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2022年 1月 7日 

報道関係各位 

株式会社 T ポイント・ジャパン 

CCCマーケティング株式会社 

角盤町商店街振興組合 

 

鳥取県・米子市の角盤町商店街で T ポイントサービス開始 

～データベースマーケティングによる角盤町商店街の中心市街活性化～ 

 

株式会社 T ポイント・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北村和彦 以下、T ポ

イント・ジャパン）と角盤町商店街振興組合（所在地：鳥取県米子市、代表：森紳二郎 以下、角

盤町商店街）は、2022 年 1 月 14 日（金）より、ＪＵ米子髙島屋をはじめとした角盤町商店街 16

店舗にて T ポイントサービスの提供を開始いたします。 

 

米子市では人口の 5 割以上におよぶ約 7 万人、40 代男女には約 8 割の方に T カードをご利用い

ただいていることから、米子市市民の皆様がよりお得で便利に角盤町商店街でのお買い物をお楽し

みいただけるよう、JU米子髙島屋をはじめとした商店街 16店舗にて Tポイントサービスの提供を

開始いたします。各店舗にて、お会計の際に T カードまたはモバイル T カード

（https://web.tsite.jp/serv/mb-tcard/）をご提示いただくと、220 円（税込）につき T ポイント

1ポイントを付与いたします。貯まったポイントは同商店街の T ポイント提携店を含めた全国の T

ポイント提携店舗にて 1 ポイント＝1 円分としてご利用いただけます。なお、T ポイントの提携店
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舗は、ほか角盤町商店街をはじめ近隣店舗へも順次拡大していく予定です。 

 また T ポイントサービス開始を記念して、1月から 2月にかけて角盤町商店街でお得に T ポイン

トを貯めていただけるキャンペーンを随時開催いたします（下記詳細）。全店で Tポイント 10倍の

キャンペーンや、スマートフォンの「T ポイントアプリ」から受け取れるお得なクーポンの配信を

予定しています。ぜひこの機会にスマートフォンで「Tポイントアプリ」をダウンロードしていた

だき、お得で便利なお買い物をお楽しみください。 

 

さらに CCCマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北村和彦 以下 

、CCCマーケティング）は、角盤町商店街における、多くの地域住民が集う商店街の創造による中

心市街活性化を目指し、Ｔポイントの購買情報などを基にしたデータベースマーケティング支援を

通じ、利用者分析、商品・サービス開発力向上、および最適なテナントミックス実現などに取り組

んでいく予定です。 

 

T ポイント・ジャパンと CCCマーケティングは、「UNIQUE DATA, SMALL HAPPY.」をグルー

プミッションに、「T ポイント」のお得で便利なお買い物体験と、データベースを活用したマーケ

ティングによる顧客価値の高いサービス提供のご支援を通じ、角盤町商店街のご利用者様と企業の

皆様をつなぐ存在として、新たな社会価値創造に取り組んでまいります。 

 

■角盤町商店街 T ポイントサービス開始記念キャンペーン一覧 

❶：チェック Inクーポンで、Tポイント 50ptプレゼント 

JU米子髙島屋を含めた、角盤町商店街にお越しいただいた方々に、 

各所にご用意いたしました QRコードを読み込んでいただけると、モバイル T カードなどから Tカード

クーポンでチェックインされた方を対象に、来場ポイントとして、50 ポイントプレゼントいたします。 

▼対象期間： 

1月 15日（土）～1月 16 日（日）  

1月 22日（土）～1月 23 日（日）1月 29日（土）～1月 30日（日） 

▼キャンペーン参加方法 

① T カードクーポンページより該当の「角盤町商店街来店ポイントクーポン」を選ぶ 

② クーポンのチェックインを押す 

③ 角盤町商店街各所に設置しておりますチェックイン QR コードを読みこむ 

④ ご利用から 5 日以内に特典の 50 ポイントが付与されます。 

 

❷：全店 T ポイント 10倍キャンペーン 

角盤町商店街を含む、近隣 T ポイント加盟店 全 21 店舗で、全品 T ポイント 10 倍のキャンペー

ンを実施いたします。期間中、対象店舗のお会計で T カードもしくは「モバイル T カード」をご提

示いただき、220 円（税込）以上のご購入を頂けますと、T ポイントが 10 倍分貯まるキャンペー

ンを開催いたします。 
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▼期間 

：1月 22日（土）・23日（日）の 2日間  

▼参加条件： 

対象店舗 21店舗にて 220 円（税込）以上のお会計で、Tカードもしくは「モバイル T カード」を

ご提示ください。 

 

❸：「新年プレミアムクーポン」概要 

▼対象期間： 

2022 年 1 月 1 日（土）～1 月 31 日（月） 

▼対象店舗： 

全国の街のお店（調剤薬局など一部対象外の店舗あり） 

▼キャンペーン参加方法 

⑤ T カードクーポンページより該当の「新年プレミアムクーポン」をセット 

⑥ キャンペーン対象店舗でのお会計時に「T カード」もしくは「モバイル T カード」を提示してお買いもの 

⑦ ご利用から 5 日以内に特典のポイントが付与されます。 

▼注意事項： 

◎クーポンのご利用に関しては、クーポンの詳細情報に記載されている利用条件、対象店舗、対象商品を必ずご

確認ください。 

・対象のお店をご利用の際には、クーポンセット時に利用したログイン ID に登録している T カードをご提示ください 

・クーポンをセットの上、期間中に対象店舗での T ポイント 1 ポイント以上貯めるお会計で 10 倍となります。キャン

ペーンポイントやボーナスポイントは対象外となります。詳しくはクーポンの詳細ページにてご確認ください。 

・ファミリーマート、ENEOS、TSUTAYA、ガスト、牛角などの「主な提携先」および「オンライン SHOP リスト提携先」

など対象外の店舗があります。対象店舗についてはクーポンの詳細ページにてご確認ください。 

・クーポンは期間中１回限り１店舗のみのご利用となります。複数の店舗ではご利用いただけません。 

・クーポンをセット後、期間中の最初のご利用で通常ポイントが付与されるサービスが対象となります。 

・新聞、ガス等の毎月のお支払いが発生する対象サービスをご利用の場合、クーポンをセット後の最初のご利用に

該当する場合がございます。該当サービスでのポイント付与のタイミングに関しては各サービスにてご確認ください。 

・モバイル T カードがご利用できない店舗があります。 

・お問合せ先：T カードサポートセンター（http://tsite.jp/contact）※通信費はお客様のご負担です 

 

■そのほか、T ポイントのキャンペーン情報について 

Tポイントは、現在上記キャンペーンをはじめ最大 10万ポイントがあたる「Tポイントカンタンくじ」や、各 Tポイント提

携店の独自キャンペーンなどを実施しております。詳細については、下記まとめサイトをご確認ください。 

＞「T ポイントがずーーーーっとおトク」サイト： http://tsite.jp/tcp1 

 

店頭ポスター／スイング POP 

http://tsite.jp/contact
http://tsite.jp/tcp1
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■「角盤町商店街」T ポイントサービス導入店舗一覧 

店舗名 業種

JU米子高島屋 百貨店

ヘアーズギャラリー 美容室

酒恵浪漫亭　凡 居酒屋

高橋商店 青果物

マム・アンジェリカ 占い・鑑定業

有限会社はなつばき 化粧品

ELINA 婦人服

Chukaiコムコムスクエア カルチャースクール

カフェ　ブージーズ 喫茶店

CUT　SHOP　ch.2 美容室

ジンギスカン　焼肉ジンジン 飲食業

とり料理　さんぽう とり料理

ブティック　ルック 婦人服

魚ろばた　海座 居酒屋

天ぷら　元禄 天ぷら料理

アースファミリー米子 自然食品

米子マンガミュージアム ネットカフェ/コミック喫茶

GOOD BLESS GARDEN Sauna ＆Stay ホテル/旅館/宿泊施設

9inz フィットネス/ダンス/スポーツ施設

GOCHI 中華/韓国/アジア料理

ON　THE　TABLE カフェ/喫茶  
 

※本ニュースリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

                                                                                           

本件に関するお問い合せ： 

株式会社Tポイント・ジャパン 

広報担当：野中 

TEL：03-6800-4464 


