
取引データ取り込み方法。

ファンづくり稼働標準スペック

「導入はしたものの使い方が良く分からない…」
この声は、実に多くの企業様から聞こえてきます。
３つのツールを、３つのステージでいかに活用するか…？
成功させる為には、いくつかの押さえるべきポイントがあります。弊社では、目的を
達成に導く為のノウハウがあります。お気軽にお申しつけください。

PCSD

PC PC

SDカードを各店舗から回収し、本部PCのSD
カードリーダーを通してデータを取り込みます。
安価で確実な方法です。
※予備のSDカードを1枚準備されることをおすすめします。

ポイントカードターミナルのデータを指定時間
に公衆回線（LAN）を使って取り込みます。各店
舗が遠隔地にある場合は、この方式を利用して
のデータ集信となります。
※通信用ソフト（ツール）が別途必要となります。

ポイントカードターミナルとPCのUSB（又はシリ
アル）ポートをケーブルで接続し、データを取り
込みます。
※USB（又はRS-232C）ケーブルと通信用ソフト（ツール）が
別途必要となります。

SDカード回収方式 モデム（LAN）の接続方式 USBケーブル接続方式

未来をもっとつなげたい。

Connect the future
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POINT CARD MARKETING SERVICE SYSTEM.

ポイントカードマーケティング支援ツール

ファンづくり
LIGHT

for Windows

入門版

SUPER
for Windows

プロ版

Intel Core i3 以上
Windows 7 ／ Windows 8 ／Windows 8.1 ／ Windows 10

2GB以上（64bitOSは4GB以上を推奨）
解像度XGA以上（1024×768ドット）
10GB以上の空き容量
外付けHDDを推奨

ハードウェア
OS
メモリ
ディスプレイ
ハードディスク
バックアップ

※カタログに記載された内容及び製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Windows Windows Windows

108.18
Windows

7

…拡販の為の説明会と勉強会の実施
…ユーザー向けセミナーの実施

…主要スタッフ様への勉強会
※一部有償となる場合がございます

会員獲得ステージ01

実績把握・情報分析ステージ
ポイントカードを利用すれば、「いつ」「誰が」「いくら」
利用したのか取引の情報か自動的に入手できます。
これはポイントカードでなければ入手するのは困難な
貴重なデータです。
そのデータをもとにして自店の傾向を把握し、イベントの
開催や販促方法の選定に有効に活用しましょう。

最重要ステージです。成功の為の大前提です！！
運用開始のモチベーションを維持し、会員を集め続ける。
一番簡単で、一番難しいステージです。ファンづくりは、
会員獲得継続に向けて …

を提供いたします。

02

販促  （プロモーション） ステージ
お客様から頂いた大切なデータをもとに、いよいよプロモーションの開始です。
ファンづくりでは、お客様をあらゆる角度から分析しターゲットとなる顧客を絞りこみ、ＤＭの印刷・メールの配
信が可能です。行った販促は必ずその結果を把握し、次回のプロモーションに活かすことができます。蓄積され
たデータ（お客様固有の情報や取引状況）を接客（接客支援･ＣＴＩ）で利用できるツールを準備しております。

03

「登録業務の容易性」
「会員獲得に向けての様々な指標」

■+
■+

販売店様各位

導入企業様各位

■+

■+

成功への
3つのステージ

コンサルテーション

CRW-STA V2 （スタンドアロンタイプ） TCS-209XN （スタンドアロンタイプ）

ファンづくり対応
リライトカード リーダーライター

お問い合わせ

［本社］〒590-0005  大阪府堺市堺区南清水町2-2-22
TEL. 072-229-9111㈹　FAX. 072-229-0618 www.natec-japan.co.jp/



カードマーケティングに
必要なツールとは？

カードは現在一番利用されているツールです。業種や世代を問わず一番認知されていると言えます。カードリーダを介し、お客様が「い
つ」「どこで」「いくら」利用したのかを自動的に情報化できます。お客様とお店のお付き合いの履歴がカードマーケティングには必須です。
※紙のスタンプカードでは、履歴が追えませんので、マーケティングは不可能です。

カード運営に進めるために顧客の管理は必須となります。
ファンづくりは2003年の発売開始以来累計3,900本以上の販売実績があり、さまざまなノウハウを持っております。

経験を活かした顧客管理システム「ファンづくり」

お客様を科学的・多角的に分析する  （RFM分析／デシル分析）

より多くの情報を、いかに簡単に登録するか？ファンづくりは、追求していきます。殆どの操作がキーボードのみで入力できます。郵便
番号からの住所検索はもちろん、住所からの郵便番号の逆検索や地区・郵便番号エリア・任意エリアなども自動登録が可能です。
最強のマーケティングは、口コミです。紹介者の情報化を可能にしました。だれが何人の方を紹介し、その方 が々どれだけお店に貢
献しているかを把握できます。また、利用回数や利用金額、獲得ポイントなどの実績データだけでなく、ＤＭやメールを使った販促
実施状況、それに対するレスポンス状況を各個人ごとに確認することができます。

成功の秘訣は一人でも多くのお客様に
カードを利用していただくこと

ファンづくりでは、どなたが本当にお店にとって良いお客様
なのかを、最終来店日からの経過日数、指定期間内の利用
回数、利用金額の３つの視点で分析可能です。分析した結
果はそれぞれランクづけが可能です。それぞれにランクづけ
されリストアップされたお客様に対してDM販促やメール送
信が可能なので、販促費用を抑制することができます。

ポイントカード導入後の各店舗の状況・推移を把握する

Card
Point

Rewrite card Rewrite card
Reader writer Fan Zukuri

Card Marketing
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ファンづくり SUPER

ファンづくり SUPER 対応機能 

ファンづくり LIGHT

ファンづくり LIGHT 対応機能

現場レベルでの真の「One to Oneマーケティング」の実践をお手伝いする、
「ファンづくりSUPER」。ポイントカードを利用した、カードマーケティングに絶大
な効果を発揮致します。

顧客分析は必要ないが、顧客の管理は行いたいというお客様向けのソフトです。
顧客情報の登録や検索、DMやメールの送付、日別・時間帯別・月別・曜日・店舗
別実績の表示、また顧客ランキングや取引明細を表示しますので、顧客の管理
を行うことができます。

■+　日別実績表

■+　月別曜日別売上実績表

■+　郵便番号別実績推移表

■+　会員種別分類別実績表

■+　RFM分析

■+　入会者推移（回帰）表

■+　カード利用動向

■+　店舗別実績表

■+　時間帯別実績表

■+　年齢層別集計表

■+　ポイント分布表

■+　デシル分析

■+　回数別顧客推移表

■+　商品別実績表

■+　地区別実績表

■+　担当者実績表

■+　週別曜日別実績カレンダー

■+　取引明細一覧表

■+　顧客動向分析

■+　町（〒）別顧客シェア獲得分析表

■+　ポイント管理表

■+　レジ売上実績対比表（日別・月別）

■+　入会者一覧表

■+　顧客ランキング表

■+　店舗別ポイント集計表

■+　販促効果判定表

■+　町（〒）別顧客シェア獲得分析推移表

■+　不正確認検索〈経理向〉

顧客検索
顧客登録画面で登録した基本情報や属性情報、指定期間・指定
店舗における利用回数や売上情報・ポイント情報に対してお客
様の検索が可能です。また、商品情報を登録されている場合
は、商品の分類や単価・売上金額などでの検索もできます。指定
曜日や指定時間におけるご利用情報をもとにした検索もできま
すので曜日指定・時間指定のイベントにおける顧客抽出にも活
用できます。抽出したお客様に対しては、ＤＭラベルの発行、
メールの送信、ＣＳＶデータへの出力が可能です。

お客様のデータをもとに様々な角度か  ら顧客を検索

販促（DM、メール）効果判定表
DMを使って販促を行う場合、送付枚数に応じた費用が掛かり
ます。ただ漠然とDMを出し、何枚はがきが帰ってきたでは、
何の進歩も有りません。今回の販促に費用がいくらかかり、
どれくらいのレスポンス率で、どれくらいの売上げがあったのか、
実績として把握する必要があります。販促の内容やその効果
などを判定し記録として残すことで、今後の販促のスキルと
なっていきます。今後の販促のやり方や試みが見えてくるの
ではないでしょうか。

販促の効果を判定し、次回の販促へ活  かす

顧客動向分析
販促アプローチは、優良顧客への維持継続・新規顧客への定着
推進・離反顧客への呼び戻しなど、顧客グループごとに異なりま
す。顧客動向分析では、前回期間から今回期間の推移をマトリッ
クス（表）にまとめますので、各顧客グループ” に対して、最適な販
促アプローチが可能です。お客様の動向が自店に対して何らかの
警告を発しています。そのシグナルを見落とさないようにお客様
の動向を常に把握しておく必要があるのではないでしょうか。

静から動の分析へ、顧客の動向を把握  した戦略を

定期メール・予約メール
７日後に誕生日を迎えるお客様へバースデーメールを出したい。
そういった場合、毎日対象となる人を抽出してメールを送信すると
いった作業を行わなければいけません。そういった手間を解消し
たのが定期メールです。右記画面のように条件と送信文章・送信
時間を設定しておくことで、機械が自動的にお客様を抽出し情報
を発信してくれます。

ファンづくりを利用しての｢攻め｣と「ア  フターフォロー」

CTI

電話が鳴ると同時に、お客様
の情報が画面上にポップアッ
プ（右画面）します｡
担当者以外の誰が電話をとっ
ても、どのようなお客様なのか
一目瞭然です！お客様のことを
よく承知した上で対応するこ
と。お客様には、たまらなくうれ
しい事ではないでしょうか。

お客様のことを承知した上での電話対応が可能です！

※専用のアダプターとNTTのナンバーディスプレイ回線契約が別途必要と
なります。
※お客様の回線の状況により、利用できない場合もございます。

地図情報への展開
｢ファンづくり｣で集計したデータを地図情報に渡して（ＣＳ
Ｖデータ出力）地図ソフト上に展開し、視覚的に分析する
ことが可能です。自店の商圏把握やＤＭ・チラシの配布先
の検討、今後の店舗展開の参考にすることが
できます。地図に展開すると、今まで見えなかった部分が
見えてくるかもしれません。
｢ファンづくり｣では地図に展開するデータを数パターン準
備いたしますので、その情報（ＣＳＶデータ）を地図ソフト
に取り込んでご利用ください。

地図上で商圏を把握し、DM・チラシの効率UP

接客支援情報
お客様のカードを端末機に挿入することにより、ファン
づくり上の該当顧客情報を画面に表示されます。お名
前・住所といった基本情報のほか、利用履歴やお客様の
留意点メモ（お好みや過去のクレーム等）も表示されま
す。担当者以外の方でも即座にどのようなお客様なの
か判断できるので、最適な対応ができます。

カードへの個別メッセージ書き込み
本システムでは、お客様への個別（秘密）の情報をカード
に印字して伝えることができます。ポイントカードの広告
媒体の役目をフルに活用しようという訳です。例えば、本
日誕生日の方へ｢誕生日おめでとう。ポイント倍プレゼント｣といったメッセージを印字したり、上得意のお客様だけにお得
な情報を伝えるといったことができます。個別のDMや通信費は一切要りません。カードをご利用いただければ情報が提
供できるわけです。ポイントカードの名前印字についても、初回申込時はそのまま発行しておき、その後、ファンづくりでお
客様を登録し、次回お客様が来店された際に名前を印字することができます。
注：この機能をご利用になられる場合は、対応機種・カードのご利用が必要です。

現場レベルで真の｢One  to  One  マーケティング｣の実践をお手伝い

いかに多くのお客様に会員になっていただけるかがキーポ
イントです。
そのためにも、入会者の推移や性別・年齢別の動向把握を
把握し続けることが重要です。
ファンづくりでは、各シーン別の実績表を標準搭載してい
ますので、会員数アップに必要な販促の基礎データとして
ご利用いただけます。

USB

公衆回線 ナンバーディスプレイ
アダプタ

電 話

機器構成・接続

電話着信と連動してPCのウィンドウがポップアップ！

お客様の情報をいかに収集し、情報化への準備をできるか

成功への3つのステージ

会員獲得ステージ01 販促（プロモーション）ステージ03

実績把握・情報分析ステージ02

同時に

お電話ありがとうございます。
○△様でいらっしゃいますね。
先日は､ご来店いただきまして
ありがとうございました。
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