CASE STUDY #13

新メニューの販促に
QUO カードPay を活用

新メニューの注文率が 10 倍！！

LINEを組み合わせた来店施策とは？
LINE

友だち追加で
応募がカンタン

配布後の
店舗オペレーション
不要

一括配布が
できて
管理もラク

新メニューの注文率が10 倍！
LINE 友だち増加とリピート来店も実現。
取材日：2021 年 6月14日 ワタミ株式会社 国内外食事業 営業推進部 マーケティング部 部長 竹下様

概
要：「極上！A5 和牛コース」をご利用いただき、
「焼肉の和民」LINE公式アカウン
トを友だちに追加したお客様全員に“ワタミグループ専用 QUOカードPay500 円分”が
もらえる。更に抽 選で 30 人に 1人その場で 使える“ワタミグル ープ 専用 QUO カード
Pay4,380円分”が当たるキャンペーンを実施

実施期間：2021年 3月8日〜2021年 3月14日
地
域：全国（焼肉のワタミ店舗）

検討のきっかけと選定のポイントは

01

POINT

「 LINE 友だち追加と新メニュー告知を組み合わせたキャンペーン。
景品にワタミ専用 QUO カードPay を採用しました。」
我々の部署は、ワタミグループ全体の販促・マーケティング機能を横断的に担当してい
ます。CRM 活動としてLINEを位置付け、ワン・トゥ・ワンのコミュニケーションを目指し
て公式アカウントを運用しています。ポスティングなどチラシでの集客もしていますが、
効果を計測しにくいことが課題でした。LINEを活用することで、“どのメッセージを送っ
たお客 様が何回来店したか？”といったデータを計測できるようになり、マーケティング
に活かせるようになりつつあります。そのための顧客接点としてLINE の友だちを増やす
ことに注力しています。
今回は、LINEの友だち追 加と新メニュー告知を連動したキャンペーンを企画し、景品

に“ワタミグループ専用で使えるQUOカードPay ”を採用しました。新メニューを注文し

て、
「焼肉のワタミ」LINE 公式アカウントを友だちに追加したお客様全員に“ワタミグルー
プ専用で使えるQUOカードPay500 円分”を後日プレゼント。さらに、抽選で30人に1人
に4,380円分がその場で当たるインスタントウィン形式を組み合わせて実施しました。

02

POINT

「クーポンと違ってレジ決済時のオペレーションが
いらないのが良いですね。」

ワタミ専用QUOカードPay

販促で値引きクーポンを配ることがありますが、店舗スタッフが内容を把握していないこともあるため、店舗への情報

連携に気を使います。使われた結果は同じ値引きだったとしても、クーポンと違ってQUOカードPayは、もらったお客様は
自らスマホを見せてレジで決済するだけなので、配布後の店舗オペレーションが不要な点が良いと思いました。

今回配布した景品は“ワタミグループ専用で 使える QUOカード Pay ”なので、焼肉のワタミ以外の弊社別ブランドの

店舗でも使えます。グループ間でのオペレーション連携の手間もなく、お客様が別業態の店舗でお使いいただく際にも
スムーズにご利用いただけました。

03

POINT

「 LINE で一括配布でき、事務局対応が圧倒的にラク。
もらった人もカンタンに使えます。」
キャンペーンの景品でTシャツを配ったことがあります。現物の景品を扱う際は、当選者の住所など個人情報や在庫
管理など、事務局対応が大 変でした。それに比べて QUO カードPay は、配布・管理が圧倒的にラク。弊社では LINE

専用の顧客管 理ツールを導入しているので、当選 者が 複 数でも LINE のメッセージで 一 括配布できますし、お客 様
から問合せがあった際もすべてデジタル上でコミュニケーションができ履歴が残るのでやり取りがスムーズです。

もらったお客 様もスマホさえあれば誰でもカンタンに使えるのがいいですね 。焼肉店なのでお客 様の年齢層も幅
広く、QR 決 済に不慣れ な方もいると思いますが、今 回配布した QUO カード Pay について、
「使い方 が わからない」
などの問合せは1件もなかったです。

キャンペーンの結果、手応えは？

「新メニューの注文率が 10 倍へ！
LINE 友だち数 125 ％増＆ 2ヶ月以内に50 ％が再来店と大成功！」
キャンペーンの目的である新メニュー の注 文 率は 、実 施 前と比 較し10 倍まで 増え
ました。想定以上の注 文率となり、一時期、在 庫が足りなくなるといった嬉しい悲鳴が
聞こえる状況になりました。
もう一つの目的であるLINE 友だち数も実施前週比で125％増と大きく伸びました。

4,380 円分の QUO カード Pay が当たったお客 様の 2ヶ月間での再来店率は 50 ％と
なり、リピート来店にも繋がっています。コロナ禍という状況と、焼肉は短期間で何度も
食べないであろうことを考えると、このリピート率は驚異的な数字ではないでしょうか。

キャンペーン告知バナー

QUO カードPay への期待・可能性は？
「他の企業とコラボして、店舗間の相互送客
できるような企画をやってみたいです。」
今回配布した QUO カード Pay の利用状 況を見ると、
「焼肉のワタミ」以外の店舗で
も利用されており、グループ間での送客効果もありました。“別店舗への送客”としての
活用が期待できるので、他企業とコラボして、店舗間の相互 送客ができるような企画
をやってみたいです。コンビニさんと組んで、焼肉のワタミで食べたあと、コンビニで 使
える
「コーヒーの値段分の QUO カード Pay」を配ったり、ゴルフ場と組んで、ゴルフ予約
をした人に焼肉のワタミで 使える QUO カード Pay を配ったりなど。他業 種、他業 界を
巻き込んで、食事の前後の行動導線にQUOカードPay を絡ませた企画をやってみたい
です。QUO カード Pay なら専用 券として「特 定のお店 だけ 使 える」という使い方 が
できるので、実現できると考えています。
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検索

スマホで贈れるデジタルギフト、QUO カードPay
 ご利用方法 

QUOカードPay は 簡単 3ステップ でご利用いただけます

1 もらう

2 ひらく

STEP

3 みせる

STEP

STEP

専用URLを
受け取る

URLを
開いて表示

お店で
見せるだけ

URLが受信でき

受取りは受信した
URLを開くだけ。
より便利に使える
専用アプリもご用
意しています。

あとはお店で見せ
るだけ。本人確 認
の必要もなく不足
分は現金を足して
使えます ※。

ればメールや各種
SNS など、どんな
アプリでも受取れ
ます。

※券売機や無人レジでは、現金等との併用でのお支払いは出来ません。

QUOカードPay をおすすめする 4つの理由
手配と配布がかんたん

個人情報の登録が不要

オンライン上で 全ての手 続きを完了。

受け取った人 が 安心して、すぐに使える。

1,000円から買える

ブランドが 伝わる

1 注 文あたり1,000 円から発注可能 。
50 円から設 定でき、少 額 大 量当選に最 適です。

利用される度に企 業のオリジナル画 像を表示 。

住 所不 要で、送 料もかかりません。

スマホユーザー全 員が 利用できます。

お客 様とのコミュニケーションツールに。

オンラインですぐに贈れる！
オリジナル画像も簡単に入れられます
●ご注文から送信までオンライン上で完結します。
●お支払い方法がクレジットカードの場合は最短 即時発行 ※、
銀行振込の場合は、最短翌営業日発行が可能です。
※ 1ヶ月の注 文 金 額合計 5 万円（税 込）までとなります。

●ご注文金額の 6 ％の手数料でご購入いただけます。
ご注文画面 イメージ

ウェブサイト

QUOカードPayについての最新情報はウェブサイトでご確認ください。
URL

https://www.quocard.com/pay/business/

お問い合 わせ
株 式会社クオカード
お電話での問い合わせ
メールアドレス

03-3243-2225

受付時間
平日9:00 〜 17:00

sales@quocard.co.jp

