
⾦融業界初︕会員サービス「Vpass」のID連携数を
5倍に伸⻑させた三井住友カードのLINEミニアプリ活⽤

⽬的

施策

効果

・毎回ログインが必要なWebサービスと、リッチな機能と快適な操作性を追求した
ネイティブアプリの間に位置する、都度ログインや新たなアプリダウンロードを
不要としたライトユーザー向けのアプリケーションを開発し、ユーザーとのコミュ
ニケーションを強化したい

・2019年4⽉にLINE公式アカウントを開設し、VpassIDとLINEアカウントを連携
している友だちに対し、キャンペーンや新サービスに関するメッセージを
LINE公式アカウントから配信

・2021年5⽉に⾦融業界として初めてLINEミニアプリの運⽤を開始し、LINE上で
各種照会、お⼿続き可能なサービスを提供

・LINEミニアプリをリリースした初動1週間は、前週⽐でID連携数が約8倍に。
その後は約5倍で推移

・ユーザーが契約するカードの種類や利⽤状況を基にメッセージを送り分け、
開封率は70%、クリック率は13％に達した

三井住友カード株式会社

業 種 ︓⾦融・保険
事業概要 ︓クレジットカード業務など
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三井住友カード株式会社（以下、SMCC）はユーザーとのオンラインコミュニケーションを強化するため、
2019年4⽉にLINE公式アカウントを開設し、LINE上で提供する各種サービスを充実させてきました。
2021年5⽉には、カード会員向けサービス「Vpass」と連携し、⾦融業界として初めてLINEミニアプリ
の運⽤をスタート。LINEミニアプリの開発・導⼊に携わった同社のメンバーと、それをサポートする
LINEの兼清俊太郎（以下、兼清）に取り組みの内容や成果、今後の展望について話を聞きました。
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インタビューの参加者

ミニアプリで簡単にカー
ド利⽤の照会や変更⼿続
きが可能に

SMCCは会員事業、加盟店事業、
受託事業を中⼼に事業を展開す
る⼤⼿クレジットカード会社で
す。中でも、個⼈のユーザーに
サービスを提供する会員事業に
おいて、ユーザーとのオンライ
ンコミュニケーション強化を図
り、2019年4⽉からLINE公式ア
カウントの運⽤を開始しました。
アカウント開設の経緯について、
同社IT戦略部の⼩島翔⽒（以下、
⼩島⽒）は次のように語ります。

「従来、弊社はカード会員への
情報発信にメールやSNSを利⽤
していましたが、メールは開封
率の低さが課題でした。より多
くの会員に情報を届けるため
に、顧客接点の拡⼤と継続的な
コミュニケーションが必要と考
え、多くのユーザーが⽇常的に
親しんでいる『LINE』が最適な
ツールだと判断しました」（⼩
島⽒）

その後、SMCCはモバイル送
⾦・決済サービス「LINE Pay」
とも業務提携を推進する中で、
Visa LINE Payクレジットカード
の発⾏や当該カードの利⽤通知

をLINEで受け取れる機能、LINE
上で発⾏可能なVisa LINE Payプ
リペイドカードなど、LINEをプ
ラットフォームにしたさまざま
なサービスを提供してきました。

SMCCは同社のカード会員向け
にサービス「Vpass」も運営し
ています。Web上から利⽤明
細・利⽤可能額の確認、カード
の登録情報変更などの⼿続きが
可能なVpassは1996年にリリー
スされて以降、多くのユーザー
に利⽤されてきました。しかし、
「多様化するユーザーニーズに
対応しきれていない課題があっ
た」と、同社IT戦略部の平塚
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「LINEミニアプリは使い慣れた
LINEからすぐに利⽤可能で、毎
回のログインも不要です。利⽤
ハードルが⾼いWeb版の弱点を
補完しつつ、ネイティブアプリ
のようなわかりやすい操作性も
実現できるので、ユーザーメ
リットが⾮常に⼤きいと考えて
います」（平塚⽒）

また、VpassのLINEミニアプリ
は、わずか4カ⽉という短期間で
開発されました。その中で、
「セキュアかつスムーズなID連

携を実現するのには苦労した」
と、同社システム開発部の井下
聡⼀⽒（以下、井下⽒）は振り
返ります。

「以前からSMCCのLINE公式ア
カウントでは、カードの利⽤⾦
額やポイント残⾼を表⽰する

博章⽒（以下、平塚⽒）は話し
ます。

「Web版のVpassは利⽤のたび
にログインが必要なため、必ず
しもユーザーに親切な設計とは
⾔い切れません。2014年からは、
お得・安⼼・便利機能を搭載し
たネイティブアプリも提供して
います。⼀⽅で、ダウンロード
が必要なアプリをこれ以上増や
したくないという理由で利⽤に
⾄らないケースもあります。
LINEミニアプリは、そうした課
題の解決につながるのではない
かと考えました」（平塚⽒）

2021年5⽉にSMCCが⾦融業界
として初めて導⼊したLINEミニ
アプリは、企業のサービスを
LINE上でユーザーに提供できる
Webアプリケーションプラット
フォームで、⼩売や外⾷といっ
た店舗系ビジネスから飲料メー
カーなどの⼤⼿企業に⾄るまで、
幅広い利⽤実績があります。
VpassのLINEミニアプリ利⽤に
あたっては、LINEのアカウント
とVpassIDの連携が必須となっ
ており、ID連携後に⽀払い⾦額、
利⽤明細、ポイント残⾼の確認
のほか、各種変更⼿続きが可能
になります。

サービスをユーザーに提供して
いました。これにはLINEのアカ
ウントとVpassID と連携いただ
く必要があるのですが、すでに
ID連携済の会員さまがVpassの
LINEミニアプリを利⽤する際、
再びログインの⼿間を取らせる
ことなく、安全かつシームレス
にLINEミニアプリへ移⾏しても
らえるよう、何度も議論や検証
を重ねて万全なものにしました。

また、LINEミニアプリの構築は
HTMLベースとなっているため、

特にWeb版のVpassとの相性が
良く、プログラムをほとんど追
加する必要がありませんでした。
このあたりが開発期間を短縮で
きた要因だと思います」（井下
⽒）
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VpassIDとID連携して、
よりパーソナライズされ
たメッセージを配信

LINEミニアプリの特⻑は、⼤き
く３つあります。１つ⽬は、ア
プリケーションのダウンロード
が不要で、LINE上で簡単に起動
できること。2つ⽬は、LINEの
アカウントと広告主が保有する
会員情報などをID連携させるこ
とで、利⽤開始時の認証を簡略
化できること。そして３つ⽬は、
LINEミニアプリ上でユーザーが
⾏った購⼊完了や予約完了など、
⾮広告的なサービスメッセージ

をLINEミニアプリ専⽤のLINE
公式アカウントから配信できる
ことです。LINEの兼清はこうし
た特⻑がもたらすメリットにつ
いて、次のように説明します。

「ユーザーは通信容量やスト
レージの空き容量などを気にす
ることなく、気軽にLINEミニア
プリを利⽤いただけます。同時
に、企業はLINEミニアプリを通
じた⾃社サービスの利⽤促進が
期待できます。

さらに、LINEミニアプリの初回

利⽤時に⾃社のLINE公式アカウ
ントを友だち追加されるように

に設定すれば、企業はユーザー
との⻑期的なコミュニケーショ
ンが取れるので、その後のマー
ケティングを強化することもで
きます」（兼清）

SMCCはVpassIDとID連携して
いる友だちに、キャンペーンや
新サービスに関するメッセージ
を週１回程度、LINE公式アカウ
ントで配信しています。ユー
ザーが契約しているカードの種
類や利⽤状況を基にメッセージ
内容を最適化することで、開封
率は70%、クリック率は13％に
達することもあるそうです
（SMCC調べ）。
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また、同社はLINEミニアプリの
運⽤において「VpassIDとのID
連携数」をKPIとして設定しまし
た。その理由について⼩島⽒は
次のように話します。

「よりパーソナライズされた情
報をLINEで届けられれば配信効
果が⾼まるので、『VpassIDと
のID連携数』は⾮常に重要な指
標です。2021年5⽉にLINEミニ
アプリをリリースした結果、従
前の5倍程度のペースでID連携数
が増加しており、今後のLINE公
式アカウント活⽤にもつながる
と考えています」（⼩島⽒）

VpassのLINEミニアプリはリ
リース直後から反響が⼤きく、
各種メディアで取り上げられた
ほか、SNS上でも「三井住友
カードのLINEミニアプリが便
利」「都度ログイン不要で気軽
に⾒られるようになった」「驚
くほど使いやすい」などのユー
ザーのコメントが多数投稿され
ているそうです。同社商品企画
開発部の⼭本雄貴⽒（以下、⼭
本⽒）は、LINEを活⽤した施策
の⼿応えについて語ります。

「LINEが他のコミュニケーショ
ンツールと⼀線を画す点は、や
はり通知を受けたユーザーが

すぐにメッセージを開封したり、
リンクをクリックしたりするア
クション率の⾼さにあると思い
ます。たとえば、カードの登録
情報の内容変更を⾏うとき、最
初はメールでご説明していても
『お⼿続きはWebサイトで』な
どのように遷移いただく必要が
あり、⼀定数の離脱が発⽣して
しまいます。⼀⽅、LINEであれ
ばそのような⼼配はなく、LINE
上でさまざまな機能を利⽤いた
だくことができます。ユーザー
と点ではなく、そこから線や⾯

となるコミュニケーションを⾏
えるのがLINEの魅⼒ではないで
しょうか」（⼭本⽒）

新規カード会員獲得を⽬
指して、LINEミニアプリ
の活⽤をさらに促進

VpassのLINEミニアプリ運⽤開
始から3カ⽉が経過し、SMCCは
次の展開を⾒据えています。

「ユーザーのさらなる利便性向
上を⽬指して、LINEミニアプリ
上のユーザーがどのようなサー
ビス・機能を求めているのか、
活⽤しているのかなど、分析機
能の強化を進めています。また、
現状は⼀部のサービスの申し込

み⼿続き時に再ログインが必要
になっているので、それも不要
にしたいと考えています。弊社
のサービスに関するすべての⼿
続きが、LINEミニアプリを⽴ち
上げから数度のタップで完了で
きるようにするのが⽬標です。
2021年内の完了も視野に⼊れて、
鋭意さらなる改良を⾏っていま
す」（平塚⽒）

また同社IT戦略部の⼤埜喬⽒
（以下、⼤埜⽒）は、「新規
カード会員の獲得にもLINEを活
⽤していきたい」と意気込みま
す。

「VpassのLINEアプリのユー
ザー数がさらに増えたら、アプ
リ上での⾏動履歴に基づいて
LINE広告の類似配信を⾏い、新
規申し込みの獲得数を増やした
いと考えています。同時に、ID
連携いただいている友だちとの
コミュニケーションをLINEのみ
に絞ることでカードの利⽤率が
⾼まるか、退会率は減るかなど、
LTVの観点でLINEの効果を検証
していきたいと思います。また、
LINEミニアプリもサービスの質
がどんどん上がっていくと思う
ので、引き続きLINE社とも連携
を深めていきたいです」（⼤
埜）
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LINEの兼清は、今後のLINEの法
⼈向けサービス活⽤の展望につ
いて次のように述べます。

「ID連携数をより⾼める施策と
して、SMCCさまが⽇々配布さ
れるDMや、カードを送付する際
の同梱物にLINEミニアプリのQR
コードを掲載すれば、今いる友
だちとは異なるグループで、さ
らにLINEミニアプリの利⽤が促
進されるのではないかと考えて
います。また、LINEミニアプリ
専⽤のLINE公式アカウントから
無料で送れるサービスメッセー
ジには⾦融業界向けのテンプ
レートが少ないので、今後、充
実させていきたいと思います」
（兼清）

最後に⾦融機関初のLINEミニア
プリ導⼊を終えて、SMCCの平
塚⽒が本プロジェクトを総括し
ます。

「⾦融業界で初めてのLINEミニ
アプリ導⼊事例だったこともあ
り、設計段階から開発・実装に
⾄るまでLINEさまにはさまざま
な技術サポートや情報提供をし
ていただきました。これからも
ユーザーの利便性向上のために、
LINEミニアプリのさらなる進化
を期待しています」（平塚⽒）
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