
SmartCheckによる
O2Oソリューションのご提案

（モバイルクーポンシステム）



1モバイルクーポンシステム O2Oソリューションのご提案

モバイルクーポンシステム・SmartCheckとは

SBギフトのモバイルクーポンシステムならクーポンを⾃在に発⾏できます。
またSmartCheckなら、お客様のスマホ・ケータイで認証可能です。
クーポンの認証を⾏えば、利⽤実績を蓄積でき、マーケティングに活⽤できます

利⽤実績がサーバに記録されます

1 2 3スマホ・ケータイで
クーポン表⽰ SmartCheckで認証

特典を
受ける︕
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モバイルクーポンシステム 利⽤フロー

1電⼦クーポン
を作成 2 メルマガに

配信

3 お客様来店

4 プレゼントや
割引クーポンを
引き換え

5 クーポンの利⽤状況を
確認、改善策の実施

COUPON

CHECK

ASP管理画⾯から⾃由⾃在にクーポンを設定、発⾏利⽤実績データを
確認できます
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SmartCheckの特徴

SmartCheckとは︖
クーポンの画⾯上で、消込コード番号を⼊⼒して認証を⾏う
システムです。
専⽤の認証端末が要らないため、⼿軽にモバイルクーポンシステムの
導⼊が可能となります︕

■専⽤端末が不要
従来のバーコード画⾯での消込には、バーコードを読み込むための
専⽤認証端末の設置が必要でした。
SmartCheckでは、お客様のスマートフォン・ケータイを利⽤して
認証を⾏なうので、専⽤認証端末やネットワーク回線などが不要と
なり、初期導⼊費を削減できます。

■かんたん操作
お客様のスマートフォン・ケータイに表⽰されたクーポン画⾯の
コード⼊⼒欄に、店舗ごとに登録した消込コード番号を⼊⼒して、
ボタンを押すだけで認証完了です。

クーポン認証⼿段︓SmartCheck
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・「使⽤する」
ボタンを押す

entry

利⽤店舗・クーポン内容・有効期限などを確認。
消込コード番号を⼊⼒し、「確認する」ボタンを
押します。

利⽤店舗・クーポン内容・有効期限などを
確認したら、「使⽤する」ボタンを押します。

店舗ごとに登録している消込コード番号を⼊⼒して、
「確認する」⇒「使⽤する」ボタンを押すだけ︕

・コードを⼊⼒
・「確認する」

ボタンを押す

entry

SmartCheck使⽤⽅法

1⼊⼒ 2 認証 3 完了
・ご利⽤店舗

check

・クーポン内容
check

・有効期限
check

・ご利⽤店舗
check

・クーポン内容
check

※コード⼊⼒・ボタンの押下は、店員が⾏うか、もしくはお客様⾃⾝で実施いただきます。3ステップ!!かんたん!!
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モバイルクーポンシステム ASP管理画⾯

クーポンの登録（作成）、
URL払い出し
クーポンの内容作成や
作成したクーポンのURL
払い出しができます

クーポン利⽤状況照会
クーポン別の利⽤状況の
確認、csvファイルでの
ダウンロードができます

ユーザー、店舗、端末管理
管理画⾯を使⽤するユーザーの
管理、クーポンを使⽤する店舗、
端末の管理ができます
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クーポン内容は⾃由に設定可能

割引券 回数券 商品引換券 限定割引 ⼊場券

クーポン
作成

クーポン
認証

レシート
発券※

クーポンの
テンプレート

設定
利⽤履歴

ダウンロード
利⽤履歴
の管理

モバイルクーポンシステム
ASP管理画⾯で設定・閲覧できる機能（⼀例）

クーポン設定例と機能

※クーポン認証端末「CouponGATE」利⽤の場合
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No クーポンコード クーポン名 発⾏数 使⽤済数 キャンセル

1 AA082301 渋⾕店限定クーポン 500 412 0 ［明細DL］

2 AA082302 有楽町店お買い物券 1000 765 0 ［明細DL］

3 AA082303 池袋店クラスS会員
向けクーポン 500 389 0 ［明細DL］

4 AA082304 限定お買い物券 2000 1976 0 ［明細DL］

5 AA082305 お年⽟クーポン 5000 4127 0 ［明細DL］

6 AA082306 期間限定クーポン 3000 2875 0 ［明細DL］

管理画⾯イメージ

利⽤状況はリアルタイムに管理画⾯で確認可能
使⽤実績データはCSVファイルでダウンロードすることができます

クーポンが有効な
セグメントが
割り出せる

■クーポン別集計 ・・・クーポン毎に集計したクーポン利⽤状況を確認できます。

■拠点別集計 ・・・加盟店、店舗などの拠点毎に集計したクーポン利⽤状況を確認できます。

■クーポン個別利⽤状況⼀覧 ・・・クーポン個別（ユニークURLごと）の利⽤状況を確認できます。

使⽤実績確認
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マーケティングデータ取得可能

認証時にサーバに利⽤データを蓄積

ユーザーデータと紐付けて「いつ・誰が・どこで」利⽤したか、
マーケティングデータを取得することができる
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モバイルクーポンシステムのメリット

1 2メリット 即時発⾏可能

■メールやWebから即座に配布可能
■準備期間の短縮

メリット コスト削減

■ クーポン配布費 0円
■ 商品配送費 0円
■ 在庫・倉庫費 0円

メリット3 利⽤確認（認証）

■リアルタイム認証をするので、
同じ券が2度使えない

■そのクーポンを誰が利⽤したかわかる
■ SmartCheckならクーポン認証⽤の端末が不要

メリット4 ほぼ全ての携帯で
使えます

■各キャリア対応
■各種スマートフォン対応

¥0

COUPON
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メルマガ会員

メルマガ会員向け特別
ご優待券のご案内です。

店舗

来店

購⼊特典適⽤

客単価向上事例

展開イメージ

COUPON

もう1品買って
クーポンを使おう♪

■使⽤条件を平均客単価より少し上の⾦額に設定

■お客様はクーポンが使えるよう、いつもの買い物にもう1品追加して
お買い上げいただける

メルマガ会員限定
特別優待券

5,000円以上のご購⼊で
ご利⽤できます



11モバイルクーポンシステム O2Oソリューションのご提案

⾃由にクーポンを発⾏でき、
いつでも配信できる

⼩売店における集客とクーポンの課題

⼩売店舗は、インターネット通販の台頭を受けて、店舗への集客
（来店減、売上減）が⼤きな課題。

従来のクーポンは、利⽤実績データが取れないため効果が不透明。

利⽤実績が記録でき、
マーケティングデータとして活⽤可

モバイルクーポンシステムが解決します︕



12モバイルクーポンシステム O2Oソリューションのご提案

認証

外部メディア・SNSでの告知

外部メディアやSNSからの店舗送客

ユーザー

店舗

■メールやSNSから即座に配布可能。ユーザーが即利⽤可能。

■⼀度しか利⽤できない為、⾼付加価値チケットでの提供可能。
⇒ロイヤルカスタマー化

特別優待券

5,000円以上のご購⼊で
ご利⽤できます
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項⽬ 標準価格 内容

モバイルクーポンシステム初期基本費⽤ ￥150,000

 加盟店（契約先）情報登録
 加盟店⽤管理画⾯ID／PW発⾏
 店舗／端末⽤管理コード発⾏
 管理画⾯マニュアル提供

SmartCheck機能利⽤費 ￥100,000

初期費⽤

ランニング費⽤（⽉額単位）
店舗数 標準価格 内容
1〜49 ￥4,800  管理画⾯にてクーポン作成・発⾏をいただけます。

クーポンの作成数・発⾏数に制限ございません
10万本以上発⾏される場合は、SBギフト担当者へご連絡ください

 リアルタイム発⾏APIの利⽤
 加盟店からの技術的問い合わせ対応（メール＋電話）
 加盟店からのシステム利⽤上の問い合わせ対応
 システム運⽤情報の提供
 消込I／F（アプリ）バージョンアップ

50〜99 ￥4,200

100〜499 ￥3,000

500〜999 ￥1,980

1000〜1999 ￥1,480

2000〜5000 ￥980

5001〜 ￥650

※最低契約期間6ヶ⽉となります
※その他オプションで、クーポン登録代⾏を承っております

価格表



14モバイルクーポンシステム O2Oソリューションのご提案

リアルタイム発⾏APIの使⽤⽅法について①
①管理画⾯にてクーポン作成後、クーポン⼀覧画⾯の「配布URL」の項の「URL」ボタンをクリック

②ポップアップにてリアルタイム発⾏⽤のURL（クーポン種類ごとに固定）が表⽰されます
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リアルタイム発⾏APIの使⽤⽅法について②
③リアルタイム発⾏⽤のURLにアクセスすると、XMLファイルが返り、中にクーポンのユニークURLが記載されています

このクーポンURLを抽出し、ユーザーへ送付または提⽰してください。
例）
・メール⽂中に挿⼊して配信する
・会員ページ等にリンクをつける


