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ラストワンマイル送金プラットフォーム

①レシート応募を採用し、応募フローをシンプルに
②OCR技術を活用し購買判定業務を効率化→返金リードタイムの短縮
③利便性の高い送金手段を採用し受取プロセスを削減

”消費者が受取方法を選べる”送金サービス「ウォレッチョ」の提供を開始
企業様のキャッシュバックキャンペーンの返金シーンでご利用頂けます

事務局作業工程削減により、最大50％程度のコスト削減を想定

※利用シーンの制限されたポイントではなく、全ての消費者にとってフェアな
キャッシュ・現金化可能な電子マネーでの送金にスコープしています。
また、従来の送金手法に比べ送金手数料を抑えられることも特徴です。

特長



新サービス提供開始のご案内

サービスご紹介ページ
https://www.scope-inc.co.jp/walletcho/ ACCESS→

デジタル施策との組み合わせにより、認知獲得～トライアル獲得までを非接触で完結す
ることが可能です。また、コロナ化で制限されている手渡しでのサンプル品配布・店頭
試食の代替策としてもご活用いただけます。

偶然もらったサンプルは、もらった人の約45％が

「半分以上は捨てている」という調査結果

Our Idea！

自分自身が「試してみたい」
と思い、申し込んだり店頭で
受け取った『サンプル品』

907

外出先や施設などで偶然
貰った『サンプル品』

1,003

商品のおまけとして付いて
いる『サンプル品』

1,039

スーパー等店舗でのレジ会
計時に貰える『値引きクーポ
ン』や『無料クーポン』
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必ず使っている 大半は使っている

使うことと捨ててしまうことが半々 使わずに捨ててしまうことのほうが多い

殆ど使わずに捨ててしまっている

■「商品のサンプル（試供品）」や「クーポン」の使用状況

サンプル規格品の製造・ばら撒きをせず、リクエスト型の
「店頭購入＋キャッシュバック」で店頭サンプリング

半分以上を使わずに捨ててしまっている

調査手法：Web調査／全国在住、20歳以上男女 ※未既婚、子有無問わず ※広告・放送・調査関連勤務者を除外 ※過去3年
以内に、何かしらのキャンペーンやクーポンの利用をしたことがある（その内容については不問）／サンプル数：1,104／
調査期間：2020年12月4日-11日／調査企画・実施：㈱スコープ


過去3年で参加応募使用したCPなど





								n		「キャッシュバックキャンペーン」＊購入条件有 コウニュウ ジョウケン アリ		現金類以外の賞品が必ずもらえる」キャンペーン＊購入条件有 ゲンキン ルイ イガイ ショウヒン		抽選で現金類が当たる」キャンペーン＊購入条件有 ルイ		抽選で現金類以外の賞品が当たる」キャンペーン＊購入条件有 ルイ イガイ ショウヒン		応募すると無料で商品が試せる「サンプリング」キャンペーン		応募すると通常価格より安く商品が試せる「サンプリング」キャンペーン		商品の購入に関係なく「抽選で賞品が当たる」キャンペーン		値引きクーポン		外出先や施設などでの商品のサンプリング(実際に貰った)		会員制のサンプル提供（応募）サイト＜サンプル百貨店・モラタメなど＞		SNSでリツイート等をして応募やクーポンがもらえるキャンペーン		この中で当てはまるものは無い		覚えていない

				全体 ゼンタイ				1104		50.2%		35.2%		41.4%		34.6%		25.8%		13.1%		36.9%		55.6%		18.0%		10.9%		18.7%		3.5%		3.4%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		111		57.7%		45.0%		38.7%		25.2%		14.4%		10.8%		20.7%		36.9%		9.0%		11.7%		20.7%		4.5%		4.5%

						30代 ダイ		112		54.5%		42.0%		51.8%		38.4%		24.1%		20.5%		33.9%		51.8%		22.3%		17.9%		21.4%		4.5%		1.8%

						40代 ダイ		111		61.3%		45.9%		54.1%		37.8%		30.6%		13.5%		39.6%		60.4%		18.9%		10.8%		21.6%		3.6%		5.4%

						50代 ダイ		111		53.2%		37.8%		52.3%		42.3%		28.8%		16.2%		47.7%		67.6%		10.8%		9.0%		18.0%		2.7%		2.7%

						60歳以上 サイイジョウ		112		43.8%		29.5%		38.4%		32.1%		16.1%		14.3%		46.4%		50.0%		11.6%		6.2%		6.2%		8.0%		4.5%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		111		45.9%		36.9%		33.3%		27.0%		28.8%		14.4%		27.9%		47.7%		18.9%		9.0%		27.9%		1.8%		1.8%

						30代 ダイ		105		49.5%		27.6%		29.5%		26.7%		29.5%		7.6%		29.5%		52.4%		22.9%		8.6%		28.6%		1.0%		5.7%

						40代 ダイ		109		50.5%		24.8%		37.6%		39.4%		33.0%		10.1%		35.8%		62.4%		22.9%		9.2%		19.3%		0.9%		4.6%

						50代 ダイ		111		42.3%		34.2%		42.3%		39.6%		26.1%		10.8%		55.0%		64.9%		23.4%		14.4%		18.9%		4.5%		0.9%

						60歳以上 サイイジョウ		111		43.2%		27.9%		35.1%		36.9%		27.0%		12.6%		31.5%		62.2%		19.8%		11.7%		4.5%		3.6%		1.8%





0.502	0.35200000000000004	0.41399999999999998	0.34600000000000003	0.25800000000000001	0.13100000000000001	0.36899999999999999	0.55600000000000005	0.18	0.109	0.187	3.5000000000000003E-2	3.4000000000000002E-2	





CB参加時の不満点





								n		受け取りまでに時間がかかった		（レシートを貼り付けるなど）応募方法が面倒いと感じた		現金を受け取るために、郵便為替を郵便局に持っていくのが面倒いと感じた		「商品券や電子マネー・ポイント」など、現金以外のものだったので残念だった		キャッシュバックの方法が選べず困った		応募し忘れそうになった		キャッシュバックを受け取り忘れた（忘れそうになった）		応募内容に不備があり、結局受け取れなかった		応募内容に不備があり、再度応募し直した		この中に当てはまるものは１つも無い

				全体 ゼンタイ				554		42.6%		42.1%		15.9%		16.2%		12.5%		23.8%		12.1%		6.9%		3.2%		21.5%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		64		42.2%		53.1%		34.4%		25.0%		25.0%		29.7%		14.1%		15.6%		4.7%		15.6%

						30代 ダイ		61		63.9%		54.1%		27.9%		31.1%		23.0%		32.8%		21.3%		14.8%		9.8%		9.8%

						40代 ダイ		68		45.6%		45.6%		14.7%		10.3%		8.8%		29.4%		10.3%		7.4%		2.9%		26.5%

						50代 ダイ		59		39.0%		35.6%		10.2%		10.2%		3.4%		23.7%		11.9%		6.8%		1.7%		25.4%

						60歳以上 サイイジョウ		49		42.9%		38.8%		10.2%		14.3%		10.2%		18.4%		14.3%		4.1%		2.0%		22.4%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		51		51.0%		37.3%		23.5%		17.6%		17.6%		27.5%		13.7%		7.8%		5.9%		7.8%

						30代 ダイ		52		40.4%		34.6%		17.3%		19.2%		9.6%		23.1%		9.6%		3.8%		1.9%		17.3%

						40代 ダイ		55		38.2%		41.8%		3.6%		10.9%		1.8%		20.0%		9.1%		3.6%		1.8%		25.5%

						50代 ダイ		47		21.3%		38.3%		2.1%		14.9%		4.3%		14.9%		2.1%		0.0%		0.0%		34.0%

						60歳以上 サイイジョウ		48		35.4%		35.4%		8.3%		6.2%		18.8%		12.5%		12.5%		0.0%		0.0%		33.3%





0.42599999999999999	0.42100000000000004	0.159	0.16200000000000001	0.125	0.2380000000000000	2	0.121	6.9000000000000006E-2	3.2000000000000001E-2	0.215	





過去3年で参加応募使用意思あり不参加





								n		「キャッシュバックキャンペーン」＊購入条件有 コウニュウ ジョウケン アリ		現金類以外の賞品が必ずもらえる」キャンペーン＊購入条件有 ゲンキン ルイ イガイ ショウヒン		抽選で現金類が当たる」キャンペーン＊購入条件有 ルイ		抽選で現金類以外の賞品が当たる」キャンペーン＊購入条件有 ルイ イガイ ショウヒン		応募すると無料で商品が試せる「サンプリング」キャンペーン		応募すると通常価格より安く商品が試せる「サンプリング」キャンペーン		商品の購入に関係なく「抽選で賞品が当たる」キャンペーン		この中には一つもない		覚えていない

				全体 ゼンタイ				1104		28.1%		23.7%		21.5%		20.4%		15.7%		12.2%		16.3%		21.6%		20.7%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		111		41.4%		36.0%		24.3%		16.2%		10.8%		8.1%		10.8%		18.9%		14.4%

						30代 ダイ		112		39.3%		34.8%		37.5%		28.6%		22.3%		17.0%		23.2%		20.5%		12.5%

						40代 ダイ		111		27.9%		22.5%		21.6%		21.6%		18.9%		15.3%		19.8%		24.3%		22.5%

						50代 ダイ		111		19.8%		13.5%		17.1%		17.1%		15.3%		10.8%		12.6%		28.8%		26.1%

						60歳以上 サイイジョウ		112		21.4%		24.1%		17.0%		20.5%		13.4%		8.0%		14.3%		19.6%		28.6%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		111		40.5%		29.7%		25.2%		20.7%		14.4%		15.3%		14.4%		16.2%		13.5%

						30代 ダイ		105		29.5%		15.2%		11.4%		13.3%		13.3%		11.4%		17.1%		20.0%		21.9%

						40代 ダイ		109		22.0%		19.3%		21.1%		17.4%		12.8%		11.0%		10.1%		23.9%		23.9%

						50代 ダイ		111		18.0%		19.8%		18.0%		18.0%		20.7%		12.6%		17.1%		20.7%		26.1%

						60歳以上 サイイジョウ		111		20.7%		21.6%		20.7%		29.7%		14.4%		12.6%		23.4%		23.4%		17.1%





0.28100000000000003	0.23699999999999999	0.215	0.20399999999999999	0.157	0.122	0.16300000000000001	0.21600000000000003	0.20699999999999999	





CB不参加理由





								n		受け取りまでに時間がかかるから		（レシートを貼り付けるなど）応募方法が面倒くさかったから		現金を受け取るために、郵便為替を郵便局に持っていくのが面倒くさかったから		「商品券や電子マネー・ポイント」など、現金以外のものだったから		キャッシュバックされる方法が選べなかったから		キャッシュバックされる金額が安かったから		応募締め切りが過ぎてしまったから		その他		わからない・特にない

				全体 ゼンタイ				310		34.5%		51.9%		25.8%		24.5%		20.0%		20.6%		30.6%		3.9%		3.2%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		46		50.0%		60.9%		45.7%		30.4%		26.1%		17.4%		10.9%		0.0%		0.0%

						30代 ダイ		44		54.5%		43.2%		43.2%		38.6%		29.5%		36.4%		45.5%		0.0%		0.0%

						40代 ダイ		31		32.3%		41.9%		16.1%		22.6%		12.9%		19.4%		45.2%		6.5%		12.9%

						50代 ダイ		22		31.8%		31.8%		9.1%		9.1%		4.5%		27.3%		31.8%		9.1%		4.5%

						60歳以上 サイイジョウ		24		12.5%		66.7%		20.8%		25.0%		20.8%		25.0%		33.3%		0.0%		8.3%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		45		37.8%		62.2%		31.1%		26.7%		33.3%		22.2%		28.9%		4.4%		0.0%

						30代 ダイ		31		35.5%		48.4%		16.1%		16.1%		19.4%		16.1%		22.6%		0.0%		0.0%

						40代 ダイ		24		20.8%		58.3%		8.3%		16.7%		12.5%		12.5%		29.2%		4.2%		4.2%

						50代 ダイ		20		10.0%		65.0%		5.0%		20.0%		5.0%		5.0%		30.0%		5.0%		5.0%

						60歳以上 サイイジョウ		23		21.7%		34.8%		26.1%		21.7%		8.7%		13.0%		34.8%		17.4%		4.3%





0.34499999999999997	0.51900000000000002	0.25800000000000001	0.245	0.2	0.20600000000000002	0.30599999999999999	3.9E-2	3.2000000000000001E-2	





CB希望種類・受け取り方<MA





								n		「現金」を郵便為替で受け取る（郵便局の窓口に行って受け取る）		「現金」が口座に振り込まれる		コンビニエンスストアのATMで現金が引き出せる（銀行のカードは不要）		現金に換えられる「電子マネー(“●●ペイ”といったもの)」で受け取る		現金に換えられない「電子マネー（“●●ペイ”といったもの）」で受け取る		そのお店の「お買い物で使えるポイント」で受け取る		「商品券」や「クオカード」で受け取る		その他		分からない

				全体 ゼンタイ				1104		17.0%		47.6%		20.2%		41.0%		24.5%		23.8%		44.8%		0.4%		1.9%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		111		23.4%		60.4%		25.2%		31.5%		24.3%		18.0%		21.6%		0.0%		5.4%

						30代 ダイ		112		29.5%		47.3%		30.4%		37.5%		22.3%		23.2%		33.9%		0.0%		1.8%

						40代 ダイ		111		15.3%		59.5%		22.5%		53.2%		22.5%		18.0%		39.6%		0.0%		1.8%

						50代 ダイ		111		16.2%		51.4%		15.3%		54.1%		36.0%		16.2%		40.5%		0.0%		1.8%

						60歳以上 サイイジョウ		112		13.4%		45.5%		14.3%		47.3%		19.6%		21.4%		53.6%		1.8%		0.9%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		111		11.7%		45.0%		27.0%		45.0%		28.8%		18.9%		38.7%		0.0%		1.8%

						30代 ダイ		105		17.1%		46.7%		18.1%		30.5%		23.8%		25.7%		34.3%		0.0%		2.9%

						40代 ダイ		109		15.6%		33.0%		19.3%		35.8%		25.7%		33.0%		57.8%		0.9%		2.8%

						50代 ダイ		111		14.4%		44.1%		19.8%		35.1%		19.8%		27.0%		63.1%		0.9%		0.0%

						60歳以上 サイイジョウ		111		13.5%		43.2%		9.9%		39.6%		22.5%		36.9%		64.9%		0.0%		0.0%





0.17	0.47600000000000003	0.20199999999999999	0.41	0.245	0.23800000000000002	0.44799999999999995	4.0000000000000001E-3	1.9E-2	





CB希望種類・受け取り方<SA





								n		「現金」を郵便為替で受け取る（郵便局の窓口に行って受け取る）		「現金」が口座に振り込まれる		コンビニエンスストアのATMで現金が引き出せる（銀行のカードは不要）		現金に換えられる「電子マネー(“●●ペイ”といったもの)」で受け取る		現金に換えられない「電子マネー（“●●ペイ”といったもの）」で受け取る		そのお店の「お買い物で使えるポイント」で受け取る		「商品券」や「クオカード」で受け取る		その他

				全体 ゼンタイ				1083		8.2%		30.1%		8.8%		20.0%		8.2%		5.7%		18.7%		0.2%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		105		11.4%		46.7%		11.4%		12.4%		10.5%		1.9%		5.7%		0.0%

						30代 ダイ		110		16.4%		25.5%		10.0%		21.8%		7.3%		8.2%		10.9%		0.0%

						40代 ダイ		109		7.3%		30.3%		9.2%		24.8%		4.6%		6.4%		17.4%		0.0%

						50代 ダイ		109		6.4%		34.9%		7.3%		24.8%		10.1%		2.8%		13.8%		0.0%

						60歳以上 サイイジョウ		111		2.7%		31.5%		6.3%		24.3%		7.2%		7.2%		19.8%		0.9%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		109		9.2%		22.9%		11.0%		22.9%		10.1%		5.5%		18.3%		0.0%

						30代 ダイ		102		13.7%		31.4%		8.8%		17.6%		9.8%		6.9%		11.8%		0.0%

						40代 ダイ		106		5.7%		20.8%		13.2%		18.9%		9.4%		4.7%		27.4%		0.0%

						50代 ダイ		111		3.6%		29.7%		6.3%		17.1%		7.2%		5.4%		29.7%		0.9%

						60歳以上 サイイジョウ		111		6.3%		27.9%		4.5%		15.3%		6.3%		8.1%		31.5%		0.0%





8.199999999999999E-2	0.30099999999999999	8.8000000000000009E-2	0.2	8.199999999999999E-2	5.7000000000000002E-2	0.187	2E-3	





希望電子マネー





								n		PayPay		LINEPay		ｄ払い		auPAY		メルペイ		pring		suica・icocaなどの交通系電子マネー		nanaco・waonポイントなどの流通業が展開している電子マネー		上記以外の電子マネー

				全体 ゼンタイ				573		66.1%		21.8%		20.6%		16.2%		13.1%		2.8%		25.3%		30.0%		8.9%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		52		63.5%		42.3%		36.5%		25.0%		26.9%		7.7%		28.8%		21.2%		5.8%

						30代 ダイ		62		75.8%		32.3%		25.8%		12.9%		24.2%		8.1%		17.7%		27.4%		1.6%

						40代 ダイ		67		64.2%		19.4%		19.4%		19.4%		9.0%		1.5%		23.9%		26.9%		9.0%

						50代 ダイ		72		63.9%		13.9%		20.8%		8.3%		2.8%		1.4%		40.3%		40.3%		13.9%

						60歳以上 サイイジョウ		57		71.9%		8.8%		12.3%		12.3%		1.8%		0.0%		17.5%		45.6%		12.3%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		65		63.1%		33.8%		23.1%		21.5%		21.5%		3.1%		27.7%		10.8%		10.8%

						30代 ダイ		47		66.0%		17.0%		23.4%		6.4%		25.5%		2.1%		27.7%		17.0%		6.4%

						40代 ダイ		53		69.8%		18.9%		20.8%		15.1%		5.7%		1.9%		22.6%		41.5%		9.4%

						50代 ダイ		45		55.6%		15.6%		13.3%		15.6%		6.7%		0.0%		22.2%		37.8%		13.3%

						60歳以上 サイイジョウ		53		66.0%		15.1%		9.4%		26.4%		9.4%		1.9%		20.8%		32.1%		5.7%





0.66099999999999992	0.218	0.20600000000000002	0.16200000000000001	0.13100000000000001	2.7999999999999997E-2	0.253	0.3	8.900000000000001E-2	





CB仕組み優先順位





								n		キャッシュバックの種類が選べる（現金・電子マネー・ポイント・商品券など）		Web経由で応募できる		キャッシュバックの受け取り方法が選べる（郵便為替、銀行口座、ATM受け取りなど）		応募からキャッシュバックを受け取るまでの日数が早い		ハガキを使って応募できる		あてはまるものはない／わからない

				全体 ゼンタイ				1104		39.9%		26.5%		17.1%		9.5%		3.5%		3.4%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		111		42.3%		14.4%		26.1%		3.6%		6.3%		7.2%

						30代 ダイ		112		33.9%		25.9%		23.2%		6.2%		7.1%		3.6%

						40代 ダイ		111		34.2%		34.2%		15.3%		8.1%		3.6%		4.5%

						50代 ダイ		111		40.5%		40.5%		7.2%		6.3%		0.9%		4.5%

						60歳以上 サイイジョウ		112		42.9%		31.2%		12.5%		8.0%		1.8%		3.6%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		111		35.1%		24.3%		18.9%		12.6%		5.4%		3.6%

						30代 ダイ		105		37.1%		22.9%		21.9%		10.5%		5.7%		1.9%

						40代 ダイ		109		46.8%		17.4%		13.8%		16.5%		2.8%		2.8%

						50代 ダイ		111		42.3%		27.0%		16.2%		12.6%		0.9%		0.9%

						60歳以上 サイイジョウ		111		44.1%		27.0%		16.2%		10.8%		0.9%		0.9%





0.39899999999999997	0.26500000000000001	0.17100000000000001	9.5000000000000001E-2	3.5000000000000003E-2	3.4000000000000002E-2	





現在使用電子マネー (MA)





								n		PayPay		LINEPay		ｄ払い		auPAY		メルペイ		pring		suica・icocaなどの交通系電子マネー		nanaco・waonポイントなどの流通業が展開している電子マネー		上記以外		電子マネーは何も使っていない

				全体 ゼンタイ				1104		54.0%		22.4%		22.9%		16.9%		16.4%		2.4%		39.9%		41.0%		11.1%		6.8%

				男性 ダンセイ		20代 ダイ		111		55.0%		36.0%		33.3%		22.5%		25.2%		7.2%		35.1%		30.6%		9.0%		3.6%

						30代 ダイ		112		63.4%		31.2%		32.1%		25.9%		32.1%		6.2%		34.8%		41.1%		9.8%		3.6%

						40代 ダイ		111		63.1%		28.8%		25.2%		18.9%		17.1%		1.8%		43.2%		43.2%		11.7%		6.3%

						50代 ダイ		111		59.5%		17.1%		25.2%		14.4%		9.9%		0.9%		51.4%		54.1%		19.8%		5.4%

						60歳以上 サイイジョウ		112		54.5%		9.8%		14.3%		10.7%		4.5%		0.0%		48.2%		50.9%		12.5%		8.0%

				女性 ジョセイ		20代 ダイ		111		55.0%		33.3%		29.7%		25.2%		24.3%		6.3%		31.5%		17.1%		7.2%		3.6%

						30代 ダイ		105		55.2%		21.0%		23.8%		10.5%		21.9%		0.0%		34.3%		30.5%		8.6%		7.6%

						40代 ダイ		109		50.5%		19.3%		15.6%		13.8%		11.0%		1.8%		37.6%		48.6%		8.3%		7.3%

						50代 ダイ		111		41.4%		13.5%		18.0%		11.7%		11.7%		0.0%		38.7%		48.6%		11.7%		9.9%

						60歳以上 サイイジョウ		111		42.3%		13.5%		11.7%		15.3%		6.3%		0.0%		43.2%		45.0%		12.6%		12.6%





0.54	0.22399999999999998	0.22899999999999998	0.16899999999999998	0.16399999999999998	2.4E-2	0.39899999999999997	0.41	0.111	6.8000000000000005E-2	





画像・朝食ラブワード認知（前・後）GT

				あなたご自身に関するアンケート　クロス集計(％表)





								n		必ず使っている		大半は使っている		使うことと捨ててしまうことが半々		使わずに捨ててしまうことのほうが多い		殆ど使わずに捨ててしまっている

						全体		907		27.6%		47.3%		16.2%		6.7%		2.2%								自分自身が「試してみたい」と思い、申し込んだり店頭で受け取った『サンプル品』		907

								1003		12.8%		40.4%		28.2%		13.2%		5.5%								外出先や施設などで偶然貰った『サンプル品』		1,003

								1039		14.3%		39.7%		29.7%		11.5%		4.7%								商品のおまけとして付いている『サンプル品』		1,039

								1064		12.4%		32.7%		32.1%		16.5%		6.2%								スーパー等店舗でのレジ会計時に貰える『値引きクーポン』や『無料クーポン』		1,064



0.27563395810363839	0.47298787210584342	必ず使っている	

0.27563395810363839	0.12761714855433698	0.14340712223291627	0.12406015037593984	大半は使っている	

0.47298787210584342	0.40378863409770688	0.39749759384023098	0.32706766917293234	使うことと捨ててしまうことが半々	

0.16207276736493936	0.28215353938185445	0.29740134744947067	0.32142857142857145	使わずに捨ててしま	うことのほうが多い	6.7254685777287757E-2	0.13160518444666003	0.11453320500481232	0.16541353383458646	殆ど使わずに捨ててしまっている	2.2050716648291068E-2	5.4835493519441676E-2	4.7160731472569779E-2	6.2030075187969921E-2	
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