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GMOおみせアプリについて
GMOおみせアプリは、効率的に店舗集客をし、ファンの育成と業務効率
化を後押しする販促ツールです。
現在7,000店舗以上*で導入され、ロイヤルカスタマーの育成にお役立て
いただいております。

*2021年2月時点の自社制作アプリ数

商号 GMOデジタルラボ株式会社

設立 1993年12月9日

事業内容 インターネットサービスを中心とした
デジタルソリューションサービスの提供
●デジタルメディア事業
　ホームページ制作/スマホアプリ開発/ポータルサイト運営
●デジタルマーケティング事業
　サイト運用支援/SEOサービス/WEBソリューション
●デジタルデバイス事業
　通信インフラサービス/OA機器

サービス概要

GMOおみせアプリは、あらゆる業種に対応した集客促進機能を搭載。
美容系サロン、飲食店、各種小売業など幅広い業種の企業にご活用いた
だいています。

美容業

ヘアサロン、
ネイルサロン
エステサロン、
コスメなど

44.6%

飲食業
29.9%

小売業
7.9%

スポーツ・フィットネス
5.2%

整体・リラクゼーションサロン
4.5%

菓子店・パン店
4.0%

自動車販売店・整備業
4.0%

その他
17.9%

導入業種

山田 裕一

GMOクラウド株式会社（東証一部：3788）

札幌本社/仙台支店/新潟支店/静岡支店/東京オフィス

代表者

主要株主

事業所

日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2020年4月期ブランドのイメージ調査
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導入企業

サービス概要

※2021年2月時点 自社調べ

GMOおみせアプリは全国7,000店舗以上でご利用いただいています。

(株)マルナカ (株)ティムティム ブックオフ
コーポレーション(株) (株)KGD (株)パウズフォリオ

井上商事(株) (株)きらく (株)レクスト関西 (株)ドロキア・
オラシイタ

富士商グループ
ホールディングス(株)

クーデション
カンパニー(株) (株)プラザクリエイト (株)明石屋菓子店 (株)アブ・アウト 渡辺パイプ(株)
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顧客とのつながりを
維持・強化したい

顧客と長期にわたって関係を
維持したいなら、おみせアプリ
がおすすめ。来店履歴や購入
情報などに応じた1to1のマーケ
ティングを実現する豊富な機能
があります。

広告コストを
削減したい

新規獲得のための広告コストに
悩んでいますか？アプリでロイ
ヤルカスタマーを育成していけ
ば、少ないコストで集客を実現
することが可能です。

顧客データを販促に
有効活用できていない

来店情報や購入情報を販促に活
用できていますか？アプリなら
お客様ごとの属性や利用状況等
に合わせてプッシュ通知やクー
ポン発行ができるので、取得し
たデータを有効活用できます。

人手が足りず販促の
効果測定ができていない

DMやチラシの効果、測定でき
ていますか？アプリならプッ
シュ通知やクーポンごとの開封
率や反響が測定でき、手間をか
けずに効率的に集客できます。

WEBサイトやSNSなど
様々な情報が点在している

アプリをお店の情報プラット
フォームとして活用すれば、点
在しているお店の情報を１つに
まとめ、わかりやすく伝えること
ができます。

スタンプカードの
発行コストを削減したい

アプリの中に会員証やスタン
プ、ポイントカードを表示できる
から、持ち忘れもなく再発行コ
ストもかかりません。

閑散期の集客を
なんとかしたい

天候や季節に左右されやすい
お店の集客にはアプリが便利。
プッシュ通知＋クーポンでタイ
ムリーな集客が実現します。

効率的に再来店を
促進したい

リピーターの獲得施策、どうし
ていますか？
アプリなら行動情報や来店サイ
クルに合わせたアプローチが可
能です。

GMOおみせアプリが解決できる課題
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GMOおみせアプリが提供する3つの価値

01.

02.

03.

顧客の心をつかむ

販促コストを削減

データを活用



顧客の心をつかむ

01.



来店促進・エンゲージメント向上
プッシュ通知を活用したタイムリーな情報発信と、ユーザーの来店状況に応じたランクアップや優待の仕組みを作り、
お店のファンづくりや閑散期の集客対策、ロイヤルカスタマーの育成に役立ちます。

GMOおみせアプリが提供する3つの価値 / 01.顧客の心をつかむ

高い視認性の
プッシュ通知活用

1to1にも対応できる
ニュースやクーポン発行

ランクアップで
ロイヤルカスタマーの育成
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GMOおみせアプリは、顧客に効率よく情報を届け、お店のファンを育成する集客アプリ作成サービスです。
一度ダウンロードすればスマートフォンのホーム画面からすぐにアクセスができ、たくさんの情報を届けることが可能です。
また、DMのように個人情報の取得は必要なく、プッシュ通知を利用するからお知らせの開封率が高いことが特長です。
これまでの販促ツールと比較して、低コストで効果的に店舗への集客を実現するのがおみせアプリです。

GMOおみせアプリが提供する3つの価値 / 01.顧客の心をつかむ

他の販促ツールとおみせアプリの比較

プッシュ通知を確認するタイミング

基本的に来たらすぐ見ることが多い

プッシュ通知の内容によってはすぐ見るが、後でまとめて見ることのほうが多い

内容に限らず、後でまとめて見ることのほうが多い

プッシュ通知はほとんど確認しない

あてはまるものはない

のユーザーが、93.7%
プッシュ通知が届いたらその内容を確認している

1.6%4.7%

15.3% 21.3%

57.1%

出典元：株式会社ジャストシステム　Fastask

1/2
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GMOおみせアプリが提供する3つの価値 / 01.顧客の心をつかむ

他の販促ツールとおみせアプリの比較

チラシ

DM

メルマガ

情報量 見てもらいやすさ 個人情報取得の必要性 一通あたりのコスト 効果測定

アプリならWebサイト
やSNSなどの情報を
１つに束ねられるだ
けでなく、最新の情
報を効率的に届ける
ことができます。

アプリのプッシュ通知
には高い開封率の
データがあります。待
受画面に表示される
から他の情報に埋も
れる心配もありませ
ん。

アプリは名前や住所
などの個人情報の登
録は必要なく、ダウン
ロードするだけですぐ
にお店の情報が受け
取ってもらえます。

アプリは1通あたりの
送信コストが￥０！
低コストで効果的に
情報を届けます。

アプリなら開封数だ
けでなく配布したクー
ポンの利用率なども
簡単に集計ができ、
次のマーケティングに
活かすことができま
す。

おみせアプリ

2/2
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販促コストを削減

02.



これまでDMやチラシで行ってきた販促活動を、アプリが一手
に担います。
新規獲得広告とは違い、リピーター向け、なかでも来店確率・
収益性の高いロイヤルカスタマーに向けた情報発信が可能な
ので、低コストで効率的な販促が実現します。
また、すべて管理画面上で設定しておけば日時を設定した自動
配信や効果測定も短時間で行うことが可能です。*1

スタンプカードやポイントカードをアプリ内で電子化すれば、
これまでかかっていた印刷コストや持ち忘れ時のレシートへの
スタンプ押印などのオペレーションコスト、紛失の再発行コス
トがすべてなくなり、大幅なコスト削減へ貢献します。

スタンプの付与方法は、管理画面から、ユーザーによるQRコー
ドの読み込み、スタンプ端末を使用した押印などが選べま
す。

*1 オプション機能「おみせアプリマネジメント」をご利用時

GMOおみせアプリが提供する3つの価値 / 02.販促コストを削減

業務効率アップ・
ロイヤルカスタマーマーケティング

集客コストを1/5に削減

新規
獲得コスト

リピーター
集客コスト

持ち忘れへの対応

会計時の押印

手書き販促物などの作成

広告コストの削減 オペレーション
コストの削減

印刷コストの削減
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データを活用

03.



ユーザーの来店情報や購入履歴、スタンプ/ポイント発行数等のデータを集め、
抽出したセグメントごとのクーポン発行やニュース配信が可能になります。
また、柔軟なデータ連携が可能なので、既存の顧客管理システムや予約システム
などを連携させてデータを販促に活用することができます。

GMOおみせアプリが提供する3つの価値 / 03.データを活用

顧客データの収集・分析/
外部データとの連携

・スタンプ発行数/ポイント発行数

・スタンプ最終発行日/最終来店日

・性別

・誕生月

・会員NO

・名前

・任意のアンケート項目（2つまで設定可能）

・クーポン利用数

・ダウンロード数

・予約履歴

・おみせPayクレジットカード決済履歴

・回数券チケットの利用履歴

・ポイントの有効期限/発行店舗

・ネットショップ(カート+)注文履歴

・お気に入り店舗

・会員ランク

・ニュース開封数

・アクティブユーザー数

分析可能な項目

外部データの連携例

顧客管理システム

ポイントシステム

POS

EC

予約システム

SFA

各種データベース電子マネー
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主な機能



主な機能

プッシュ通知やクーポン配信機能で強力に
来店促進を。
ユーザーの年齢層や性別、来店履歴など、セ
グメントごとの配信も簡単にできます。

スタンプやポイント、回数券チケットなどで再
来店のきっかけもアプリから。ロイヤルカスタ
マー育成のためのランクアップシステムや次回
来店日登録、1to1の情報配信でユーザーの心
をつかみ、お店とのつながりを強化します。

キャンペーン情報や店舗情報、メニューの紹
介はもちろん、Web上のお店の情報を束ねる
プラットフォームとしてユーザーへわかりやす
い情報提供が可能です。

ユーザーの属性情報、来店履歴、回数、クー
ポン利用数などのデータ分析がマルチデバイ
ス対応の管理画面から簡単にできます。
RFM分析や、セグメントを抽出した1to1マー
ケティングが実現します。

クレジットカードでのスマホ決済や来店前の
事前決済、サブスクリプション型の自動支払
などキャッシュレスへの対応も可能。ユーザー
の利便性を高め、再来店促進をさらに後押し
します。

27種の豊富なデザインから選べ、お店のイ
メージを忠実に伝えるアプリが低コスト・短
期間で制作できます。カスタマイズのご要望
にも柔軟に対応が可能。

!

!

!

!

01 02 03 04

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

来店促進

顧客管理 キャッシュレス オリジナリティ

つながり強化 情報発信
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主な機能 / 来店促進機能

プッシュ通知を活用して、お店の最新ニュースやタイムリーなクーポンを視認性高く届けることができます。

来店のきっかけを作り、集客をサポート

通常クーポン

時限クーポン

誕生日クーポン

スタンプ満了クーポン

スクラッチクーポン

ダウンロードクーポン

紹介クーポン

店舗別クーポン

クーポンの種類

・スタンプ発行数/ポイント発行数

・スタンプ最終発行日/最終来店日

・性別

・誕生月

・会員NO

・名前

・任意のアンケート項目（2つまで設定可能）

・予約履歴

・おみせPayクレジットカード決済履歴

・回数券チケットの利用履歴

・ポイントの有効期限/発行店舗

・ネットショップ（カート+）注文履歴

・お気に入り店舗

・会員ランク

抽出可能なセグメント

プッシュ通知の
送信先選択

一斉送信

個別送信

セグメント配信

店舗別配信
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顧客満足度を上げる
来店スタンプやお買い上げポイントはアプリで電子化を。カードや
会員証がお財布でかさばらず、持ち忘れがないので利便性もUP。
通えば通うほど優待が受けられるランクアップの仕組みでロイヤル
カスタマーの育成に貢献します。
SNSと連携して、友達にアプリを紹介するとスタンプやクーポンを付与
する機能も標準搭載しています。

3 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 30 / 40 /
50 / 100マス

スタンプ
満了個数

インストールスタンプ、通常スタンプ、
お友達紹介スタンプ
※オリジナルデザイン対応可能

スタンプ
種類

管理画面操作 / QRコード読み込み / 
スタンプ端末 / NFCタグ
１ユーザーに１回につき１～20、30、40、50個の中
から選択して付与可能
※スタンプ端末はオプションプラン（スタンプ＋）

スタンプ
発行方法

最大5ランクまで設定可能　ランクアップ

バーコードリーダー対応
金額に応じたパーセンテージ設定と手動付与が可能ポイント

主な機能 / つながり強化機能

管理画面（スタンプ発行画面）

会員証/ポイント＋ スタンプ発行（QRスタンプ）
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次回来店のきっかけを作る
ユーザーのタイムラインに画像投稿でマイアルバムを作成。
店舗からお客様へのメッセージ投稿や次回来店時のリマインド通知、
次回予約受付もすべてアプリにおまかせ。

主な機能 / つながり強化機能

リザーブ＋ タイムライン
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エンゲージメントを高め、
顧客との長期にわたる関係構築を
回数券チケットを作成すれば、何度も通ってもらう仕組み作りができ、利用履歴・
発行履歴をご確認いただけます。
また、ネットショップによる来店時以外の購入機会の創出や、クーポン発行による
ネットショップでのアップセル、定期自動支払機能を利用した月謝徴収やサブ
スクリプション型サービスの導入もおみせアプリが支援します。

バーコードリーダー対応
有効期限、枚数を設定して発行

回数券チケット
（チケット+）

アプリと共通スタンプ/ポイント発行が可能
クレジットカード(Pay.jp)/銀行振込/商品代引/来店時会計
〈別途契約で利用可能〉クレジットカード(Epsilon)/
コンビニ決済/分割払い/後払い
詳細はお問い合わせください。
※利用手数料2%

ネットショップ
（カート+）

月払/年払
無料期間の設定が可能
ユーザーによるクレジットカードの登録が必要
※利用手数料２％

サブスクリプション
（定期自動支払）

主な機能 / つながり強化機能

ネットショップ

回数券チケット

定期自動支払い

※ご契約プランにより利用可能な機能が異なります。
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DAU向上
ゲームを利用した販促で、アプリの起動機会を増やしたり来店時以外でもお店とのつながりを。
当たりを利用して購入機会の創出にも貢献します。

主な機能 / つながり強化機能

※ご契約プランにより利用可能な機能が異なります。
スピードくじ

スクラッチチャンス

ガラポン福引

ボーナススロット

いずれか１つの機能を選択して
おみせアプリへ搭載

スクラッチチャンス

ボーナススロット

スピードくじ※

ガラポン福引※

※種類によりGPSによる来店時のみの
　利用制限も可能です。

ゲーム販促（ゲーム＋）
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たくさんの情報を伝える
お店のメニュー、営業情報、アクセスマップなどの基本情報はもちろん、キャンペーン情報やおすすめ商品の情報など、
今伝えたいことを効果的に見せることができます。
フォトギャラリーで商品カタログやスタイルギャラリーを作ることも可能です。

多店舗の場合は地域や業態によってカテゴリ分けしたり、店舗検索ができます。
また、店舗限定のクーポンや、ユーザーが指定したお気に入り店舗ごとの配信が可能です。

主な機能 / 情報発信機能

店舗一覧 お気に入り店舗登録機能 店舗検索 フォトギャラリー

店舗情報
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情報をアプリがまとめる
WEBサイト、SNS、ブログ、くちコミサイトなどの各種情報サイトなど、様々な
ところに点在しているお店の情報をアプリが情報プラットフォームとしてま
とめる役割を果たします。

シェイクモーションを使えば、スマートフォンを振るだけで特定のWEBサイ
トを表示させることも可能です。

8枚まで設定可能　各スライドにリンク設置可能トップスライド

5店舗～100店舗規模以上に対応多店舗対応

カテゴリ登録/商品登録数制限なしフォトギャラリー

主な機能 / 情報発信機能

トップスライド
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ユーザーの行動データを
販促に活かす
ユーザーの【属性(性別/年齢/職種/お住まいの
地域など)】に加えて【来店履歴】【スタンプや
クーポンの発行・利用履歴】などの行動ログデー
タを収集・管理が出来ます。 お店側で氏名やメー
ルアドレスなどの既存情報を追加して顧客管理シ
ステムとして利用することも可能です。
ユーザーを様々なセグメントで抽出し、ターゲット
を絞ったクーポン発行やニュース配信をすれば、
より効果的にロイヤルカスタマーの育成や新規来
店客のリピート化を実現できます。

販促活動の効果を測定する
アプリのインストール数、ニュースの開封数、クー
ポンの利用数がひと目で把握でき、キャンペーン
の成果や反響を次回の販促に活かすことができま
す。

主な機能 / 顧客管理機能

管理画面（ユーザー情報）

管理画面（行動ログ機能）

管理画面（集計）
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より精緻なデータ収集＆分析・MA
おみせアプリマネジメントでは、更に詳細なデー
タ分析が可能になります。来店データを分析し、
RFM分析に基づいたユーザーセグメントや来店サ
イクルごとの次回来店予測を立て、ニュースやクー
ポンをオートメーション配信します。データの可視
化、販促の効率化を更に強力にサポートします。

主な機能 / 顧客管理機能

集計機能 分析機能 CRM

オートメーション AI解析 施策管理

おみせアプリマネジメント
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集客から決済まで
アプリ１つですべて完結
来店促進から来店後の決済までおみせアプリで完結。
お財布を持たずにスマートフォンさえあれば会員証提示やスタンプカー
ド、支払ができるのでユーザーの利便性がますます高まります。
サブスクリプション型ビジネスや、スクールなどの月謝の徴収、化粧品や
食料品などの定期購入など様々なシーンに対応可能です。
指定のタイミングで自動的にカード決済されるので、請求や集金業務の
負担が大幅に削減されて人的コストの削減に。
また、事前決済の仕組みづくりができていれば、来店時のお会計が不要
になり、レジ業務効率の向上とテイクアウトなどの受け取り待ち時間の削
減に貢献します。

主な機能 / キャッシュレス

GMOおみせPay

月払/年払　無料期間の設定が可能
ユーザーによるクレジットカードの登録が必要
※定期自動支払機能はオプションプラン　利用手数料２％

サブスクリプション
（定期自動支払）

アプリと共通スタンプ/ポイントの発行が可能
クレジットカード決済/コンビニ決済/後払い/代引/
来店時決済/分割支払
初期費用 0円、 月額利用料 0円、 利用手数料 2%
購入履歴を抽出条件としてプッシュ通知などに利用可能

ネットショップ
（カート＋）

ユーザーによるクレジットカード登録が必要
初期費用 0円、 月額利用料 0円、 決済手数料 3.50%
決済履歴を抽出条件としてプッシュ通知などに利用可能

GMOおみせPay カート＋サブスクリプション
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高いデザイン性で、お店のイメージを忠実に表現

主な機能 / オリジナリティ

オリジナルデザインでの制作も可能、レイアウトやボタンデザインなどを
カスタマイズし、よりオリジナリティの高いアプリを制作することができます。
※オリジナルデザイン制作は要見積

27種類の豊富なテンプレートの中から、お店のイメージにぴったりなデザイン
を選んで制作ができます。

デザインテンプレート(一部) オリジナルデザイン例
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主な機能 / オリジナリティ

外部データとのAPI連携で、
より付加価値の高いアプリに
既存の顧客管理システムやPOS、ポイントシステム、 SFA、
各種データベースなどと連携をすることで、より付加価値の
高いアプリ運用が可能になります。

API連携の例

　API連携イメージ

ユーザー情報を連携

CMS

貴社システム

プッシュ通知 クーポン ニュース

API

顧客管理システム 予約システム

EC（MakeShopなど） POS

電子マネー ポイントシステム

SFA（Salesforceなど）
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ご利用までの流れ

お申込み
下記フォームから、お客様情報とお
申込みプラン・オプションをご選択
のうえ、お申込みいただきます。オプ
ションプランの詳細・金額等はお申
し込み後の打ち合わせとなります。

お電話もしくはメールにて詳細打ち合わ
せのご連絡をします。（1～2営業日以内、
土日休日をまたぐ場合はお時間を頂戴す
る場合がございます。）カスタマイズ等の
ご要望は、ここでお伝えください。別途お
見積りいたします。

制作事前準備
アプリ制作に使用する画像素材や必要情報等のご準備をお
願い致します。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社
担当スタッフまでご連絡下さい。
＜必要な情報・素材＞
・店舗情報・担当者情報・店舗紹介文・デザイン選択・スタ
ンプ台紙の決定・各種特典内容・ロゴデータ・店舗画像・
Apple ID・各種オプション詳細、等

制作内容の入力・
画像素材のご提供

お申し込み後に店舗情報など
を入力する導入フォームのURL
をご連絡いたします。お店の情
報やスタンプの台紙のマス数、
ロゴデータ、店舗の画像などを
ご用意ください。

制作開始～デザイン確認
素材や必要情報がそろったらい
よいよ制作開始です！デザイ
ナーが制作したものをご確認い
ただきます。あとはリリースを待
つだけなので、とっても楽ち
ん。

ストア申請
App Store, Google Playへの
アプリ登録申請は弊社で行いま
す。審査通過後にアプリがいよ
いよリリースとなります。
※内容により審査が承認されな
い場合もあり、その際は内容の
修正が必要となります。

ご利用開始
専用の管理画面をご提供いたし
ます。お手元の端末からクーポ
ンやニュースの配信など、アプ
リの運用がスタートします。

スタッフよりご連絡・打ち合わせ

01

04 05 06 07

02 03

お申込み
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店舗告知用POPアプリ紹介サイト 配布用カード・チケット

特典

2
特典

1
特典

3

お申込特典

アプリ宣伝用の専用サイトを無料で制作！
スマホサイトから誘導して簡単ダウンロー
ド促進。しかもレスポンシブだからデバイ
スを選ばず閲覧可能！

店頭でのお声掛け＋POP訴求で認知度
UP!デザインは2タイプご用意。サイズも
A4・ハガキ（各10枚ずつ）からお選び頂
けます。

持ち帰り可能な紹介カードがあれば、ご
自宅や空き時間でのダウンロード促進
に。たっぷりと各100枚分ご用意します！
名刺サイズのカード、チケット型チラシ
（デザイン2タイプ）からお選びください。

お申し込みの方全員にもれなく3つの特典プレゼント中！

参考サイトを見る
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アプリ公開後も専門スタッフが
成功支援をしっかりサポート
アプリの活用・運用改善、操作に関するご質問は、経験豊かな専門スタッフに
お気軽にご相談ください。

アプリサクセス支援

貴社のマーケティング課題に合わせたアプリの

ご提案から運用プランニング、導入支援、導入後の

運用サポートまで安心してお任せいただける満足度

の高い支援システムをご用意しています。

お問い合わせ先

GMOデジタルラボ株式会社

0120-071-531
平日9:00～18:00
https://gmo-app.jp

TEL

受付時間

サービスサイト

無料デモのご予約はこちら
●制作 / ストア申請サポート
●オンライン操作説明
●各種問い合わせ対応

カスタマーサポート
●オンボーディング
●アプリ運用支援
●アプリ集客支援

カスタマーサクセス
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