次世代ポイント･会員管理ソリューション

CAFIS Explorer を導入すると、

大切なお客様を『知る』ことができます。

大切なお客様、そのお客様の生活に浸透しているポイントサービス。
｢CAFIS Explorer｣は、グループ
ポイント共通化、さまざまなチャネル間で連携するオムニチャネル対策等、次世代のポイント･
会員管理により、企業様にとっての LTV の最大化を実現するクラウドソリューションです。
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CAFIS Explorer のサービス概要
オムニチャネル対応

グループポイント共通化

CAFIS Explorer は、貴社のマーケティング 戦略を強力にサポートする

マーケティング分析・活用

次世代型ポイント / 会員管理システムです。

SHOP

ポイントサービス

Analytics
さまざまなチャネルとの
連携が可能

グループ企業間の
ポイント共通化を実現

グループ企業間にて会員管理の統合化が
図れます。また、ポイントを共通化した
後も、それぞれの企業別のポイント施策
が可能です。

豊富なオプションにより、
データの活用が可能

豊富な API により、EC サイトとのポ
イント共通化や、スマホでポイントを
付与・利用・履歴閲覧が可能です。

グループポイント共通化のための機能

収集したデータを分析したり、シナリ
オを作りマーケティング活用すること
が可能です。

共通化後も既存カード利用可能

多様な要望に対応する
柔軟なキャンペーン設定
/ ランク管理

お客様のライフサイクルを
考慮した管理

店舗限定・
期間限定ポイント

会員 Web ページ

ＥＣ連携
店舗の多階層管理

プロモーション

リアル（CAFIS Arch）

個社のポイント制度の有効期限やランクは
そのままでポイント 制度や顧客の統合が可能

お客様（会員）

ホールティングス

お客様を繋ぐ
家族管理

会員情報・購買情報

家族

グループ管理
ポイント共有

友達

既存システムに大きな手を加えずに対応可能

会員証スマホアプリのバーコードをリアル店舗設置の CAFIS
Arch で読み取り・ポイント付与、ポイント情報の EC サイト
との連携などオムニチャネルに対応
Web-API により会員情報やポイント情報などを各種 Web サ
イトに表示

提供機能概要
BI ツール

PLO(Point Linked Offer)
バーコード読み取り

ひとつのシステムで、複数のサービスグループを管理

データを活かす！豊富なオプション

マーケティング
オートメーション

スマートフォンアプリが
会員証の代わりに

セグメンテーション
メール配信

CAFIS Explorer web-API

アプリ会員証

アプリ会員証

分析やターゲット顧客への
販促機能を提供

個社施策を実施可能

CAFIS Explorer

メール配信

｢CAFIS Explorer｣で蓄積した情報をすぐに活用可能

マーケティングオートメーションツールオプションにより、
分析からシナリオ作成実行までマーケティング PDCA サイク
ルを実現
流通情報向け BI ツールオプションにより、お客様のライフ
サイクルを踏まえた分析が可能

そ の 他、ス マ ー ト フ ォ ン へ の Push や メ ー ル 配 信 に て、
CAFIS Explorer で蓄積した情報をすぐに活用可能

オンライン / オフラインで
ポイントや会員を一元管理

SHOP

一人の顧客に対して複数のポイント制度の紐づけが可能、またポイント制度毎に対象店舗や対象カード、ランク、期間を自由に設定可能

EC サイト

クロスチャネル

グループ/ 家族管理
サークル管理

グル ープのポイント制度
（サービスグループ ）
を共通管理。共通化後も企業毎のランク施策やキャンペーン施策などの個別施策は継続可能

リアル店舗と EC サイトの連携を可能とする
Web - API をご提供

PCI 対応
ポイントプレゼント
リアルタイム処理

会員管理

グループ
共通ポイント

グループで共通化したいけどポイント制度がバラバラで、
有効期限やランクを統一するのが大変…

Omni Channel

キャンペーン設定機能

「特定期間」
、
「月次付与」
、
「入会」など、お客様
の属性や店舗に応じたさまざまなキャンペーン
ポイント（ボーナスポイント）の設定が可能です。

店舗階層管理

店舗情報の階層管理を最大 7 階層まで設定可能
とし、各階層への追加も容易に実施可能です。
企業様の管理の考え方に応じて柔軟な対応がで
きます。

お客様と
企業を繋ぐ

マーケティング
基盤へ

企業を繋ぐ

グループポイント

グループ企業

ランク設定機能

ポイント統合

アライアンス企業

自社経済圏創出

リアルタイム更新

購買金額によりリアルタイムでランク判定（月
単位・年単位・月年ミックス）を行い、異な
るポイント率でポイント加算が可能です。

POS・決済端末間、EC サイト間、外部接続先と
リアル タイムのポイント付与処理が可能です。
また、バッチ処理にてバースデーポイントなどの

リアル と Web での会員登録

期間限定 / 利用店舗限定ポイント

リアルと Web の会員登録チャネルがあり、
より多くの会員を獲得することが可能です。

さまざまなポイント付与処理が可能です。

期間や利用施設を限定した
キャンペーンポイント付与処理が可能です。

ご提供形態
コストを抑えスピーディに導入
クラウド型提供
「CAFIS Explorer」

高度な独自性や高い非機能案件にも対応
クラウド型提供 + カスタマイズ
「CAFIS Explorer for Private」

周辺ソリューション（スマートフォンアプリ・分析など）

NT Tデータの決済インフラおよびマーケティングソリューションと連携

CAFIS Explorer は、国内最大の総合決済ネットワークである「CAFIS」との連携はもちろんのこと、スマートフォン向け情報配
信 CLO ソリューション「CAFIS Presh」との連携などを通し、貴社の決済からマーケティングまでトータルにご提案する事が
可能です。
販売促進ソリューション「CAFIS Presh」は、顧客に

情報配信

ソリューション

対しスマホアプリを使って、来店および購買意欲を
促します。

データ分析

マ ー ケ テ ィ ン グ 活 動 支 援 ソリューション「CAFIS
DMP」は POS データや tweet 情報を収集、分析し

マーケティング活動をより効率的なものにします。

ポイント・会員管理基盤

各ソリューションを組み合わせたサービスをクラウド型で提供

顧客管理ソリューション「 CAFIS Explorer 」を

ポイント基幹とし、CAFIS ネットワークを介し、
クラウドサービスとして提供します。

決済インフラ

多種多様なクレジット加盟店様・カード会社様・
金融機関様とリアルタイムで接続

（CAFIS/Arch/PastelPort）

「CAFIS」は約 2,000 社の加盟店様と連携、

月間 5 億件以上のオンライン取引を処理する

カード決済総合ネットワークです。CAFIS を介した

加盟店様・
周辺システム

各決済インフラ・ソリューションと接続することで、
既存資産を活用し、安定したマーケティング連携を
実現します。

① 場を増やす

NTT データが提供する

決済インフラ、決済端末
を利用して場を増やす
お手伝いができます。

顧客基盤

ポイント
利用

データ
活用
A I 分析

多様な
情報
発信

集客
プロモー
ション
スマホ活用

② サービスを増やす

NT T データの豊富なサービスを組み合わせて
コンテンツ増加に寄与できます。

● 本カタログに記載されている当社の商品･サービス名称等は、当社の商標または登録商標です。
● その他、記載されている社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。

● 本カタログに記載した仕様、デザインなどは改良のため予告なしに変更することがあります。

株式会社 NT Tデータ

I T サービス・ペイメント事業本部 カード＆ペイメント事業部
〒108 - 0073 東京都港区三田 3-10-1 アーバンネット三田ビル 4F
お問い合わせ URL

https://solution.caﬁs.jp/contact/

