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スマートフォンと NFC を活用したクーポンサービス実験を銀座で実施
～ 「ココシル銀座タッチ de クーポン」を実施 ～

ユーシーテクノロジ株式会社（東京都品川区、代表取締役：諸隈 立志 以下ユーシーテ
クノロジ）、KDDI 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 孝司

以下

KDDI）、株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：久保征一郎

以下

ぐるなび）、株式会社サイファ（東京都千代田区、代表取締役：前越幸次

以下サイファ）

は、2013 年 2 月 20 日から 3 月 31 日までの間、銀座エリアの店舗を対象に、スマートフォ
ンと近年注目を集めている NFC を活用して、クーポンの利用促進・利用実態把握を目的と
した実証実験「ココシル銀座 タッチ de クーポン」を実施します。
「ココシル銀座 タッチ de クーポン」は、東京都および国土交通省が推進する「東京ユ
ビキタス計画(注 1)」公募実験の一環として実施し、ユーシーテクノロジが運営する銀座の
各種情報を提供するポータルサイト「ココシル®銀座(注 2)」と、KDDI(au)の NFC 対応スマ
ートフォン、ぐるなびおよびサイファの銀座エリアの加盟店で利用可能なクーポンと連携
させたサービスです。
「ココシル銀座 タッチ de クーポン」では、ぐるなびに加盟している飲食店、サイファ
が運営するサイト・冊子「クーポンランド」へ広告掲載しているネイルサロン、ヘアサロ
ン、リラクゼーションサロンなどの店舗から提供されるクーポンを利用して各種サービス
を提供します。具体的には、銀座の街路灯に設置された ucode(注 3)NFC(注 4)（NFC タグ）
を読み取ると今いる場所から近い店舗のリストが表示され、そのリストから好みの店舗を
選んでクーポンを取得したり、店舗に設置された ucodeNFC、ucodeQR（QR コード）内蔵の
専用タグスタンド「ココシルタグ」にタッチする（読み取る）とクーポンを利用すること
ができます。Andoroid™のスマートフォンをお持ちの方であれば、専用アプリ「ココシル銀
座」(注 5)をダウンロードすることで、簡単に本サービスを利用することができます。

「ココシル銀座 タッチ de クーポン」実施概要
1. 実施期間
2013 年 2 月 20 日（水）～ 3 月 31 日（日）
2. 対象エリア
銀座地区
3. 対象店舗
ココシル銀座登録店、ぐるなび加盟店、クーポンランド加盟店

※一部店舗が参加

本サービスには次のような特長があります。
z

クーポン（店舗）をブックマークしておくと店舗の近くで自動的に通知
「ココシル銀座」アプリを起動後、店舗情報を閲覧している際に気になった店舗が
あれば、その場で画面をタッチするだけで簡単にブックマークをすることができま
す。また、銀座の街路灯に設置された ucodeNFC を読み取ると、今いる場所から近い
店舗のリストが表示されるため、そのリストから店舗を選択して、ブックマークす
ることもできます。さらに、Web サイトや冊子に印刷された ucodeQR（QR コード）
をスマートフォンで読取るだけでも、該当する店舗（クーポン）のページをブック
マークすることができます。こうしてお気に入りの店舗をブックマークしておき、
実際に銀座に出掛けてその店舗の近くを通ると、スマートフォン（アプリ）が音や
振動でその店舗の近くに居ることを教えてくれます。
○

クーポン（店舗）のブックマーク

Web サイト・冊子の ucodeQR を読取ると
自動的に該当する店舗をブックマーク

z

ココシル（ucodeNFC）タグをタッチしてクーポンを利用
利用者は予めブックマークしておいたクーポンページを表示させた後、店舗に設置
されたココシル店舗タグ（ucodeNFC タグ）を NFC 対応スマートフォンでタッチする
と、クーポンを利用することができます（NFC 未対応のスマートフォンでは ucodeQR
（QR コード）を読み取ることで同様の操作がおこなえます）。店舗では、このサー
ビスを利用することによって、いつ、どれくらいの人がクーポンを利用したかを把
握することができるようになります。
○

ucodeNFC タッチによるクーポンの利用

ブックマークしたクーポンを表示させて
タグにタッチしてクーポンを利用

ココシル店舗（ucodeNFC）タグ

z

「ココシル銀座」が強力にサポート
銀座の場所に応じた情報を提供するためのポータルサイト「ココシル銀座」では、
対象店舗のクーポン情報のみならず、店舗からの最新お得情報、利用者の口コミ、
その店舗へのルート案内など、さまざまな情報を提供することで、本サービスを強
力にサポートします。

(注 1)東京ユビキタス計画・銀座
東京都、国土交通省が推進する、最先端のユビキタス技術を活用して「いつでも、どこで
も、だれでも」が必要な情報にアクセスできるユビキタス・コンピューティング社会の実
現に向けて、情報インフラの整備促進を目的とした、銀座エリアを対象としたプロジェク
ト。
http://www.tokyo-ubinavi.jp/
(注 2)ココシル銀座
http://ginza.kokosil.net/
(注 3)ucode
あらゆる「モノ」や「場所」に世界で一意の番号を付与するための識別子です。2012 年 6
月に ITU-T において国際標準規格が成立。ucode は誰がどこで読み取っても、特定のモ
ノや場所を識別できる一意の番号で、複数の企業や国をまたがって、また、多様な用途に
も共通に利用することができます。
(注 4)NFC
Near Field Communication の略。近距離無線通信の国際標準規格。
(注 5)「ココシル銀座」アプリ
「Google Play™」ストア（play.google.com）から「ココシル銀座」のアプリをダウンロ
ードしてご利用頂けます。（無料）

【ユーシーテクノロジ株式会社】
http://www.uctec.com/
ユーシーテクノロジ株式会社は、最先端のユビキタス・コンピューティング技術を適用し
た IoT （Internet of Things）や M2M 分野へのソリューションをご提供しています。組
込みシステムからシステム構築、コンテンツ制作まで様々なテクノロジをご提供していま
す。銀座の街の活性化を目的に、本サービスに加え、今後、さまざまな場所に対応した各
種サービスを構築・提供して参ります。
【KDDI 株式会社】
http://www.kddi.com/
KDDI 株式会社は 2012 年 1 月より国内で初めてモバイル NFC サービスの提供を開始し
て以来、様々な NFC サービスの商用化に取り組んで参りました。また、2013 年 2 月時点
で計 11 機種※の NFC 対応スマートフォンを発表しております。今後もサービス提供者が
モバイル NFC サービスを提供するための環境を整備・構築するとともに、生活のあらゆ
るシーンに密着した NFC 携帯電話の普及拡大を推進して参ります。
※NFC 対応スマートフォン
GALAXY SⅡ WiMAX 11SC / AQUOS PHONE SERIE ISW 16SH/
HTC J butterfly HTL 21/ XPERIA VL SOL 21 / AQUOS PHONE SERIE SHL 21 /
ARROWS ef FJL 21 / optimas G LGL 21 / VEGA PTL 21 / DIGNO S KYL 21/
AQUOS PAD SHT 21 / INFOBAR A02 (2013 年 2 月中旬以降発売予定)
【株式会社ぐるなび】
http://www.gnavi.co.jp/company/
1996 年に飲食店検索サイト「ぐるなび」をインターネット上に開設。詳細なメニュー情
報や今日のシェフのおすすめ情報等を事前に確認してから飲食店に行くという外食のス
タイルを定着させました。現在、日本の外食の健全な発展のために、そして世界に誇る日
本の食文化を守り育てるための一助となるべく、ICT の利活用によって外食業界の生産性
向上に貢献する“情報問屋”を目指して新しい顧客認証システムや食材プロモーション等
を含め幅広い事業に取り組んでいます。
【株式会社サイファ】
http://www.c-pon.com/
株式会社サイファが提供する『クーポンランド』は、東京で働く女性を中心に、美容室・
ネイルサロン等のお店やクーポン情報を「もっとキレイになるきっかけ」として提供して
います。フリーペーパーは東京都市部に 120 万部発行、WEB サイトも展開中。
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