
クーポン＆スタンプアプリ導入ご提案書

matakite事務局
スマイリード株式会社

常連のお客様を増やす
店舗販促アプリ

クーポンで

新規来店

スタンプで

再来店

１つのアプリに

お店を集約

導入も運用も

手間いらず

１日あたり100円で使える



スマートフォン向けアプリ “またきて”とは

従来の紙のクーポン、紙のスタンプカードをデジタル化したシンプルな仕組みです。
システム操作や販促ツールの在庫管理も無く、利用者集計業務も自動化されます。

■新規来店・再来店・固定客化を自動で

新規来店なら１回のみ獲得できるクーポンを店頭の看板やポスティングチラシで配布。
店内ではスタンプ特典で再来店。クーポンとスタンプで効率的に展開できます。

☆クーポンの種類（複数を同時配布）、特典獲得に必要なスタンプ付与数など様々設定できます。

☆サービスデー機能：５の付く日、毎週水曜日などにスタンプ倍付などの限定企画ができます。

☆プッシュ通知機能：特典利用期限が迫っている、サービスデーのお知らせを事前に通知します。

■自動化により、業務負担がかからない

初期設定も、導入運用もシステムで自動化され、通常業務に集中できます。

☆面倒な企画設定や販促に必要なQRコードPOP制作まで全て当社で行います。

☆プッシュ通知も自動で行うため、お店で行う必要はありません。

☆紙媒体のようなツール在庫管理もありません。

☆利用者データはデータで納品、集計作業も必要ありません。

■一年間完全定額でお客様を増やせる

・初年度は１店舗あたり44,000円（初期設定費4,400円＋年間システム利用費39,600円）

・次年度からは１店舗あたり39,600円（システム利用費）でご利用いただけます。

＊初期設定費にはシステム設定費・QRコードPOP制作費が含まれています。 消費税10％税込み表示です。

地域店舗のクーポン＆スタンプサービスを
１つのアプリでスマホで使えるシンプルなアプリです。

シニアのお客様も使いやすく、業務負担をかけず、常連のお客様を増やします。



“またきて”とメジャーサービスの比較

特典提供店舗探し

割引が良ければ来店

来店者情報収集

データ化・管理

コンテンツ作成

発送・発信作業

生活圏内・通りすがり

偶然の特典、きっかけ作り

個人情報は伴わない

企画誘導・履歴データ収集

サービスデーなど

自動で通知

Webクーポン
看板

クーポン

ポイント
システム

スタンプ

新規来店
施策

再来店
施策

再来店
アプローチ

プッシュ
自動通知

メルマガ・DM
ポイント

安定経営 常連客 自然減少課題メリット

増やす取組み

常連のお客様が多いほど安定経営に。
一方、少子化・高齢化、ライフスタイルの変化・・お客様が減る可能性も・・

来店回数に比例して、売上に貢献する重要なお客様に

新規来店・再来店・プロモーションセット！

定期来店に繋がる実顧客層にアプローチ

DM同様、情報を送れるお客様を自動リスト化

リストから対象者に来店促進情報を自動で通知 配信内容の制作作業・設定作業

管理システムの運用作業

値引き狙いの客層が瞬間的に増加

業務管理・作業の手間



ご活用例 企画運用例

サービスデー
プッシュ通知

看板クーポン 来店スタンプ

店頭看板に販促POP貼付

お店からおすすめ情報を
作成してプッシュ配信

来店

店内に販促POP配置

開発中！

QRコードでクーポン獲得 QRコードでスタンプ獲得

毎週木曜日
毎月５の付く日

毎週月曜日
シニアデー

毎週火曜日
レディースデー

サービスデー開催前に自動プッシュ

特典期限期限間近に自動プッシュ

新規来店企画 再来店企画 再来店企画

複数種類のクーポンを
配布できます。

スタンプを割り増し付与する
サービスデーができます。

サービスデー・特典期限など
自動プッシュ通知を行います。

再来店

お店看板で1回だけ使えるクーポンで来店誘導、スタンプで再来店を促進します。
また、自動プッシュ通知機能で来店促進を強化できます。

ポスティング連動、
店内配布も可能です。

金額別スタンプ
付与も可能です。



ご活用例 企画設定

選んで使える複数のクーポンを1回に
配布して来店強化

例えば

毎週木曜日や、
毎月５の付く日
スタンプ５倍！

限定した日付やお客様属性に合わせた
割増しスタンプで来店強化

お客様属性で“レディースデー、シニアデー”なども設定できます。クーポン獲得回数・利用回数・有効期限など設定できます。

自動プッシュ
通知機能

最終来店より日数経過、お客様がお持ちの特典利用期限切れ、
サービスデー開催告知・・などを自動で通知します。

＊お店独自の集客企画情報の通知は別途開発中です。

お店の特性に合わせた企画設定で、効率的な販促を実施できます。

クーポン企画 スタンプ企画

お客様がクーポンを選んで
利用操作を行います。

POP差し替え無し、
システムで自動
割増しされます。



特典利用ログ蓄積・分析 特典利用証明書による広告経費化

お客様利用登録画面

月次ログ集計内容

・性別特典利用人数

・年代別特典利用人数

・居住地別特典利用人数

※ニックネームは登録必須、
それ以外の項目は任意登録と
なり、未登録の場合は未入力
として集計します。

１ ２

人的な集計作業は発生しません。
お店の利用状況はログデータ・証明書を毎月月末にメールで送付します。

利用者データ＝全て自動化でデータ化



A4 クーポンPOP

サンプル

サンプル

A5 合計2枚

サンプル

A4 スタンプPOP POP裏面共通 レジ特典利用POP

基本POP納品内容（例）

A4 特典獲得POP（３枚）＋ A5 特典利用POP（2枚）を納品します。

お申込み書ご記入

申込書ご記入後、写真データと
共にメールでお送りください。

POP配置で運用開始です。
＊利用ログ・利用証明書は毎月メール送付

運用開始１ ３

弊社で企画設定・POP制作後
郵送します。

企画設定・POP制作２お申込み

看板POPの仕様は別途ご相談ください

お申込みから開始の流れ
企画内容等をお申込み後は、POPを配置して即利用開始！

店名



お問い合わせ・お申込み先

matakite事務局
（スマイリード株式会社内）

Tel 022-263-1052 Fax 022-263-1052

Mail contact@matakite.online

企画設定内容・料金内容は別途資料をご覧ください。

ご活用例や企画設定例、
店舗オペレーションなどは
動画をご覧ください。

ご活用いただいている
お店情報は特設サイトで
ご覧ください。

https://matakite.online/m-store-info/

店舗販促の活用方法は
動画でご覧ください。



matakite事務局
スマイリード株式会社

多店舗展開の企業様・団体様向け
またきて！アプリ活用のご提案



ｍatakiteアプリは多店舗展開されている企業様の
効率的な販売促進に有効にご活用いただけます。

■店舗運用形態別

【１】店舗共通スタンプカード ＋ 看板クーポン

統一ブランドチェーン店として運営されている企業様向け

【２】店舗別スタンプカード ＋ 看板クーポン

サービス形態が異なるお店を複数運営されている企業様向け

【３】店舗個別スタンプカード ＋ 特典グループクーポン

サービス形態が異なる複数のお店を運営されていて、店舗間で
お客様の回遊促進を行う企業様向け

■メリット

・在庫管理が必要ありません

紙媒体で行う場合は台紙カードやクーポンなどの在庫管理・発注業務が必要ですが、
デジタル化により管理業務が発生せず効率的な運営に繋がります。

・特典利用者データ集計作業が発生しません

店舗数に比例して、各店舗で集計作業が発生してしまうと時間ロスが膨大になりますが、
システム上で自動集計したデータを、本社に一括送信するため効率的に行えます。



企画内容

【１】店舗共通スタンプカード

共通スタンプカード共通スタンプカード共通スタンプカード

A店 B店 C店

２ ３ ３
A店・B店・C店
選んで特典利用

特典利用時

共通スタンプカード

■統一ブランドで多店舗展開されている企業様向け

全店共通のスタンプカードでお客様をグループ店舗で囲い込み、競合店舗へ流出を防ぐ企画です。
＊看板クーポンを併用して新規来店促進も行います。

＊A店だけで3個獲得した場合も、A店・B店・C店を選んで特典を利用できます。

共通スタンプカード

特典利用後は利用済みに

スタンプ3個で

ドリンク１杯
プレゼント

■運用イメージ

看板クーポン

デザインイメージは別途資料をご参照ください



【２】店舗別スタンプカード

Ｂ店スタンプカードＡ店スタンプカード

A店 B店

２ ３ ３

■複数ブランド（多業種）で多店舗展開されている企業様向け

ブランド店舗毎のスタンプカードを発行して、それぞれの店舗顧客の囲い込みを行う企画です。
＊看板クーポンを併用して新規来店促進も行います。

Ｂ店スタンプカードＡ店スタンプカード

特典はA店のみで利用 特典はB店のみで利用

A店 企画内容

Ａ店スタンプカード

B店 企画内容

スタンプ3個で

ピザ一枚
プレゼント！

Ｂ店スタンプカード
スタンプ3個で

ドリンク１杯
プレゼント

店舗個別に、来店頻度・お客様単価に合わせた看板クーポン、スタンプ数・特典内容を設定します。

■運用イメージ

Ａ店スタンプカード Ｂ店スタンプカード

看板クーポン 看板クーポン



A店 企画内容

【３】店舗個別スタンプカード ＋ 特典グループクーポン

Ｂ店スタンプカードＡ店スタンプカード

A店 B店

３

Ａ店スタンプカード スタンプ3個で

A店・B店
クーポンプレゼント

■複数ブランド（多業種）で多店舗展開されている企業様向け

店舗毎のスタンプカードを発行、それぞれの店舗顧客の囲い込みを行うと同時に、
自店・グループ店舗のクーポンを配布することで別ブランド店舗へ誘導する企画です。

B店 企画内容
Ｂ店スタンプカード

スタンプ3個で

A店・B店
クーポンプレゼント

Ａ店クーポン

ドリンク１杯
プレゼント

Ｂ店クーポン

ピザ１杯
プレゼント

Ａ店クーポン

ドリンク１杯
プレゼント

Ｂ店クーポン

ピザ１杯
プレゼント

A店クーポンはA店で利用

Ｂ店クーポン

ピザ１杯
プレゼント

Ａ店クーポン

ドリンク１杯
プレゼント

店舗個別に、来店頻度・お客様単価に合わせたスタンプ数・特典内容を設定します。

■運用イメージ

B店クーポンはB店で利用



デザインイメージ

スタンプ企画

オリジナルイラストタイプ

クーポン企画

オリジナルタイプ

スタンプ企画

オリジナル写真タイプ

看板クーポン

オリジナルタイプ

スタンプ・クーポンデザインはテンプレート（弊社提供のスタンダートデザイン）、
または店舗オリジナルデザインで実施できます。



お問い合わせ・お申込み先

matakite事務局
（スマイリード株式会社内）

Tel 022-263-1052 Fax 022-263-1052

Mail contact@matakite.online

企画設定内容・料金内容は別途資料をご覧ください。

ご活用・企画設定例、店舗対応などを
動画で分かりやすくご覧いただけます。

ご活用いただいているお店情報は
特設サイトでご覧ください。

店舗販促の活用方法は
動画でご覧ください。

https://matakite.online/m-store-info/


