輪場の
利用券

サービス
ポイント

ウォーキング
イベント

地域活動により
得られるポイント

市区町村の
施設利用券

フォーマット仕様
ポイントバリュー / 累積ポイント / 有効期限 / 更新日付 /
更新時刻 / 端末モジュール番号

商店街ポイント

地域ボランティア

ポケット対応フォーマットを定義、推奨して
います。

会員証・ID

これにより、サービス事業者様は、カード発
行の煩雑な手続きから解放され、短い準備

クーポン・チケット

種別 / 枚数 / 有効期限 / 予約 / 更新日付 / 更新時刻 /
端末モジュール番号

スタンプラリー

スタンプ（144種類・箇所）/ 有効期限 / 有効時刻 /
端末モジュール番号

期間でサービスを開始することができます。
また、サービス事業者様が独自にフォーマッ
トを定義することも可能です。

会員番号 / 予約日付 / 予約時刻

※クローズドマネーをご検討のお客様は、ソニーまたは正規販売代理店へお問い合わせください。

地元商店街など
消費活動に関わる
地域マネー
●
●

地元企業や
一般企業の会員証

（ご当地カードの例）
商店街専用マネー

スポーツクラブ会員証

サービスの追加、削除が簡単なため、地域ごとの活動や期間限定イベントなどにも活用可能
カード上にポイント情報を書き込み、保持することができるため、ネットワーク環境の無い屋外イベントなどに
おいてもポイント発行が可能

