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序章 
はじめに 

今、様々な業界において、多種多様なポイントプログラムが作られ実施されている。誰

の財布にも必ず一枚はポイントカードが入っている。多くの人は複数枚のカードをもって

いるだろう。買い物をすれば知らないうちにポイントがたまっていることさえあるのが現

実だ。今や消費者がポイントと無関係でいることのほうが稀になってきた中で、企業側の

ポイントプログラムの目的やメリットはどこにあるのか。また、デメリットや弱点はある

のかについて考えてみる。 

 

研究の目的  

FFP・FSP（ポイントカード、ポイントプログラム）の効果やメリット、デメリットを見
ていくことで、ポイントプログラムの性質を様々な面から明らかにしていく。また、事例

から学んだことをもとに、今後のポイントプログラムの流れについても考えてみたい。 
 
第一章 FSPの定義と基礎としての FFP 
 

FSP（ポイントカード、ポイントプログラム）について詳しく述べる前に、FSP の簡単な

定義とその原型となった FFP について考えてみる。FSP は FFP を基礎に発展してきており、

共通する部分も多い。そのため FSP について詳しく触れる前に、FSP の基礎ともいえる FFP

について考えてみたい。 

 

１） FSP の定義とルーツ 

FSP とは(フリークエント・ショッパーズ・プログラム)の略で、一般にはポイントカード、

ポイントプログラムと呼ばれ私達にとっても身近な存在である。定義としては、あまり明

確なものはないが「多頻度利用顧客に向けたサービスプログラム」であると言える。FSP の

原型、ルーツとも言われるのが、航空会社が始めた FFP(フリークエント・フライヤーズ・

プログラム)である。 

また、日本でのＦＳＰのルーツはスタンプカードであるとも言われている。来店時や購

入時にスタンプをもらい、スタンプがいっぱいになると景品や無料のサービスが受けられ

るというものだ。これが進化することで、購入額に応じてポイント還元、景品交換に用い

たり、商品購入時にポイント分を割り引くシステムが確立されていったとされる。 

 

２） ＦＳＰのルーツとしてのＦＦＰ 

アメリカの航空業界は 1970 年代後半に政府の規制緩和策で 100 社以上が参入する過当競

争に陥った。この競争に生き残るため１９８１年にアメリカン航空が始めた「アドバンテ

ージ・プログラム」がＦＦＰ第１号である、同社の路線を利用すればするほどマイレージ
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（利用距離に応じたポイント数）が加算され、一定額に達すると無料航空券と交換できる

仕組みだ。同プログラムは 1年で 100 万人、94 年には 2400 万人と爆発的に会員を獲得。こ

れが引き金となり、内外のエアラインは一斉にＦＦＰの導入を始めた。 

 今では航空券以外にも様々なサービスプログラムが用意されたり、あるいは様々な提携

関係を強化し魅力度アップを計るなど、ＦＦＰはエアラインのマーケティング策としてす

っかり定着した。 

 

３） FFP の具体的な事例 

 ＦＦＰの具体的な事例として、ＦＦＰを世界で始めてスタートさせたアメリカン航空と

日本の全日空を取り上げて比較してみたい。 

 

３－① アメリカン航空のＦＦＰ 

世界で最初にＦＦＰをスタートさせたアメリカン航空の現在の「アドバンテージプログ

ラム」は「AAdvantage」と呼ばれ、会員になるとアメリカン航空、または 20 社以上の提携

航空会社に対象公示運賃航空券で搭乗すると毎回マイルを獲得することができる。 

また、飛行機をあまり利用しない人のために、ホテルやレンタカー、ショッピングなどの

企業と提携し、マイルを獲得できるような仕組みになっている。 

貯めたマイルで座席の無料のアップグレードが受けられたり、提携航空会社の便にマイル

を使って乗ったりすることが可能になる。(日本ではＪＡＬと提携している。) 例えば、

アメリカ～日本間をエコノミークラスで往復するには５００００～１２００００マイル必

要である。 

ただし、マイルが使えるのは基本的には航空に関することのみで、マイルを利用すること

によってレンタカーを借りたり、ホテルに宿泊することもできるが、航空に関する事がメ

インになる。 

 

３－② 全日本空輸(全日空)のＦＦＰ 

全日空のＦＦＰは「ＡＮＡマイレージプログラム」と呼ばれる。基本的にはアメリカン

航空のアドバンテージプログラムと非常に似ていて、全日空グループ、提携航空会社の飛

行機に搭乗することによって、マイルを貯めることができる。また、レンタカーやホテル

など提携企業を利用することでマイルを貯めることもできる。アメリカン航空のアドバン

テージプログラムと唯一違うのはショッピングやインターネットといった「暮らし」の中

でマイルがたまりやすいシステムという点だ。暮らしの中には保険や引越しなどまで含ま

れる。また、世界で初めてマイルを電子マネーに交換できるようにしている。 

幅広い提携で暮らしのあらゆる場面でマイルが貯めやすいよう、使いやすいようになっ

ている。 

 



卒業研究 
A2P21149 細谷倫之 

 4

４） 二社の比較 

 ポイントプログラムのサービス内容は、二社とも大きな違いは無い。唯一違うのはマイ

ルの利用範囲である。アメリカン航空のマイルが使えるのは航空に関することがメインで

ある。全日空は、航空はもちろん暮らしの中にまでマイルを浸透させようとしている。マ

イルから電子マネーへの交換などは、マイルがより普段の生活に浸透することを意味して

いる。この違いはどこから来るのか？ 

 一つは国の航空事情に起因していると考えられる。アメリカは国土が大きく、人々の移

動に航空機が頻繁に用いられる。アメリカ国内の移動も西海岸から東海岸まで行くとすれ

ば、航空機を利用するのが一般的である。したがって、航空機利用は広く浸透しており、

利用者は航空機の利用だけでも十分マイルを貯めることができる。また提携航空会社など

にマイルを利用して乗れるという特典はアメリカでは十分魅力的である。 

一方、日本はアメリカに比べると国土が小さく、航空機を利用しなくとも電車や車で十分

事が足りる。今でこそ航空機を利用することは珍しくないが、アメリカほど航空機の利用

が一般的だとは言い難い。したがって、利用者が航空機の利用のみでマイルを貯めること

が難しい。また、頻繁に航空機を利用しない人にとって無料航空券などは魅力が少ない。

そこで、マイルを貯めやすいように、生活の中でマイルが貯めやすく使いやすい必要があ

るのではないか。 

二社の FFP の比較表 

（※1 アメリカの企業であるため、利用出来る提携先の企業が日本には少ないというハン

デがあるが、それでも全日空に比べると少なめ。） 

（※2 飛行機に乗らない人でも暮らしの中でマイルをためやすく、航空機以外にも使える

企業が多いため、航空機を抜きにしても十分楽しめる） 

 アメリカン航空 全日空 

マイルのため方 ・飛行機の利用、提携企業の

利用。 

飛行機の利用、提携企業の利

用。 

マイルの使い方 ・無料航空券 

・座席のグレードアップ 

・提携企業のサービスをマイ

ルで利用 

・無料航空券 

・座席のグレードアップ 

・提携企業のサービスをマイ

ルで利用 

提携企業の業種 ・ ホテル 

・ レンタカーなど 

・ ホテル・レンタカー 

・ 保険・引越しなど 

暮らしの中でのマイルのた

めやすさ 

○ 

※１ 

◎ 

※２ 

電子マネー      × ◎ 

マイルの有効期限 最後にマイルを利用してか

ら 36 ヶ月間  （約 3年）

利用した年の翌々年の 12 月

31 日まで有効  （約 2年）
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しかし、基本的にどちらもサービスやシステムなどの内容はほぼ一緒になっている。利

用者にとってどちらもマイルが出来る限り貯めやすく、使いやすいように考えられている。

無料のサービスや割引などマイルは利用者にとって魅力的である。しかし、マイルは割引

や座席のアップグレードなどを伴い、経営的には利益圧縮要因にもなりうる。売り上げは

一定レベルで向上するが、逆に利益は減るからである。航空会社は、なぜマイルを導入す

るのか？割引など経営のリスクが伴うマイルを、どうしてこれほどまでに利用して欲しい

のか疑問が生まれる。 

 

５） マイル（ＦＦＰ）の効果と目的 

 アメリカン航空、全日空でマイルを利用するためには、マイルプログラムの会員になら

なくてはいけない。会員になるとカードが発行され、そこにマイルが加算される。マイル

が利用されると、あらゆるデータが航空会社に入ってくる。そのデータを蓄積し、経営に

利用することがマイルの目的である。いわば不特定多数を対象としたマーケティングから、

優良顧客を徹底的に囲い込むというマーケティング手法への転換である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、国内を頻繁に動きまわる客のデータがあれば「これはビジネスでの利用かも知

れない。」「ならばこの人のいる会社は全国に取引先があり、出張の多い会社かもしれない。」

＝【頻繁に航空機を利用する優良顧客】＝「ではキャンペーンなどがあればお知らせしよ

う。」といった具合に推測し、次の利用を促す。男性はいつもキャンペーンなどを知らせて

くれて、マイルもたまっているのなら、いつもの航空会社を利用しようということになる。 

また、ある目的地に行くのにほぼ同じ料金、ほぼ同じ所要時間であるなら、マイルがた

まっている会社を利用し、マイルを貯めて目的地でのホテル代やショッピング代に当てる。

マイルがあまれば、当然客はマイルがたまっている航空会社を利用するという仕組みだ。

航空会社

顧客データ

ビジネスでの利用？ 全国に事業所や取引先？

推測

航空会社利用 出張や転勤の多い会社？

キャンペーンなどの情報

客
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顧客の情報をできる限り詳細に集め、ニーズごとに分類し、求められる商品やサービスを

提供して営業効率を高めていく。このようなマーケティング活動をコンピュータ上の膨大

なデータベース(顧客情報)を基盤に展開するのがＦＦＰであり、その重要な目的の一つが

「優良顧客の囲い込み」である。 

「２：８の原則」、企業の２割の固定客が８０％の利益を現実には生み出しているという

意味の言葉だ。この２割をどう作り、どう自分の会社の優良顧客として囲い込むかがＦＦ

Ｐ(ＦＳＰ)の本質であるといえる。 

一方、航空会社と提携している企業側にもメリットがある。お客についての情報が手に

入るという点やマイル利用者の固定化を望めるだけでなく、比較的安いコストで顧客デー

タが収集できる。一つの企業で顧客データを調べるより、提携企業同士でシステムを作り

情報を共有できれば安いコストでデータを収集することが可能になる上、膨大な量の顧客

データを獲得できる。 

顧客情報を知るということは、ＦＦＰ，ＦＳＰ共通の重要なポイントであり、次のＦＳ

Ｐの章で一緒に詳しく考えてみたい。 

次章ではＦＦＰをお手本にしたＦＳＰとその効果について考える。 

 

 

第二章 FSPの事例から見る効果 
 
 この章では FSP の効果を事例も基に検証していく。FSP の効果も各企業の目的や導入方法

により様々だ。目的や利用方法にも焦点を当てながら、FSP のメリットを明らかにしてみた

い。 

 

１） FSP の効果とその事例 

FFP をお手本に、フライヤーズからショッパーズに移行したものが FSP である。ＦＦＰは

マイルと呼ばれるポイントを、利用距離に応じたポイント数だけ加算する仕組みである。

基本的にＦＳＰはマイルがポイントに変化したと考えることが出来る。FSP は今や様々な業

界、業種に及んでいる。ポイントプログラムは「七変化」と言っても過言ではないほど、

多種多様であり、外観は同じでも様々な要素で「性質」は変わる。ここではその FSP の効

果を、事例をもとに見ていく。 

  

事例 １－① 効果１  固定客をつかめる 

 セブンイレブンジャパンが 2003 年から北海道限定でポイントカードを導入している。全

国展開するチェーン店が地域限定でポイントカードを発行するのは異例だ。この背景には、

地場のコンビニエンスストアーがポイントカード導入で成果を上げているという事情があ

る。 
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そのコンビニとは北海道を基盤とするセイコーマートだ。セイコーマートは北海道で最

大のコンビニチェーンで、道内に 852 店を展開。セブンイレブンは道内に 796 店である。

セイコーマートのポイントカードの狙いは上位顧客が誰かを把握することであり、これが

FSP の一つの強み、情報活用である。ポイントカード発行時に、顧客の性別や年齢、住所な

どの属性情報が得られる。この情報をもとに顧客が来店した際にレジでポイントカードを

提示することで購入商品と顧客を結び付けられる。これらの情報をもとに、購入金額や来

店頻度をもとに顧客を選別している。セイコーマートで情報を分析したところ購入金額の

上位 1 割の顧客で、全売上高の 2 割を占めていることがわかった。同社にとって非常に重

要な顧客であり、この顧客の流失は売り上げに即響く。この上位の顧客を年齢や性別でさ

らに分析することで、上位顧客のニーズをつかみ上位顧客への DM の発送など効果的な販促

活動が行え、固定客をがっちりつかむことが出来る。 

 ライバル店との競争が激しくなる中でポイントカードから得られる顧客情報を使って、

優良顧客を囲い込もうとする動きは他にもある。その一つが長野県を中心に５１店舗のス

ーパーマーケットを展開するアップルランドだ。ライバル店が出店してきてもポイントカ

ードの購買履歴から常連客を把握して対抗策を講じ、影響を最小限にとどめた。２００２

年１０月に関東近郊で７１店舗を展開する「ベイシア」(本社群馬県伊勢崎市)が長野県の

中信地区に進出してきた。７６００㎡の売り場面積に５１０台の駐車場を持つ巨艦店。近

隣のアップルランドは１５００～２０００㎡であり、売り場面積ではとても歯が立たない。

駐車場も大きいため、車での来店が多い地域性を考えると近隣店舗にはかなりのダメージ

を与えることが予想できた。アップルランドは、ベイシアの出店情報を半年前につかんで

いた。同社では少なくとも近隣８店舗が影響を受け、売り上げが２５％下がるという試算

を出した。 

 そこで、逃がしてはいけない顧客だけに手厚いサービスをすることで影響を最小限にと

どめる取り組みを開始した。具体的には、ベイシア商圏に住む顧客のうち上位顧客５００

人に対してダイレクトメールを送付。 

 中身は、ポイントの付与を常時２倍にするクーポンやベイシアのオープン当日だけ使え

る割引券などである。これによりベイシアの開店による影響を、当初の試算より少ない売

上高１割減にとどめた。現在は開店前の水準まで戻している。どうしても離したくない顧

客だけにＤＭを送付することで影響を最小限にとどめられたということだ。 

 

１－② 効果２  売りたい商品を買わせる。 

 ポイントカードの情報から顧客の嗜好を把握し、店舗が売りたい商品を顧客に提案する

取り組みもある。広島県を中心に 43 店舗を展開するドラッグストアーチェーンのププレひ

まわり（本社広島県福山市）である。ドラッグストア業界もスーパーマーケット業界と同

様に価格競争が激しい業界である。 

医薬品は同じ効能のある商品なら店員が薦める商品が売れる傾向にあるという。 
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利益を確保するためには、同じ効果であればメーカー商品よりも価格も安く粗利益も大き

い PB 商品（プライベート・ブランド）など粗利益の高い商品を薦めている。このような「店

頭で店員が薦める」売り方を、ポイントカードと DM を使って実施している。ポイントカー

ドの購買履歴から会員が持っている悩みや嗜好を把握し、売りたい商品に誘導するのであ

る。売りたい商品とは、より粗利益率の高い商品である。 

 この仕組みにメーカーが興味を示した。嗜好や悩みのわかる顧客だけにアプローチでき

るため効率がよいからである。DM の送付先を競合他社の商品を買っている顧客に絞れば、

シェアを広げられるチャンスにもなる。原資をメーカーが負担することで、費用のかかる

DM の発送が可能になった。 

 一例として、栄養ドリンクの取り組みがある。A社の商品買っている上位 100 人に対して

B 社の試供品を送付した。両者の商品は滋養強壮など同様の効果がある。価格は 10 本入り

で A社が 958 円に対して B社が 798 円。同様の効果で安いため、B社の商品に乗り換えるメ

リットがあった。 

 ププレひまわりにもメリットがある。A社の粗利益率は１％未満の 8円。これに対して B

社の売価は安いものの 250 円の粗利益がある。ププレひまわりにとっても B 社の商品は、

積極的に販売したい商品なのだ。そこで店頭でも目立つ位置に陳列するなど効果を高める

工夫をした。すると試供品を送付した顧客の 2 割が続けて購入するなどＤＭ発送の効果が

現れた。他にもアミノ酸飲料や高血圧を抑制する飲料などで、値崩れし利益の確保できな

い商品を購入している顧客に対して粗利益の取れる商品への乗換えを促す取り組みをして

いる。 

 

１－③ 効果３ 利益をもたらすのは？ ～利益をもたらす顧客が分かる～ 

ポイントカードの購買履歴を分析することで、誰が利益をもたらしている顧客なのかが

分かる。ププレひまわりでは、分析によりこれまで分からなかった利益に貢献している顧

客層が見つかった。それは、乳幼児向けの商品を買う顧客層である。 

 乳幼児向けの商品である粉ミルクは、ティッシュペーパー、洗剤と並んで特売商品とし

て提供することが多く「原価を割って販売することもあり単品だけで見れば赤字」の商品

だ。そのため、粉ミルクを購入する顧客層は利益に貢献しないと考えられてきた。 

 しかし、カードの購買履歴を分析すると、粗利益率は低いものの全体の利益額が全会員

の平均に比べて高いことに気づいた。ベビー用品の他に、化粧品や日用品など粗利益率の

高い商品もたくさん購入しているからだ。乳幼児を連れてきた顧客は、移動が面倒なので

１ヶ所でまとめて購入することが分かった。 

 そこで、乳幼児のいる顧客の来店頻度を高めようとするキャンペーンを３ヶ月実施した。

粉ミルクを購入する顧客に対して、５缶買えば５００円分の商品券をプレゼントしたのだ。

顧客にとっては実質の値引きで他店で買うよりも安い。実施した結果、粉ミルクを買う顧

客層の来店頻度が２割増えた。すなわち隠れた得意客を発見し、得意客の来店頻度を２割
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上げたということだ。 

 

１－④  効果４ 販促費の有効活用 ～チラシを無くす～ 

スーパーマーケットでは、新聞の折り込みチラシが販促の生命線だと言われ続けてきた。

ところが、折り込みチラシを一切やめてしまったスーパーマーケットがある。福岡県柳川

市にある「スーパーまるみつ」だ。チラシに掲載する特売商品として、一般的に卵を提供

することが多い。通常価格が約１９０円の卵を５円で販売していたことがあった。玉子の

特売が呼び水となり来店客数も増えたが、悩みもあった。折り込みチラシを出した朝、開

店前に並んでいるお客を見ると知っているお客がほとんどいない。これでは常連客に買っ

ていただけない。実際同社が発行するポイントカードの顧客情報を分析すると、購入金額

で下位３割の顧客しか来ていない。特売しても、毎日たくさん買っていただける上位顧客

には何のメリットもない。これでは本当に利益をもたらしてくれている顧客に還元で来て

いない。 

そこで、月４回出していた折り込みチラシをやめ、店内で配布することに切り替えた。

自店を利用してもらう顧客だけに特売情報を提供し、会員カードがないと特売価格で買え

ないようにした。玉子も特売をやめ、会員カードを提示すると毎日１２８円にした。毎日

来店していただく顧客が恩恵を受けるようにしたかったからだ。 

この結果、粗利益率がチラシを配布していた４年前と比べて３％改善した。これまでの

広告宣伝費はピーク時には年間８００万円かかっていたが、印刷代など３０万円まで下が

った。 

他の店が水曜日に折り込みチラシを配布すると来店客数が５％減るものの、木曜日と金

曜日には来店客数が戻っている。売り上げもチラシ廃止前と変わらないが、粗利益率が向

上した。 

 

１－⑤ 効果５ 必要な品揃えがわかる。 

 自店が顧客からどのように思われているかを測るのに、店頭で無作為にアンケートをと

る方法がある。ポイントカードの購買履歴を活用することで、聞かなければならない顧客

を明確に絞り込める。効果１で紹介したアップルランドではある店舗での改装をにあわせ

て、購入金額の上位顧客５００人に対して店に対する要望や不満点などを聞くアンケート

を郵送で実施した。具体的には、鮮度の善しあしのほか、「牛肉はどこで買っていますか」

といった普段の買い物状況をつかむための項目を並べた。 

 最上位の顧客は、すべての商品群を偏り無く購入している。しかし、上位２～３割の顧

客は何らかの理由で他の店でも購入している。この客層がなぜアップルランドで買わない

のかを知りたかったのだ。 

 自由記入欄から同社への不満として品揃えの幅が狭いことが分かった。例えば、しょう

ゆは有名メーカーの商品しか扱っていなかった。しかし顧客は、定番商品より価格帯が高
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く、地方の中小メーカーが少量生産するこだわった商品を望んでいたのだ。 

 そこで、有名メーカーより１００～４００円高い中小メーカーの商品を中心に品揃えを

広げた。すると、もっとも高い７７０円の商品がしょうゆ売り場で売り上げ１位となった。

この商品は、近隣で取り扱っている店舗が少ない商品でもあった。味噌など他の商品群で

も、品揃えを広げ、２０００点を新たに扱い始めた。「これまで通信販売で買っていたが、

売っているのが見つかってうれしい。」という顧客も現れたという。品揃えを充実させた結

果、新店舗での売上高は前年比で２５％伸び、客単価も１割増加した。 

 

２） ５つの効果から見えてきたこと 

各社の取り組みからポイントカードから得られる情報の５つの活用方法と効果が見えて

きた。次なる課題は仮説を立てる際に顧客の行動を理解できるかだ。 

消費者の視点で仮説を立てられないと、膨大な情報から関連性や傾向を見つけ出せない。

「なぜ顧客はこの組み合わせで買ったのか」など、顧客の生活が想い描けないと分析でき

ない。膨大な情報も分析できなければ宝の持ち腐れである。仮説を立てて傾向や関連性を

探りだすことができなければ、本来戦略的であるべきポイントカードのシステムが、ただ

の巨大な割引システムになってしまう可能性も秘めている。情報を集め分析し、そこから

仮説を立てて顧客の行動を理解することがポイントカード成功の秘訣の一つといえるので

はないだろうか。 

顧客情報がポイントカードの重要なキーワードになることがわかってきた。次章では顧

客行動を理解するための具体的な分析手法などを詳しく見ていく。 
 

第三章 FSPの情報利用 
 
 第二章では FFP の効果について事例を中心に詳しく分析した。FSP がその効果を発揮する

ためには顧客情報を集め、分析し利用することが欠かせないこともわかってきた。そこで、

この章では FSP の情報分析の仕方やその手法などについて見ていく。 

 

１） 顧客情報の取得 

典型的な FSP では、顧客は申込用紙に名前や連絡先などを記載し、店のクラブへの加入

を進められる。すると顧客には FSP カードが渡される。カードの特典や利点を享受するに

は、顧客はレジでの清算時にカードの提示を求められる。バーコード付のカードをレジで

スキャンして、顧客の ID 番号を読み込み、取引データを付加する。その取引データは大型

データベースに書き込まれるので、店側は顧客の購買行動を分析できるという仕組みだ。 

 

２） 顧客の経済的な価値は平等ではない 

長期間にわたり顧客の行動を観察し、測定できるということは、ずっと広い視野から顧
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客の行動を分析できるようになるということだ。店側は常連客が他の顧客より頻繁に来店

して買い物をすることを知ってはいたが、その来店頻度を測定することが出来なかった。

このため長期間にわたる購買行動に対して、顧客に報いることが出来なかった。しかし、

詳細な顧客情報で視野が広くなると、顧客価値の格差が歴然としていることに、多くの店

は気づいた。 

ひいき客の来店頻度、購買単価が業績に直結する百貨店業界では、自社カードによる顧

客の「囲い込み」とそのデータ管理が他の業態以上に重要な営業戦略となる。 

そんな中、カード会員の情報を集め、分析し徹底的に優良顧客を優遇して高い顧客満足

を得てきたのが三越だ。「お帳場営業」といわれる取り組みである。情報を分析し、購入金

額の多い優良顧客、頻繁に来店する超優良顧客だけに人手をかける戦略だ。正確に優良顧

客を把握し、きめ細かいサービスを行うためにも顧客情報の分析は欠かせない。 

 

３） 分析方法～デシル分析～ 

顧客価値は購入額を基準とするのが一般的である。全顧客を購入金額の高い順に１０等

分してその構成比を算出する分析方法がデシル分析だ。売上の上位集中度の観点から、顧

客全体の情報を把握する手法。売上高貢献度の高い優良顧客を知ることができるなど、現

状把握に有効で、分析も簡単であることから顧客分析の第一段階といわれている。 

デシル分析の例 

 月間顧客購入額 全体売上に占める割合 

デシル 1 53,000 円 47.00% 

デシル 2 29,000 円 21.00% 

デシル 3 18,000 円 13.50% 

デシル 4 9,000 円 8.00% 

デシル 5 6,000 円 4.00% 

デシル 6 3,500 円 3.00% 

デシル 7 2000 円 2.00% 

デシル 8 1000 円 1.00% 

デシル 9 500 円 0.40% 

デシル 10 150 円 0.10% 

例えば、上記の例で見ると、デシル３までの３０％の顧客で累計売上高の約 8 割を占め

ていることが判る。すなわち、この 3割の顧客が離反しないような販促を展開していけば、

売上の 8 割を安定的に確保できるということになる。上記の例だと、特にデシル１で売上

の約半分を占めていることから、この部分が最重要の上得意客ということなる。 

 具体的には、これらのデシル１～３のグループに絞ったＤＭを発送し、通常のセールを

前倒しして展開するなど、他の顧客とは差別化された特典を与えていくというような手法

が有効と考えられる。 
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上記の例のように詳細な顧客情報を持ち、視野を広げると、顧客の経済的な価値は必ず

しも平等ではないことがわかってくる。分析できる時間が長期間であるほど、顧客価値に

は大きな差が現れてくる。FSP を利用し顧客情報を長期にわたって継続的に分析することで、

FSP の効果も最大限発揮できるようになるといえるだろう。 

しかし、そんな FSP、ポイントカードも使い方しだいでは弱点にもなる。必ずしも万能で

はないのだ。例えば、ポイントには割引がともなう。単純に企業の利益を圧迫する原因に

もなりうるのだ。ポイントカードのデメリットについては、次章で事例を交えながら詳し

く分析してみる。 

 

第四章 FSPの失敗 ～ＦＳＰのデメリット～ 
 

第二章で FSP のメリットについては詳しく触れてきた。各企業が FSP を採用し、効果を

挙げている。その影で FSP を中止する企業が増えているのも事実だ。この章では、FSP を中

止した企業の事例を基に、FSP のデメリットや間違った活用法を見つけ出す。 

 

１） 間違いだらけのポイントカード ～失敗に学ぶ～ 

顧客向けのポイントカードサービスを中止する企業が増えている。多くの企業で導入さ

れ、効果を上げているポイントカードをなぜ止めるのか。なぜ止めざるを得なかったのか

を事例を中心に見ていく。 

 

１－① ユニクロの事例 

カジュアル衣料品の専門店｢ユニクロ｣を運営するファーストリテイリング、同社は１９

８４年からポイントカードを導入していた。そのポイントカード制度が２００２年９月３

０日をもって中止された。 

 ２０００円ごとに１ポイントを付与し、３０ポイントたまると５０００円分の商品券と

交換できる「ユニクロカード」を発行していた。ユニクロで５０００円あればＴシャツ２

枚、パンツ、靴下３足が買える金額だ。そのため、顧客からの復活を望む声は根強いとい

う。商品券と交換する際、消費者に対して氏名や住所などを登録してもらうため、ファー

ストリテイリングにとって優良顧客を特定できるメリットがあった。だが、売り上げ規模

が大きくなるにつれて、同社にとって大きな課題になってきた。 

 同社は詳細を明らかにしていないが、「ポイントカードの発行枚数が増えてきたため、カ

ードを維持する費用が経営を圧迫しかねない。」との判断があったようだ。高い利益率を誇

る同社でもポイントサービスに掛かる費用が重荷になってきたのだ。これは現在のポイン

トカードシステムが抱える問題の一つでもある。「値引き、割引の先送り」になってしまっ

ているという点だ。要するに形を変えたディスカウントになっている。これでは、単なる

利益の圧迫要因になりかねない。 



卒業研究 
A2P21149 細谷倫之 

 13

ポイントカードの新規発行やポイント付与を中止する動きは、ファーストリテイリング

だけではないファーストフードやファミリーレストランなど外食産業を中心に広がってい

る。 

 

ポイントカードをやめた企業 

企業名 特徴 

イトーヨーカ

堂 

１００円で１ポイント、１００ポイントで５００円と交換できるポイン

トカードを発行。 

２００３年３月いったん中止したが、顧客の要望が強く復活。 

ジョナサン 

１００円で１ポイント、１００ポイントで５００円と交換できる「Ｊふ

れんどカード」 

２００２年に新規募集を停止。２００３年にポイント加算も中止した。 

すかいらーく 

５００円で１ポイント、１００ポイントで５０００円分の食事券と交換

できた「クラブ 

ラークポイントカード」を発行。２００２年にポイント加算を停止。 

ファースト 

キッチン 

１００円で１ポイント、ポイントに応じて食事券や景品と交換できる会

員証「CULB-FK」を発行。２００２年に新規募集を停止。 

携帯電話を使った新サービスに変更。 

ファースト 

リテイリング 

２０００円ごとに１ポイントたまり、３０ポイントで５０００円の商品

券と交換する 

「ユニクロカード」を発行。２００２年に中止。 

マイカル 

１００円で１ポイント、店内で１ポイント＝１円として利用できるポイ

ントカードを 

発行。２００２年にポイントの加算を停止。 

 

そもそもポイントカードを導入する際、顧客の囲い込みができると考えて導入した企業

が多い。しかし、その考え自体が大きな間違いである。 

資料によれば、消費者１人当たりのポイントカードの平均所有枚数は７．７枚だという。

一方でポイントカードは巷にあふれかえっており、消費者は作ったポイントカードを持ち

歩いていないのが実情だ。つまり、ポイントカードを発行してもよほどの得点がない限り、

来店にはつながらない。来店を促すものは、その店に行けば受けることができるサービス

や商品の善しあしに他ならないのだ。ポイントカードは来店の決め手にはならない。ポイ

ントはあくまで「おまけ」なのだ。 

他社と差別化できる商品の強化や品質向上に、経営資源を注力すべきで、想定した効果

がないにも関わらず、ポイントカードを続ければ運営費などコストばかりがかかってしま

う。自社のポイントカードの使い方が間違っていることに気づいた企業にポイントサービ
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スを中止する動きが広がっている。 

 

１－②ジョナサンの事例 

ポイントカードを中止した企業の１つが、ファミリーレストランチェーンのジョナサン

だ。その理由は「費用が掛かる割に、集客手段として目立った効果が無かった」からだと

いう。 

同社は１９９９年１０月から１００円につき１ポイントがたまるポイントカード「Ｊふ

れんどカード」を全店で発行していた。１００ポイントになると５００円の商品券と交換

できた。だが、２００２年６月に新規発行を中止、２００３年３月にはポイントの付与も

中止した。 

 ポイントカードにかかる費用には、大きく二つある。データ管理費といったポイントを

発行するため費用と、消費者に還元するための費用である。ジョナサンではシステムの運

用費用だけで年間３０００万円かかっていた。これに還元費用(非公開)を含めると大きな

金額になり、同社の経営を圧迫していたと推測される。 

 しかも、消費者にとってもメリットが少なかった。平均客単価を仮に１０００円とし、

客が一ヶ月に１回程度来店すると考えると、１０ヶ月で５００円の食事券と交換できる。

交換できるまでの時間が１０ヶ月と長いにも関わらず、還元額は少ない。これでは途中で

ポイントを貯めることに飽きてしまう。ポイントサービスを運営する費用の割には、購買

促進できるほどの得点を提供できなかったのだ。 

 

２） やめたくても、やめられない～家電量販店の事例～ 

しかしポイントカードをやめたくても、ライバルへの対抗上やらざるを得ない業界もあ

る。その代表例が家電量販店だ。２００３年６月からこれまで実施していなかった大手家

電量販店のコジマでも、ポイントサービスを採用するなど逆に導入が広がっている。その

理由は、どの店で購入しても同じ製品が同じような価格で購入できるため、他店と差別化

できる要素が少ないからだ。消費者としても、同じ金額を払うなら還元率の高い店で買う

ほうが得だからだ。パソコンを購入すればそのポイントでプリンターも買えてしまうほど

還元金額が大きいことも理由にある。 

ポイントカードの有無や還元率が、どの店で購入するかの決め手になってしまっている

のだ。しかし、実質的には値引きの先送りに過ぎない。家電量販店各社が高い還元率を武

器に攻勢しているため、やめたくても、やめられないのが現状である。 

 

３） 失敗から見えるポイントカード活用術 

 各企業の失敗事例から見えるのはポイントカードのシステム自体が移行期にあるという

ことではないだろうか。導入から数年経過し、情報活用が出来ずに還元コストばかりが目

立ってしまった企業がポイントカードを中止している。ポイントカードを中止することは、
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イメージの低下や顧客満足度を一時的に下げてしまう恐れがある。だが顧客からもらった

情報を活用できない企業が、ポイントカードを続けていても還元コストがかかるだけだ。 

各企業の失敗から見えてきた、ポイントカードをやめるべき企業のポイントをあげる。 

 

１． 購入頻度や金額などで会員を階層化せず、同一の情報を配信している。 

顧客をしっかりと階層化せずに、販促として DM などを発送してもポイントカードに

コストをかけて情報を収集した意味がない。 

２． 販促の最大の武器として使っている。 

ポイントカードは、あくまで情報活用の道具であり、販促の一つのアイテムに過ぎな

い。 

３． 新規の顧客を獲得するために利用。 

顧客を集めるのは自社の商品、サービスであり、ポイントカード自体が顧客の来店動

機にはならない。 

 

ここで分かってきたのは、本来ポイントカードは顧客に還元するだけでなく、自社の経

営課題を見つけ出すためのものであるということである。 ポイントカードの履歴から、

売り上げと顧客を結びつけることが出来るからだ。顧客別に何をどれだけ買ったかを時系

列で分析することにより、優良顧客が誰なのか、あるいは顧客を階層化することが可能に

なる。このように自社の経営課題を見つけ出せる情報を提供してくれた顧客に対して謝礼

として渡すのがポイント還元である。本来来店を促すものためでもなければ、値引きの先

送りをするものでもないのだ。様々な企業の失敗から見つけたのは、ポイントカード活用

の秘訣は、あくまで「情報活用の道具」として利用することだ。販促や新規の顧客獲得を

目指すのであれば、目玉は自社の商品やサービスである。ポイントカードは CRM の一部に

過ぎない。ポイントカードを顧客への還元として実施していたのであれば、早く見切りを

つけて自社の提供する商品やサービスに合わせた形に還元方法を変えるべきだろう。 

 次章では、第二章、第三章で見てきたようにポイントカードにはメリット、デメリット

が存在する。その二つを踏まえたうえで、移行期にあるといわれるポイントカードの新し

い形を考えてみる。 

 

第五章 ＦＳＰの未来 
 

１）ポイントカードの新しい形 

 上記で紹介してきたようなポイントカードは、基本的に当該企業以外では使えない「ク

ローズドポイント」が主流であった。このことで囲い込み効果が発揮されるからだ。 

 一方、ここへ来て注目されているのがポイントの共通ポイント化、いわゆる「オープン

ポイント化」だ。ポイントを共通化することで外部からの新規顧客を獲得できるチャンス
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が生まれるとの期待からだ。また共通化することで、顧客はポイントの獲得で様々な景品

に交換できるメリットが生まれる。さらに、ポイントカードから得られる情報を分析する

には、まずポイントカードン提示率を上げる必要があるが、第四章で述べたように、消費

者１人当たりのポイントカードの平均所有枚数は７．７枚。ポイントカードは巷にあふれ

かえっており、消費者は作ったポイントカードを持ち歩いていないのが実情である。ポイ

ントを共通化することにより、一枚のカードで複数の企業のポイントをためることが出来

れば、消費者は一枚のポイントカードを持ち歩くだけですむ。おのずと提示率も上がるは

ずだ。多くの企業で一つのシステムを使うため、コストの削減にもつながるだろう。 

 

オープンポイントの様々な形態 

「自社内利用」

企業内顧客資産

「提携・パートナー」

ガソリンスタンド

コンビニ映画館

カラオケ店ホテル

企業内
顧客資産

 

「企業間相互乗り入れ」

企業内顧客資産

企業内顧客資産

     

｢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

 

「グループ間相互乗り入れ」

企業内
顧客資産

企業内
顧客資産

企業内
顧客資産

企業内
顧客資産

企業内
顧客資産

企業内
顧客資産
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２）新しい形の事例 

２－① TSUTAYA「ティーポイント」 ～「提携・パートナー」形態～ 

 レンタルビデオチェーン「TSUTAYA」と提携企業のあいだで共通のポイントを貯めたり、

交換できるのが、「ティーポイント」だ。有効な TSUTAYA 会員証を持っていれば誰でもこの

サービスを利用出来る。提携企業の中にはコンビニ大手のローソンやガソリンスタンドの

エネオスなどがある。ビデオレンタルと親和性の深い日常生活のサービスを提供する企業

間でのオープンポイント展開を推進している。昔なら、ポイント連結対象は、密接に関連

する業態（例えば、旅行なら航空券・ホテル・レンタカーなど）かつ、資本関係、系列関

係がある場合が多かった。元々は、ポイント制度は、ビジネスサイドから見れば割戻しと

いうし意識が強かったために、このような展開方法になったと考えられる。 

しかし、生活者という一つの視点から関係があるような企業と提携しているところがこの

ポイント制度、ティーポイントの面白さだ。これは、生活者は、年中旅行に言っているわ

けではないが、年中、生活はしているわけであるので、一度獲得したポイントの汎用性が

高いからだ。 

ティーポイントのため方、使い方 

 さらに、ローソンでのポイントの溜まり方も面白い。通常、ポイントは購入金額に応じ

て、配布されるものであるが、来店ポイントと称して、来店時にポイントが配布されるの

だ（これは、ティーポイントに限らず、ローソンパスでも同じである）。 

一方、ローソンやエネオスなど提携企業から見れば、1500 万人（2001 年 3 月現在）とい

う TSUTAYA 会員の中から新規顧客を獲得できる可能性が高まるというメリットがある。完

企業 ポイントの貯まり方 使い方 

TSUTAYA レンタル100円ごとに2ポイ

ント 

販売100円ごとに1ポイント

買取・販売ごとに 1ポイント

入会・更新・再発行 2ポイン

ト 

・店頭でクーポン券を発券 

・300、500、1000 ポイント単

位で発券可能。 

・ 

ローソン 買い物100円ごとに1ポイン

ト 

一回の買い物ごとに1ポイン

ト 

･店内にある情報端末 Loppi

（ロッピー）で、300 ポイ

ントでローソンお買物券

300 円分、500 ポイントで

ローソンお買物券500円分

に交換できる。 

エネオス ご利用金額100円ごとに1ポ

イント 

・ポイントをためることは可

能だが、エネオスで利用する

ことは出来ない。 
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全なオープンポイントということではないが、一定範囲内のオープンポイントであるとい

える。 

 

２－② ポイント交換 ～Gポイント～ 

 各企業が独自に発行するポイントを交換する「ポイントの e－マーケットプレイス」。そ

れが G ポイントネットワークのサービスだ。同社のサービスを利用すれば参加企業のポイ

ントを「ジーポイント」と呼ばれる共通のポイントに両替し、他社のポイントサービスを

利用できる。 

例えば、A,B,C 社のポイントで D社のサービスを利用したいときには、A,B,C 社のポイン

トを、サイト共通の「ジーポイント」に交換する。この「ジーポイント」を D 社の発行す

るポイントと交換すればよいのだ。この仕組みを利用すれば数種類のポイントを合算し、

航空会社のマイレージに変えるといったことが可能になる仕組みだ。消費者にとって企業

間をまたいでポイントが利用できれば、ポイントを貯めやすく利用しやすくなる。企業に

とっても G ポイントに参加するだけで、システムの開発費用などのコストを減らして、よ

り魅力的なポイントシステムを作ることが可能になる。 

 

 

G ポイントの流れ 

A社
10ポイント

B社
1５ポイント

C社
５ポイント

Gポイント
ネットワーク

ジーポイント
30ポイント

D社のポイント
サービスを利用

各社で集めたポイントを
合算

共通ポイントに
両替

Gポイント提携企業
で利用

共通化 利用
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３）ポイントカードの未来像 

 ポイントは消費者にとって魅力的である必要がある。企業が魅力あるポイントカードを

発行できれば、新規顧客の獲得、顧客の囲い込み、またそれらを可能にする顧客情報をよ

り多く収集することができるようになるからだ。しかし、システムの開発費用や値引きに

よる利益圧迫などコスト面の問題も多々存在する。 

そこで登場してきたのが「オープンポイント」だ。オープンポイントではポイントを共

通化することで外部からの新規顧客を獲得できるというメリットがある。また、「G-ポイン

ト」のような企業を利用し、ASP サービスなどを利用すればシステムの開発費用も抑えるこ

とができる。ポイントの利用範囲が広まれば、消費者がポイントを貯める価値も高まり、

よりポイントを蓄積しようとする。つまり消費者にとって魅力がアップするのだ。 

しかし、同時にポイントサービスの最大の目的である顧客の囲い込み効果は薄れる。ポ

イントが様々な企業で使えるため、必ずしも一つの企業でポイントを貯め、消費する必要

がなくなるからだ。それでも、私はオープンポイントが次の世代のポイントシステムの一

つになりうると考える。 

ここでポイントとなるのは、ポイントカードの未来を考える上で、未来のポイントカー

ドは必ずしも一つではないのではないかという点である。目的や効果が一つでない以上、

ポイントカードは必ずしも一つである必要はない。二章、四章で見てきたように、今後企

業は目的に合わせてポイントシステムを運営することが必要であると考えられるからであ

る。 

これからのポイントカードは「ポイントシステムを導入したらこんな効果が上がった」

という次元から、「目的に合わせてポイントシステムを選ぶ」時代に移行してきたのではな

いかと考える。その目的に合わせたポイントシステムの一つに、オープンポイントはなる

可能性を秘めている。顧客囲い込み効果が多少薄れるとしても、顧客のニーズ変化や自社

製品の強化ために、より多くの顧客情報を得たい企業はオープンポイントで十分に目的を

達成できる。また、他業種同士でポイントの共通化を図れば、顧客の囲い込み効果はある

程度維持しつつ、より多くの顧客情報を得ることができる。目的を持ってポイントシステ

ムを導入する企業にとって、オープンポイントは新たな選択肢の一つとなるはずだ。今後、

ポイントシステムは企業の目的や狙った効果に合わせて変化し、多種多様なポイントシス

テムが生まれるのではないか。これからポイントシステムを活用する企業は「目的に合わ

せてポイントシステムを選ぶ」ということがますます重要になってくるだろう。 

次章では今まで見てきたことをもとに、大きな視点でポイントカードの成功の秘訣を考

える。 
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第六章 まとめ 
 
第一章から第五章までを通して、FFP、FSP について事例を交えながら、効果や目的、
メリットやデメリットを詳しく見てきた。その中でポイントカードの成功を考える上で共

通する要素が見えてきた。「顧客情報」、「目的」「分析」「利用」だ。 

この四つの要素は互いに独立しているのではなく、お互いが密接に関連しあって初めて

ポイントカードとして効果をあげることができるものだと考える。ポイントカードの成功

にはどの要素も欠かせない。 

「顧客情報」は FFP、FSP においてもっとも重要な要素であると考えられる。なぜなら、

FFP、FSP は顧客情報を根底にしたシステムであると考えられるからだ。第二章でみてきた

ようにポイントカードの成功事例は、どれも顧客情報なしでは成り立たない。逆に失敗の

事例では、顧客情報を軽視しポイントシステムのみで効果をあげようとしてしまった。明

確な目的が無かったり、ただの割引サービスになってしまっていた。それだけにシステム

の維持費や還元コストが目立つようになってしまったと考えられる。同時に FFP、FSP でど

んな効果をあげたいのか明確な「目的」も必要だ。明確な目的が無いままにポイントシス

テムをスタートさせても、集められた情報を利用することができない。目的を達成するた

めの分析ができないからである。顧客情報を分析できず、効果もいまひとつ解らないのに、

コストは明確に膨らんでいくような状態は失敗につながるだろう。集めた顧客情報を効果

に結びつけるために「分析」は欠かせない。情報を分析し、顧客が何を求めているのかを

知ることが重要である。集められた情報も分析されなければただの数字でしかない。その

数字のなかから、本当に逃がしてはいけない顧客は誰か、顧客が何を求めているかを分析

し、目的に合わせた情報を利用することが必要である。顧客を囲い込みたいのに顧客の年

齢と住所、購買歴が分かっただけでは DM をむやみに発送することぐらいしかできないだろ

う。「なぜ顧客はこの組み合わせで買ったのか」など、分析することができなければポイン

トシステムとして効果をあげることができない。そして、分析されたデータをもとに「利

用方法」を考える。利用方法は目的にもつながるだろう。顧客を囲い込みたいのか、自社

の製品のどこを強化すればよいのか、顧客が求めている商品やサービスを知りたいのか、

目的に合わせて分析された情報を利用するのである。顧客を囲い込みたいのであればクロ

ーズドポイント型のポイントカードにして顧客を逃がさないようにする。顧客満足を満た

すためにより多くの情報が必要ならオープンポイント型のポイントカードにして、他の企

業と協力しながら大きい規模で顧客情報を収集する。 
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目的に合わせてポイントを選ぶ

Ａ社
顧客を囲い込みたい！！

Ｂ社
顧客満足を得るためにより
多くの顧客情報が欲しい！！

企業の目的

選択
クローズドポイント型

オープンポイント型

選択

 

このように目的に合わせてポイントカードのシステムや利用方法を選ぶことも重要であ

ると考えられる。 

「顧客情報」を、明確に「目的」を持って「分析」し、正しく「活用」する。 

これがポイントカード成功の秘訣ではないかと考える。ポイントカードだけで効果を期

待してはいけない。ポイントカードから得られるのは「顧客の情報のみで、効果を得るこ

とはできない」という考え方が重要だ。ポイントシステムでは、顧客情報を目的を持って

分析し、活用することで初めて効果をえることができるのだ。第四章で述べたようにポイ

ントカードはあくまで販促の一つのツールに過ぎないのである。これからポイントカード

を導入しようという企業は、それらを考慮した上で、明確な目的を持ってポイントシステ

ムを利用する必要があるだろう。企業の目的に合わせクローズドポイントを利用するのか、

オープンポイントを利用するのか、はたまた独自のポイントシステムを作り上げるのか。

目的に合わせてどのような形態のポイントカードを選択するかが、ポイントカードで成功

する上で最も重要となってくるだろう。 

ポイントカードで成功した企業が数多くあるように、正しく利用できればポイントカー

ドは最大の効果を発揮し、企業経営の大きな武器になるはずだ。 
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 ポイントカードの巨人・ＡＭＣの新戦略 

月刊 CardWave 2005 年 6 月 

 目からウロコのポイントカード導入・活用術 

月刊コンピュートピア 2004 年 10 月 

 

日経情報ストラテジー 2003 年 2 月 

 三越 「富裕家族」を攻める 

日経情報ストラテジー 2003 年 8 月    

間違いだらけのポイントカード 

日経情報ストラテジー 2003 年 12 月 

 失敗しないポイントカード活用術  

日経情報ストラテジー 2004 年 4 月   

最強のポイントカード活用術 

日経情報ストラテジー 2002 年 10 月 

ポイント交換サイト 

日経情報ストラテジー 2005 年 6 月 

 1800 万人が動く巨大基盤 カルチャーコンビニエンスクラブ 

日経ネットビジネス 2001 年 4 月 

 顧客つかむ販促ツール 

日経ビジネス 2004 年 8 月 

 進化するポイントカード 

ネット販売 VOL6 No5 ポイントカードの真実 
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