
お客様のニーズに合わせて３媒体で
CoCoLoメンバーズを提供

システム環境の整備を経て、全館共通ポイント

カード「CoCoLo メンバーズ」は 2013 年 11

月にスタートしました。カードは FeliCa ポケッ

ト対応のハウスカードに加え、交通系 IC カード

（Suica、PASMO）とおサイフケータイ® にも対

応しています。

「新しいカードを追加すると財布がさらにふくら

んでしまうから困るというお客様がいらっしゃ

いました。そこで、すでに使っている Suica、

PASMO やおサイフケータイ® でもサービスを利

JR 東日本の新潟支社管内で 3つの駅ビル「CoCoLo 新潟」「CoCoLo 長岡」「CoCoLo 湯沢」を運営
する株式会社トッキー。お客様サービスの充実を推進する同社は、2013年11月から開始した「CoCoLo
メンバーズ」に FeliCa ポケットを採用。ハウスカードだけでなく、Suica、PASMO、おサイフケー
タイ® の 3 媒体に対応することで、お客様により手軽にご利用いただけるようにしました。サービス開始
から約 2年で会員数は 8万人を超え、リピート率の向上などに貢献しています。

駅ビルにポイントサービスを導入して2年間で8万人の会員を獲得。
カード、交通系ＩＣカード（Suica、PASMO）、おサイフケータイ®の 3媒体への対応で加入を促進

お客様サービス向上に向け
全館共通のポイントカードを導入

トッキーが運営する駅ビル「CoCoLo」は、「LIFE 

PLAZA CoCoLo」をキャッチフレーズに、駅

ビルごとに特色を持たせたコンセプトを打ち

出しています。「CoCoLo 新潟」は日常使いと

して食料品や生活関連用品の品揃えが中心で、

「CoCoLo 長岡」はファッション系のテナント

が中心、観光客が多い「CoCoLo 湯沢」は、地

域の特産品や飲食店を中心としたテナント構成

です。

メ ン バ ー ズ カ ー ド に 関 し て は 1989 年 に

CoCoLo 長岡（当時セゾン・ド・ナガオカ）が、

先行して磁気タイプのものを導入しており、新

潟と湯沢でも導入したいという要望が高まりま

した。そこで、同社では３館共通のメンバーズ

カード導入について検討を開始。新たなメンバー

ズカードには FeliCa ポケット搭載の FeliCaTM

カードを選定しました。SC 部 SC 課長の吉澤

宏幸氏は、その理由を次のように語ります。

「全国で普及している Suica カードがポイント

サービスに使えることが選定の決め手になりま

した。CoCoLo では、すでに全館で Suica 決

済機能端末を導入済みでしたので、その端末に

FeliCa ポケットの機能を追加することで、比

較的容易に導入できました。また、非接触 IC

カード技術を用いているので、磁気カードのよ

うに経年使用によりデータが読めなくなる心配

もありません。地域連携の観点からも、新潟交

通が発行している IC 型のバスカード（りゅーと）

が FeliCa ポケットを採用していることもあり、

地域の活性化にもつながると判断しました」

株式会社トッキー「CoCoLoメンバーズ」

FeliCaポケット®　導入事例

課題
メ ン バ ー ズ カ ー ド を 先 行 導 入 し て い た

「CoCoLo 長岡」で会員のリピート率や客単
価の向上などの効果が現れていたことから、

「CoCoLo 新潟」「CoCoLo 湯沢」でも利用
できる全館共通のメンバーズカードが待ち
望まれていた。

解決策
FeliCa ポ ケ ッ ト を 利 用 し た 全 館 共 通 の

「CoCoLo メンバーズ」を開始。ユーザーが
加入しやすくするために、ハウスカードだけ
でなく、Suica、PASMO、おサイフケータ
イ® にも対応させた。ポイントは、店頭のカー
ドリーダーにカードをかざすと支払った料金
に応じて蓄積され、貯まったポイントはレシー
トやポイント交換機などで確認ができる。

導入効果
開始から約 2 年で会員数が約 8 万人を突破。
全体のうち、約 7 割がハウスカードで、約
3 割が Suica、PASMO やおサイフケータ
イ®。CoCoLo メンバーズの導入で、お客様
満足度は高まり、来店率も向上。カード会員
は客単価も高く、売上向上にも貢献。

株式会社トッキー
JR 東日本グループの一員として 1989 年 3
月に設立。現在、駅ビル「CoCoLo」、「ホ
テルメッツ長岡・新潟」「ファミリーオ佐渡
相川」のホテルの運営を行うほか、駐車場
事業、不動産事業、広告事業を展開する。

http://www.cocolo-station.jp/pc/
company/

株式会社トッキー
SC 部 SC 課長

吉澤　宏幸 氏

お客様のニーズに合わせて 3 つの媒体で利用できる
CoCoLo メンバーズ

ハウスカード

交通系 IC カード（Suica、PASMO） おサイフケータイ®
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用できるようにして、気軽にメンバーになって

いただくことを考えました」（吉澤氏）

CoCoLo メンバーズの開始から約 2 年が経過し

た 2015 年 10 月時点で、会員は女性客を中心

に 8 万人を突破。会員全体のうち、約 7 割がハ

ウスカードで、約 3 割が Suica、PASMO やお

サイフケータイ® を選定しています。

CoCoLo メンバーズは、入会金・年会費は一切

無料。CoCoLo での買い物や飲食など 100 円（税

込）ごとに 1 ポイントずつ貯まり、500 ポイン

トごとに CoCoLo 店内で利用が可能なお買い物

券や Suica ポイントに交換することができます。

ポイントは、各テナントの店頭レジで料金を支

払った後、カードリーダーにカード（Suica や

おサイフケータイ®）をかざすと支払った料金に

応じて蓄積されます。ポイントはサーバーで管理

され、ポイント数は専用レシートやポイント交換

機などで確認ができます。

会員申し込みも簡単で、申込書に必要事項を記入

してサービスカウンターに提出するだけです。オ

リジナルカードを選択した人には、すでに会員

コードが登録されたカードが発行され、Suica、

PASMO を選択した人には、サービスカウンター

の PC を使って係員がその場で Suica、PASMO

に会員コードを書き込みます。

カードを紛失した時は、サービスカウンターに申

告し、CoCoLo メンバーズの会員であることが

確認されれば、すぐにカード停止の措置が取られ

新たにカード発行し、それまでに貯めたポイント

を引き継ぐことができます。

店舗の利用頻度が高まり
売上の増加に貢献

CoCoLo メンバーズの導入で、お客様満足度は高

まり、来店率が向上しました。メンバーズカード

の導入効果は、CoCoLo 長岡（当時セゾン・ド・

ナガオカ）で 1989 年に先行導入した時に高いリ

ピート率や非会員の 1.5 ～ 2 倍ほどの客単価を実

現し、来店者数の約 35％にあたる約 3 万 5,000

人の会員を集めていました。今回の CoCoLo メ

ンバーズ導入では、全店舗で効果を上げています。

「今までポイントカードがなかった CoCoLo 新

潟と CoCoLo 湯沢のお客様は特に喜んでいらっ

しゃいます。中でも生鮮食料品や日用品などの

日常的な利用ができる店舗が多い新潟では、カー

ドの利用頻度が高く、カード会員の客単価と売

り上げが着実に伸びています。また、近年駅ビ

ルでは POS レジの持ち込みが増えていますが、

ポイントカードを利用したデータを分析するこ

とにより、全体的な傾向を踏まえて各店舗に顧

客サービスや売り上げ向上につながるアドバイ

スができるようになったことも大きな導入効果

です」（吉澤氏）

FeliCa の機能はイベント販促面でも活用され、

2014 年から春、夏、秋、冬のシーズンごとに

地域と連動したタッチラリーにも利用されていま

す。タッチラリーは、近隣の商業地や CoCoLo

館内の各所に設置したすべての専用端末にカー

ドをタッチし最後に親機でスロットを回すとお買

い物券や景品が当たるというものです。吉澤氏は

「タッチラリーは、お客様に好評いただいており、

地域連携という意味でも一役買っています」と語

ります。

また、CoCoLo メンバーズの会員限定特典とし

て、毎週土曜に開催する抽選会で当選したお客様

にお買い物券をプレゼントしたり、会員限定のイ

ベントを実施するなど、お客様満足度向上につな

がる施策を講じています。さらにテナントの店舗

にも協力を仰ぎ、メンバーズへの加入の呼びかけ

を継続的に実施しているほか、店舗に対しては操

作マニュアルを整備して運用面での工夫を促した

りすることで、提供するサービスの維持・向上に

努めています。

「地域の皆様とともに歩む 総合生活サービス企

業」を目指すトッキーは今後も、地元のお客様や

観光客に愛される「CoCoLo」を作っていきます。

FeliCaポケット®　導入事例

カード発行者
株式会社トッキー

プロジェクト関係各社と役割

サービス事業者
株式会社トッキー

システム構築
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社各店舗に設置された端末にカードを

タッチしてポイントを獲得
ポイントが貯まったらお買い物券

（500 円分）の発券ができる
会員申し込みは簡単。その場です
ぐにカードが発行される

イメージング・プロダクツ＆ソリューションセクター
FeliCa事業部　営業部

● 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。
●「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。　●「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。　●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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