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株式会社日本航空様
インターネットと非接触型ICカードのドッキングに新発想あり。
マイレージバンクサービスを競争力強化へつなげた
「JAL ICサービス」
JR東日本が交通非接触型ICカード「Suica」のサービスを始めて以来、IC
カードサービスの可能性には多くの企業が注目してきた。インターネット
上のサービスをICカードを結び付けて、新しいビジネスモデルを創出した
のが日本航空（JAL）である。2005年1月にスタートした「JAL ICサー
ビス」は、貯めたマイルを1円単位の買い物に使えるうえ、Suicaと同じ感
覚で飛行機の搭乗ゲートを「タッチ&ゴー」できる画期的なサービスだ。競
争力強化にしのぎを削る国内航空業界において、利用客がJALを「ファー
スト・チョイス」にするための魅力づくりに成功した。

2005年1月11日、
JAL ICサービスが始動

本
社：東京都品川区東品川2−4−11
創
業：1951年8月1日（旧・日本航空）
設
立：2002年10月2日
代表取締役社長名：新町 敏行（日本航空）
資 本 金：1000億円（2004年6月26日現在）
連結売上高：1兆9317億4200万円
（平成15年度3月期）
事 業 概 要： JALとJASが経営統合した持ち株会社が
株式会社日本航空。
関連企業として国際の日本航空インター
ナショナル（代表取締役社長名 羽根田
勝夫）と国内の日本航空ジャパン（代表
取締役社長名 小松原 光雄）がある。
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ビスを次々に考えていかなければなりません。
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今回からマイルを電子クーポンに変換して

も空港に来ていただければよい、その点で

ドを用いた新たな「JAL ICサービス」が、

ICカードにチャージする方式にすれば、リー

ネット販売に最もなじみやすいものです。」

2005年1月11日から始まったのである。

ダ・ライターにかざすだけで残高確認がで

「しかし、国内線の個人利用者の約半数

き、マイルの使いかたを自分で細かく計画

がインターネット経由で航空券を購入する

することができる。しかも、ワン・トゥ・

ようになった現在、単にインターネットで

JALマイレージバンクで蓄積したマイル

ワン・マーケティングや情報提供など、新

航空座席が予約できるだけでは、競争力強

を、クーポンに交換してICカードにチャー

たなサービスをプラスしていく可能性が広

化にはつながりません。JALマイレージバ

ジしておき、空港売店、ホテルなどでの買

がる。

ンク会員も1600万人を突破しましたが、多

い物や飲食の支払いに利用できる。搭乗や

さらに2月15日からは、国内線で「JAL

くの会員は、他の航空会社の会員を兼ねて

宿泊でマイルが貯まるマイレージバンク制

ICチェックインサービス」もスタートする。

いますから、単に会員数が増えれば囲い込

度は多くの飛行機利用者の間に定着したが、

これは、JALチケットレスサービスを利

みに成功したとは言えません。航空座席そ

貯めたマイルを1円単位でこまめに買い物

用したうえ、Web上でチェックイン手続き

のものは差別化がむずかしい商品ですから、

に使えるサービスは国内初の快挙だ。

を済ませておくと、紙の搭乗券を出力する

インターネットをじょうずに使った新たな

手間をかけずに、ICカードをかざすだけで

サービスを創出することが急務になってい
ました」と平田氏は背景を説明する。

「JAL IC利用クーポンは、マイル特典

ドサービス・PiTaPaのショッピングサービ

概念図

「電子クーポンを利用できるようにするた

まではJALマイレージバンクの管理は全面

用クーポン」だ。

ICサービス

「インターネット通販は急速に普及して

貯めたマイルを、JR東日本の列車に乗るた

最初にスタートしたのは、「JAL IC利

JAL

スモデルである。

の使い勝手を上げただけでなく、ICカード

飛行機に搭乗できる「タッチ&ゴー」のサー

にマイルをチャージして自分でコントロー

ビスだ。利用者は空港のカウンターやチェッ

そこで目をつけたのが、非接触型ICカー

ルできるようになったという大きな意義が

クイン機に寄る必要がなく、直接セキュリ

ドである。手軽な操作で情報を繰り返し書

あります」と、株式会社日本航空ジャパン

ティゲートへ向かうことができ、空港での

いたり読んだりできるうえ、非接触型であ

国内旅客事業マーケティング企画室 企

滞在時間を短くすることができる。JAL

るため磨耗も起きにくい。

画部 部長 平田邦夫氏は指摘する。これ

ICチェックインサービスの発展形として、

すでに、インターネット上でクレジット
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タを置いてもらうなどの協力をあおがなけ

新たな
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移動中
オフィス
自宅

ＩＣ
チップ
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ればなりません。INFOXのインフラに接続

ICカードの
発行

することにすれば、小売店の負担は最小限

駅
チェックイン

空港売店
ゲート
セキュリティ
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ＩＣ内蔵
携帯電話

で済みますし、システムの短期立ち上げに
も大いに役立ちます」と平田氏は言う。
JALのICカードは、今後さらに大きく進
化していく。双方向の情報提供サービスも
企画中。国際便にサービスを広げることも
検討している。
「他の航空会社もICカードサービスを始
めるでしょうから、さらに先手となるサー
ビスを次々に考えていかなければなりません。
このプロジェクトはまだ続いているのです」
と平田氏はNTTデータへのさらなる期待を
言葉に込めた。JALとNTTデータとの熱い
勉強会は、今日も、エンドレスで続いている。

※記載されている会社名、製品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。
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