FeliCaポケット®

導入事例

新潟市「にいがた未来ポイント」
地域に密着したバス IC カード「りゅーと」上でポイントサービスを展開。
環境対策と市民の健康活動を促進
本州日本海側では唯一の政令指定都市である新潟市。同市は、市民の健康促進と環境負荷低減を推進するため
の施策として「にいがた未来ポイント」を開始しました。これは、環境配慮につながる活動や健康づくりに
関する活動へ参加することでポイントを付与するものです。このポイントカードとして、市民の多くがす
でに所有している新潟交通株式会社発行のバス IC カード「りゅーと」やおサイフケータイ® 上の FeliCa
ポケットが採用されました。サービス開始から 3 か月で参加者数は 1500 人。環境に配慮し、健康寿命の
延伸を図る「環境健康都市」の実現に貢献しています。

新潟市
新潟市
古くから「みなとまち」として栄えてきた
新潟市。平成 19 年 4 月 1 日には本州日本
海側初の政令指定都市となる。高速道路網
や上越新幹線により首都圏と直結している
など陸上交通網が充実している。

https://www.city.niigata.lg.jp/
課題
マイカー利用率の高さや寒暖差が激しい気
候などにより世帯あたりの CO2 排出量が全
国平均の 1.5 倍に達していた。また、市民の
平均歩数が少なく健康寿命が短い。これらの
ことを市民に意識づけ、解決することが求め
られていた。

解決策
健康や環境に関するイベントへの参加や体育
施設を利用するごとに、ポイントを付与す
ることによって、CO2 削減と健康促進を意
識づける。参加者の幅を広げるために、市
民の多くがすでに保有しているバス IC カー
ド「りゅーと」やおサイフケータイ® を採
用。新たなサービスを付加することにより、
「りゅーと」の普及拡大も見込まれ公共交通
利用促進にも貢献。

導入効果
サービス開始から 3 か月でポイント参加者
は 1500 人。 手 軽 に 始 め ら れ る こ と か ら、
若い方や働き盛りの年齢層が増えている。今
後さらに認知度を高めていくとともに、新た
なサービスの提供も検討していく。

CO2 削減と健康寿命の延伸を
図るための仕組みづくり
北陸地方最大の人口を有する新潟市は、CO2 排
出量削減と市民の健康寿命の延伸に積極的に取
り組んでいます。道路が整備されているため、
市民の足として日常的にマイカーが利用されて
おり、自動車による CO2 排出量が多い状況にあ
ります。また、寒暖の差が激しい気候的な特徴
や延べ床面積の広さなどの要因により、１世帯
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ポイントの発行
屋外イベントなどは、
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ポイントの交換
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「にいがた未来ポイント」は、健康や環境に関
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その場ですぐにポイントを発行
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「現在の『にいがた未来ポイント』は、環境と健

カード発行者（新潟交通）のコメント

プロジェクト関係各社と役割
カード発行者

FeliCa ポケットを搭載した当初は、新潟交通のハウスカード（バスやグループ会社間
で利用するポイントカード）として活用することも検討しました。しかし、交通機関

「りゅーと」発行者：
新潟交通株式会社

と街が一丸となって地域全体を盛り上げていきたいという思いがあり、「地域カード」
として活用していただくために FeliCa ポケットを地域に解放することにしました。

サービス事業者

地域カードもいろいろありますが、まずはエコや健康など気持ちのよい活動に対しポイ
ントが発行され、そのポイントを使って健康、エコにつながるバスを利用してもらい、
地域で買い物することによる地域活性につながる好循環を目指しています。
今後の用途としては、観光客へのクーポン、スタンプラリー、また子供の登下校時にタッチ
することで、バス乗車を保護者に告知するサービスなどを検討していきます。

● 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。

「にいがた未来ポイント」実施：新潟市
新潟交通株式会社
事業部 部長
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● 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登録商標です。

システム構築
株式会社ソリマチ技研

●「おサイフケータイ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

●その他本事例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。
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