IC カードソリューション 導入事例

株式会社肥銀コンピュータサービス 様
切り札は「くまモンのIC CARD」
地域主体のサービス展開で地方創生を目指す
事例のポイント
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課題背景

• 老朽化した磁気カード乗車券を、商業施設など広く利用できるものに更新したい
• 交通・商業事業者を巻き込み、地域活性化に向けた多様な施策を展開したい
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• 県外からの来訪者の利便性を向上させたい
成

果

• 熊本地域振興ICカード「くまモンのIC CARD」の実現
公共交通機関と加盟店で連携した独自のキャンペーンが容易にできるようになりました

九州産交バス株式会社
取締役 管理本部長 兼 営業副本部長

河合 賢一
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• 全国相互利用カードの“片利用”が可能に
県内で全国相互利用カードが使用できるため、観光客の利便性を向上できます
• ビッグデータ活用基盤を構築
ICカードを使ったデータ分析により、県内の様々な課題解決に活かしていく予定です

利用イメージ
名
称：株式会社肥銀コンピュータサービス
所 在 地：熊本県熊本市西区二本木5-1-8
資 本 金：2000万円
売 上 高：8億3200万円（2013年度）
従 業 員 数：109人（2014年6月26日現在）
概
要：1988年9月に肥後銀行グループにおける
コンピュータシステム会社として設立。以
来、システムインテグレーション事業、Web
ソリューション事業、アウトソーシング事業
の展開により、肥後銀行のほか地元企業の
IT活用をめぐる要請に応えてきた。今回の
熊本地域振興ICカードをめぐるプロジェクト
では、運営主体として貢献している。

ICカードは、熊本県内の交通事業者5社が運営するバス、鉄道の共通交通乗車券として利用できるほか、
商業加盟店で電子マネーとしても利用できます。

● 熊本地域振興ICカード

※熊本地域振興ＩＣカード（愛称：くまモンのＩＣ ＣＡＲＤ）
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※Origin-Destinationデータの略。交通機関の乗降人員を表すデータ。

移動・決済・手続きといったシーンでICカードを活用。スマートなサービスを実現するとともに、自家用車から公共交通へのモーダル
シフトを促すことで、人々のライフスタイルに変革をもたらす。

お問い合わせは、下記へ

NEC 交通・物流ソリューション事業部

TEL：03（3798）5958
E-mail：info@iccard.jp.nec.com
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