
店舗経営のDXを実現する
CRMソリューション

資料請求・導入に向けたご質問など、下記よりお気軽にご相談ください。

https://shopforce.jp受付時間 ： 平日10:00-19:00 info@shopforce.jp

SHOP FORCE

または、
右記QRコードを読み込んでください。

検索



Introduc
t ion

Feature
s

お客さまの定着を通じて
店舗の安定的な売上・利益創出を実現

特徴

近年、人々の行動がオンライン上で活発化し、企業は生年月日や
性別といった属性情報やECサイトでの行動情報などを取得でき
るようになりました。

しかし、実店舗の行動情報は顧客を識別できないままPOSシス
テムなどに閉ざされてしまっているケースを多く見かけます。

SHOP FORCEはリアルとデジタルを統合活用してお客さまとの
つながりを築くCRMソリューションです。実店舗に加えて、ECな
どオンラインの利用情報も統合した上で顧客体験を最適化、店
舗・ブランドのロイヤリティ向上＆定着を実現します。

利用状況に応じて、 特典などを自動付与できるポイント機能
に加えてお客さまの属性 （性別・年齢） や利用状況 （利用回
数や最終利用からの経過日数） などによってお知らせやクー
ポンを自動送信する機能を搭載しています。

リピート利用促進
お客さまに定着してもらう施策ができていない

アプリの利用を通じて、お客さまのリピート率（再来店率）や
常連の離脱率、曜日・時間帯別の利用状況などの情報を店舗
横断で表示・分析できます。また、アンケート機能を通じて、お
客さまの声も拾うことができるため、売上・組数だけでは分か
らなかった店舗の状況を把握できるようになります。

店舗状況・お客さまの声の可視化
リピート率など店舗の状況を売上以外で把握できていない

お客さまの行動がオンライン上で活発化する一方でその行動
情報が販促・接客において全く活用されていないケースが多く
あります。 SHOP FORCEはオンライン・オフライン情報を統合
活用することで、 お客さま一人ひとりに最適化された顧客体験
を実現します。

オンライン・オフラインの融合
オンラインと実店舗で管理がバラバラになっている

リピート率・利用状況の把握
お客さまの声の収集POINT

ポイントカード・マーケティングオートメーション
ゲーミフィケーションPOINT

オンライン導線の強化
購買・行動情報のデータ統合・活用

POINT



紹介クーポン カード一覧 カード詳細 ホーム ミニアプリ

カード詳細 お知らせ 店舗一覧 ホーム クーポン

Original App

Introduc
t ion

Stamps運営で培ってきた盤石なシステム
と築き上げてきたノウハウを駆使して最先
端且つ貴社の多様なご要望にお応えする独
自のアプリを開発・提供します。

貴社で運用中のアプリに対して、弊社で
培ってきた各種の機能を追加頂くことで、
さらなるアプリ活用を支援します。

オリジナルアプリ開発

200万ダウンロードされている店舗向けプ
ラットフォームアプリ。開発不要のため導
入敷居が低くリーズナブルに顧客管理・来
店促進を実現します。

プラットフォーム型 アドオン型

導入形態

お客さまのニーズに沿った導入形態



友達紹介

お友達紹介
キャンペーン
お得な紹介クーポンキャンペーン

紹介した人

COUPON

クーポンをもらう

紹介された人

紹介クーポンとは？

GET!!

機能会員名 登録日性別  最終来店 

網永穣
2020/03/27

16:09

有効
スタンプ

累計
スタンプ

2020/02/27
11:22

1981/12/01男性 38 30 32

2001/03/08女性 19

1996/04/12男性 24

誕生日 年齢

会員リスト

詳細�

平沢進
2020/03/12

14:19
2019/11/15

10:34
詳細�

新島香菜
2020/03/13

11:13
2019/12/20

15:08
詳細�

高橋雄一
2019/03/10

18:13
2019/10/30

12:09
2004/08/29男性 16

1991/01/08女性 28

1972/06/04男性 47

詳細�

飯塚卓
2018/07/06

11:52
2019/01/27

14:02
�

村上祐子
2018/08/10

10:36
2019/010/27

18:25
詳細

詳細

�

1 2

6 18

12 15

120 365

5 8

��� �

村上 祐子

1998/11/18
誕生日

21
年齢

2020/03/16 12:31
登録

男性
性別

26
有効スタンプ数

26
累計スタンプ数

9472014073605
会員 ID

2020/03/16 12:31
最終来店

� プッシュ通知

会員情報詳細 � 設定� 編集

店舗全体や店舗ごとの累計会員数や、曜日・時間帯別の利用者数の推移に加えて、お客さまの属性や利用回数のビジュアライズ化が可能です。

顧客管理
アプリを利用したお客さまのデータを自動
でデータベース化。店舗財産となる台帳が
自動で生成・更新されます。

店舗状況・お客さまの声の可視化FEATURE  3  ｜ 管理分析 

お客さまの属性（性別・年齢）、店舗来店状況（来店回数や最終来店からの経過日数）などにより、お知らせやクーポンを自動送信することができます。

SNSやメールを通じて、お客さまが紹介
クーポンを友人に発行することができ、口
コミ拡散を促進します。

アンケート

下記項目を入力して「入力内容を送信」ボタンをタ
ップしてください。

ご感想を聞かせてくださいQ1 必須

接客サービスはいかがでしたか？Q2 必須

お店の清潔感はいかがでしたか？Q3 必須

★★★★★

お客さまの声を収集し、回収率を高めるた
め回答後にスタンプ・クーポンなどの特典
付与が可能です。

アンケート収集

紹介クーポン

人手をかけずにお客さまを常連化＆新規獲得FEATURE  2  ｜ 導入運用

会員登録をしてもらうのは最初にして最大の障壁。お客さまに負荷をかけない複数の登録方式を用意しています。

ICカードタッチ
店頭に置かれた専用端末にICカードをタッ
チしてもらうだけで会員登録が完了。その後
も端末へのICカードタッチだけでスタンプを
付与することができます。

アプリとシステム連携しPOS・券売機から
QRコードが印字されたレシートや食券が出
力されます。場所やタイミングを問わず、会
員登録、スタンプの付与が可能です。

店頭に置かれた専用端末から指定スタン
プ数のQRコードが出力されます。場所・タ
イミングを問わず会員登録、スタンプの付
与が可能です。

POS・券売機連携 QRコードチケット

どこよりも簡単にお客さまを会員化FEATURE  1  ｜ 導入 

Reasons
導入・運用・管理分析

SHOP FORCEならではの特長

選ばれる理由

ポイントカード
利用状況に応じて、特典などを自動付与で
きるポイント機能に加え、ランクアップカー
ドでお客様のステータスを管理します。

売上や累計の会員数を把握することができ、
通知による費用対効果を知ることで会員
獲得の意義を明確にします。

利用状況レポート

2019/04 2019/05 2019/062019/03 2019/08 2019/09 2019/102019/07 2019/12 2019/01 2019/022019/11

0円

600円

900円

300円

月間売上 � 累計会員数 �

1,0321,502,469

プッシュ通知クーポン利用者数 �

利用回数

円 人▼  前月比 -100% （休眠：27人｜離脱：932人）  �

■1回　■2回　■3回　■4回　■5回以上

▼  前月比 -100%

▲  前月比 -100%

プッシュ通知開封来店者数 �+

合計
単価 �

トータル

×

253人

0人
1,000円

1,502,469円

52人

� �

月間新規会員数  �

8 人
▼  前月比 -100%

� 月間利用会員数 �

16 人
▲  前月比 +0%

�

81.4% 9.5% 3.6% 0.4% 5.1%
内訳

領収書

　お通し　　　　　　　　　　　¥330
　ソフトドリンク　　　　　　　  ¥300

　伝票No.35　　　　　 テーブルNo.2

　合　計　　　　　　　　　　　 ¥5650
　お預かり　　　　　　　　　 ¥5700
　お　　釣　　　　　　　　　　　 ¥50

　お買い上げありがとうございます。

　こちらのQRコードを専用アプリから
　読み取るとスタンプゲット！

2020/09/06 15:18:45
問い合わせ番号：849479

スタンプゲットQRコード

feed

ターゲティング通知
年齢、性別、来店回数や最終来店からの経
過日数などを設定しておけば、自動でプッ
シュ通知を配信します。

17:53
6月19日 月曜日

【限定クーポン付】コーヒースタンプカード
お得なクーポン
「ドリンク一杯無料」
押してさらに表示

スタンプス 今

カード　　　　クーポン　　　　その他

5
スタンプBurger card

BRONZE

カード　　　　クーポン　　　　その他

10
スタンプBurger card

SILVER

カード　　　　クーポン　　　　その他

15
スタンプBurger card

GOLD

Applicat io
n



Applicat io
n

導入実績

メディア掲載

※導入実績の一部を掲載

機能

顧客管理・分析・MAの機能をワンストップで提供

スタンプ・ポイントカード

ランクアップ制度

顧客台帳

自動プッシュ通知

SNSキャンペーン

利用状況分析

オリジナルアプリ

ミニゲーム

購買状況分析

アンケート

ランキング作成

ダッシュボード

プッシュ通知

アンケート

ミニゲーム

データ分析

スタンプ付与

データ出力

利用履歴

会員管理

ダッシュボード

CRM

HR連携

全期間集計シートカード

2019/04 2019/05 2019/062019/03 2019/08 2019/09 2019/102019/07 2019/12 2019/01 2019/022019/11

0円

1,200円

900円

600円

300円

月間売上

コーヒースタンプカード 対象月 月間売上

月間売上 累計会員数 

1,0321,502,469

プッシュ通知クーポン利用者数  

利用回数

円 人▼  前月比 -100% （休眠：27人｜離脱：932人）  

■1回　■2回　■3回　■4回　■5回以上

▼  前月比 -100%

▲  前月比 -100%

プッシュ通知開封来店者数  +

トータル

253人

1,502,469円

52人

再来店・常連定着状況  

新規 リピーター  常連 

月間新規会員数  

8 人
▼  前月比 -100%

月間利用会員数 

16 人
▲  前月比 +0%

1回目来店 2回目来店 3回目来店 4回目来店

2回目再来店率 3回目再来店率 4回目再来店率 常連休眠率 

35.7 47.6 100 81

81.4% 9.5% 3.6% 0.4% 5.1%

HOME - 会員管理 各種設定サポートCRM

ダッシュボード

アプリやプッシュ通知による貢献売上や、顧客の再来店状況を月別で
把握することで、会員獲得の目的・意義を明確にすることができます。

内訳

顧客台帳

店舗の財産となる顧客名簿を自動で生成。顧客毎に属性情報や来店
状況などを把握することができます。

内訳

機能会員名 登録日性別  最終来店 

網永穣
2020/03/27

16:09
2020/02/27

11:22
1981/12/01男性 38 30 32

2001/03/08女性 19

1996/04/12男性 24

誕生日 年齢

会員リスト

詳細�

平沢進
2020/03/12

14:19
2019/11/15

10:34
詳細�

内田麻美
2020/03/13

11:13
2019/12/20

15:08
詳細�

高橋雄一
2019/03/10

18:13
2019/10/30

12:09
2004/08/29男性 16

1991/01/08女性 28

1972/06/04男性 47

詳細�

飯塚卓
2018/07/06

11:52
2019/01/27

14:02
�

村上祐子
2018/08/10

10:36
2019/010/27

18:25
詳細

詳細

�

1 2

6 18

12 15

120 365

5 8

��� �

村上 祐子

1998/11/18
誕生日

21
年齢

2020/03/16 12:31
登録

男性
性別

26
有効スタンプ数

26
累計スタンプ数

9472014073605
会員 ID

2020/03/16 12:31
最終来店

� プッシュ通知

会員情報詳細 � 設定� 編集

写真

氏名

性別

年齢

来店状況

スタンプ数

カスタマイズ情報
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リアルｘデジタル横断のCRMで
従来にない顧客体験を実現！

リアルとデジタルの購買情報を活用したCRM

様々な業種・業態で使われてきたサービスならではの、リア
ル×デジタルを横断する機能が強みだと思います。実店舗、
オンラインショップそれぞれのコミュニケーションを通じて、
いかにお客さまをロイヤルカスタマーに育てていくかが、ま
さにCRMが今後の当社の方針としても重要だと感じていま
す。SHOP FORCEは当社のカスタマーエクスペリエンス向上
に欠かせない存在になっています。

株式会社スタージョイナス
経営企画室GM　藤田 翼 様

顧客行動データを蓄積し
お客さま情報を実数値で可視化！

POSレジ情報と連携し売れ筋メニューを可視化

どんな年齢・性別のお客さまにリピートして頂いているのか？
どれくらいの間隔で来店されているのか？今まで感覚的にしか
掴めていなかった情報が定量・可視化できることを知り導入を
決めました。レシートに一度きりしか読み取れないQRコード
が自動印字され、お客さまが好きなタイミング・場所で読み取
ることでスタンプを取得できるのが便利です。また、購買デー
タから一見と常連の方それぞれで人気のメニューを把握できる
ことも画期的でした。

株式会社ジャパンフードシステムズ
代表取締役社長　松永 藤吾 様

アプリによるダイレクト
マーケティングで再来店を促進！

来店状況や購買データをリピート集客に活用！

ご来店いただいたお客様のどの程度が、再来店に繋がっている
のか分からなかったり、お客様の定着に苦心していました。そ
んな中で、SHOP FORCEを知り、全店で導入しました。一番の
良さは、直接お客様に働きかけることができ、効果を可視化で
きる点ですね。当社の場合は、店舗ごとに集客の弱い月・曜
日・時間帯に対して、1人1人のお客様の来店回数や利用情報を
組み合わせ、提供クーポンを動的にコントロールして効果の最
大化を図っています。

ユナイテッド＆コレクティブ株式会社
社長室　室長　畑中 俊哉 様

CaseS tudy
様々な業種・業態で

ご利用いただいております。

導入事例


