お客様事例

株式会社ココカラファイン様
顧客管理基盤テンプレート
「PentaSenser ®」
を活用して
「おもてなしNo.1」
企業を支える顧客管理基盤の開発に成功
大手ドラッグストアチェーンのココカラファインは、2013年4月、新しい顧客
管理基盤を構築し、複数の販売子会社のポイントカードと顧客情報の統合を
果たした。開発を担当したのはNTTデータであり、顧客管理基盤テンプレート
「PentaSenser」
（以降、顧客管理基盤と表記する）を用いることで、ココカラ
ファイン独自の要求を満たすシステムを、速く、安く、効率よく構築することに
成功した。ココカラファインは、顧客情報の統合、家族関係やライフサイクルの
把握と一元管理ができるようになり、
「より深く顧客を知り、さらなるおもてな
しを提供する」体制が整ったのである。
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神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 イノテックビル
2008年4月1日
10億円
1,355店舗
（2013年12月現在）
3,358億8,600万円
（2013年3月実績）
大手ドラッグストアチェーンの持ち株会社。
「おもてな
しNo.1」が企業スローガン。
ドラッグストア・調剤薬局
事業を行う株式会社ココカラファイン ヘルスケアの
ほか、商品輸出入、
インターネット通販、介護事業を行
う事業会社をそれぞれ運営している。中国での店舗展
開など海外事業にも積極的。
http://www.cocokaraﬁne.co.jp/

を一段と強化し、病気の予防や健康維持に重点を
置くセルフメディケーション時代の医療拠点として
の存在意義を高める体制を整えたのである。
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」
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購入客へのポイントサービスを実施し、会員カード

ド名には、
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を独自に運用していた。
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12 月現在）を展開する大手ドラッグストアチェーンの

も、各社で異なっていました。
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して、介護、在宅調剤、インターネット販売と次々に

ら別の会員カードを使わなければならず、共通の

事業を拡大し、健康関連の総合サービス企業へと

サービスが受けられないという事態が懸念された

飛躍しようとしている。

のです」
と、経営戦略室 おもてなし戦略部 次長の

同社はM&Aと新規出店を積極的に行って成長

株式会社ココカラファイン
執行役員
経営管理本部
情報システム部長
三宅 宏和氏

戸田隆幸氏は言う。
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「おもてなし No.1 になる」
を

薬局を展開する6社の販売子会社（セイジョー・セ

企業スローガンに掲げており、カードサービスが各

ガミメディクス・ジップドラッグ・ライフォート・

社個別対応に陥るのは何としても回避したかった。

報システム部長の三宅宏和氏は語る。

ポイントカードサービスの統合と、そのベースと

ポイント管理のパッケージシステム導入の提案

ココカラファイン ヘルスケアを立ち上げた。
この経

なる顧客情報の統合は、経営統合の準備作業と並

が相次ぐなか、NTT データの提案を採用したの

営統合により、
ココカラファインのブランド訴求力

行して進めるべき重要な課題だったのである。

は、NTT データだけが「ポイント」ではなく、
「顧

スズラン薬局・メディカルインデックス）
を統合し、

客」を基軸にしたサービス全体の将来像を描いて
いたからだ。

顧客管理基盤「PentaSenser」をベースに
速く、安く、効率よく顧客管理基盤を構築

「わたしたちがやりたいのはポイント管理ではあ
りません。
生涯にわたってココカラファインのファ
ンでいていただくための手段とその基盤がほし

経営統合の前年である 2012 年、ココカラファイ
ンは、数多くのベンダーにポイントカード統合の提
案を求めた。

株式会社ココカラファイン
経営戦略室
おもてなし戦略部
次長
戸田 隆幸氏

かったのです」
と三宅氏は言う。
NTT データの提案は、顧客を中心に据え、ライ
フサイクル管理、ネットサービスなどの多彩なサー

「第 1の要件は、会員情報を統合して、複数カー

ビスを連携させていく
「顧客管理基盤の構築」
を主

ドを持っているお客様を
『1人』であると認識できる

軸としたものであった。
この基盤構築にあたって

ようにすること。
第2 の要件は、家族関係を認識す

は、NTT データが開発した顧客管理基盤テンプ

ること。
第 3 の要件は、生涯にわたってのお客様の

レート
「PentaSenser」
を用いる。

ライフサイクルを把握して、お客様のことをもっと

テンプレートは、6割がた出来ている状態から詳

知り、より良いおもてなしを提供できるインフラを

細を詰めて完成させていくものであるため、顧客

作ることでした」
と、
執行役員 経営管理本部 情

台帳、顧客履歴管理、ポイント管理など、ココカラ

が整っている。

製品コンセプト

「システム面から言うと、1 人の顧客
と複数のサービスをヒモづけること

お客様へ最高の「おもてなし」を提供するための戦略の中核になる
®

顧客管理基盤「PentaSenser 」

ができる、家族ぐるみ関係の管理と
家族のお買い上げ合算ができる、生
ができるなどの特長を実現していま
す」と、経営管理本部 情報システム
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景に、お客様ご自身だけではなく、お
子様を含む家族のライフサイクルま

感動（驚き/楽しい）する
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様々なサービスと連携（関係）させ、

部の南條照之氏。
これらの機能を背
株式会社ココカラファイン
経営管理本部
情報システム部
南條 照之氏

お客様への最高のおもてなしとは、
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涯にわたってのライフステージ管理
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継続的に提供することと考えています。
Scene
場面

で捉え、お客様を一生涯、さらに次の

ファインが必要とする基本機能をあらかじめ網羅

世代に向けたおもてなしを提供するための各種

順位づけし、各作業の細かいスケジュールまで

サービスがスタートした。

作ってくれました。
また、他の作業が少し遅れれば

約9カ月にわたる開発期間中にはさまざまな問題

して開発期間を短縮しつつ、同社独自の要求を的

ストを計画どおりに実施できたのです。
わたしは、

も発生した。

確に満たすシステムを、速く、安く、効率よく構築で

最大の問題は、開発段階では、6社が経営統合され

きたのである。

た会社の実体がまだ存在していなかったことである。
「各社の意向を取りまとめて要件を詰めるのに

要件定義やプロジェクト・マネジメントで
NTTデータが経験とノウハウを発揮

すぐに警告してくれたため、システム全体の連携テ
NTT データのプロジェクト・マネジメント力を高く
評価します」
と三宅氏。
入念な連携テストを実施したこともあり、カット

非常に時間がかかりました。
漠然とした意識合わ

オーバーの日にはシステム全体が問題なく稼働し、

せで進んでいかざるを得ないなか、NTT データ

経営統合から1年近く経った現在までトラブルは起

は、
『その要件は、このように考えれば良いのです

きていない。

ね』と、1 つ 1 つ念を押しながら話を進めてくれま
新しい顧客管理基盤は、2013 年 4 月、6 社経営

した。
われわれの話をよく聞く、われわれのことを

統合と歩を同じくして本格稼働へ移行した。
来店

よく知ろうと努力する、要件を具体化する経験や

客に対しては、ドラッグストア業界初の VISA プ

知見もある、これが NTT データの印象でした」
と

リペイド（電子マネー）を搭載した「ココカラクラブ

南條氏は語る。

お客様のことをもっと知り、さらなる
おもてなしをする体制づくりに成功

カード」の提供を開始。
また、旧カードを用いたま

新しい基幹システム、POS システム更改、そして

2013 年 11 月末時点で、ココカラファインの新・

までも、ココカラファインのサービスを総合的に利

顧客管理基盤と、多数のシステム開発が、2013 年

旧カード登録者は約1,500万人に達した。
利便性の

用できるようになった。

4 月のカットオーバーを目指して、同時進行してい

高いサービスへの認知が高まるとともに、登録会

たのも大きな問題であった。

員はさらに増えていくと予想される。

顧客管理基盤は、店舗 POS システム、ポイント
システム、
Web 上の会員クラブサイトやメルマガ配

「基幹システム開発で商品マスタの考え方が1 つ

顧客管理基盤の開発により、
カード統合と顧客情

信、さらには、EC サイト、プリペイドカードシステ

変更になれば、すべてのシステムに影響が出る状

報の統合が実現できた。
家族関係、ライフサイクル

ムなど、多数のシステムが連携しており、顧客のさ

態でした。NTT データは、全体のイニシアチブを

まで把握できるようになり、顧客と長期的な信頼関

まざまな行動・体験の情報を一元管理する体制

とり、あるべき姿を考えて優先事項を切り出して

係を築いていくためのインフラが整ったのである。
「また、サークル活動、生まれた子どもの誕生日

サービスコンセプト

記入などを通じて、お客様をより深く知る手段が

顧客管理を中心に様々なサービスと連携し、
お客様へ様々なサービス提供する事で、顧客満足度向上を実現します
顧客アプローチのトリガー

用途に合わせたクーポン管理

レジクーポンや店頭接客情報配信、
DM配信
等、
顧客アプローチのトリガ情報を管理

購買に紐付くアプローチ
（値引クーポン）
、
人に
紐付くアプローチ
（誕生日クーポン）
の2種類の
用途に合わせたクーポン発行

特定顧客の優待

柔軟なポイント設定

例えば、
お子様のいるお客様を把握し、
ベビー用品購入時に特典付与

顧客アプローチ
サービス
ポイントサービス

家族を対象としたアプローチ
家族の情報を捉え、
家族全体を
顧客として囲い込みを支援

ライフサイクル

顧客管理

POS連携

趣味・嗜好情報活用
趣味・嗜好情報を取得し、
特定の
お客様へ限定情報の配信

客様の家族構成や趣味嗜好がわかっていれば、
驚きや楽しさをサービスに上乗せすることができ
ます。
『さらなるおもてなしをするために、お客様の
ことをもっと知りたい』
は、当社の顧客管理のスター
トラインであり、今後も追求していく最も重要な
テーマなのです」
と戸田氏は強調する。
ココカラファインは、今後、各種新事業への参入

一般的なポイント機能に加え、
商品毎や
特定日/特定者に対するポイント設定

を視野に入れつつ、一方では、介護サービスと EC

ステージ制度

サイトでの買い物の配送連携など、顧客情報のよ

年間と月間ご利用金額を併用したランク
決定により、
ロイヤルカスタマーに対する
おもてなしを実現

EC・ポータル連携

り複合的な利用を工夫していく計画である。
「PentaSenser」
というテンプレートを根幹に据え
たシステムは、こうした事業拡大や M&A、サービ
ス拡充にも柔軟に対応することが可能だ。
カード

プリカ連携

利用の場面や体験をどんどん広げていきつつ、

顧客情報一元化

他システムと容易な連携の仕組み

顧客情報を一元化することで、
セキュリティ面を
強化すると共に、
全てのチャネルから
同一の情報が見えることで利便性を向上

様々なサービスチャネルと容易に接続可能な
オープンフォーマット、
オープンプロトコルの
外部接続インターフェース機能を提供

＊
「PentaSenser」は日本国内における株式会社ＮＴＴデータの登録商標です。

増えたことが、今後に向けての大きな成果です。
お

「情報の一元管理」体制も堅持できるのである。
本格的なセルフメディケーション時代に向けて
のココカラファインのさらなるチャレンジを、強固
で柔軟な顧客管理基盤が、
がっしりと支えていく。
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