お客様事例

オール日本スーパーマーケット協会様
市場POSデータを分析できるクラウドサービスを利用して
より高度なPOSデータ活用と新しいMDへ踏み出す
オール日本スーパーマーケット協会（略称AJS）は、2013年7月、流通業・製造
業向けPOSデータ分析サービス「NPICLOUD」の会員企業利用を開始した。
現在、約770店舗が、公益財団法人流通経済研究所（以下、流通経済研究所）
とNTTデータが共同で提供するこのクラウドサービスに利用登録している。
AJS本部および会員企業は、これまでできなかった「市場トレンドと自社デー
タとの比較」、そして、
「自社で扱っていない商品の動向分析」ができるようにな
り、新しいアプローチのマーチャンダイジング（MD）を展開していくことが可
能になった。
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※１ ID-POSデータ：誰が買ったか、顧客データをヒモづけたPOSデータのこと
※２ FSP：Frequent Shoppers Program。利用や購入に対してポイントを発行してリピート客を育成するとともに、顧客セグメントにも活用するマーケティング手法のひとつ。
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