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楽天スーパーポイントが貯まるアプリ「楽天チェック」を導入
ネクスト

ブ ル ー

「洋服の青山」52 店舗と「NEXT BLUE」8 店舗で開始

おさむ

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：青山 理 ）は、株式会社スポットライト（本社：
東京都渋谷区／代表取締役：池本知矢）が提供する来店ポイントアプリ「楽天チェック」の運用を、
ネクスト

ブ ル ー

12 月 19 日（土）より「洋服の青山」52 店舗と「NEXT BLUE」8 店舗で運用を開始しました。
来店ポイントアプリ「楽天チェック」は、来店するだけでポイントが貯まる無料アプリです。1 回のチェックインで
ネクスト
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10 ポイントの楽天スーパーポイントが貯まり、「洋服の青山」や「NEXT BLUE」で使えるお得なクーポンも配信します。
自社ポイント以外のポイント付与を行うことで、更なる新規顧客の獲得を目指していきます。
①

【使用方法】

②

③

④

① 『楽天チェックアプリ』を起動
② 近くの店舗が表示されるので、
ネ ク ス ト
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「洋服の青山」「NEXT BLUE」を選択
③ 店舗内の指定エリアで
チェックインボタンをタップ
④ 楽天スーパーポイントを獲得
【アプリ概要】
■ア

プ

リ

名 ： 楽天チェック

■提 供 価

格 ： 無料

■提 供 場

所 ： App Store/Google Play

■ポ イ ン ト 価 値 ： 1 ポイント＝1 円相当
■サービス開始日 ： 2015 年 12 月 19 日（土）
■対象店舗とエリア ： 「洋服の青山」東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の 52 店舗
ネクスト
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「NEXT BLUE」東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府、愛媛県、島根県の 8 店舗

《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京本部広報室 担当：星野
〒110-0005 東京都台東区上野 4-5-10 ＴＳＣ ＴＯＷＥＲ 7Ｆ
ＴＥＬ:03（5846）5656

MAIL: pr @aoyama-syouji.co.jp

「洋服の青山」 対象店舗 一覧
店
名
千葉東寺山
千葉東口
津田沼南口モリシア
イトーヨーカドー津田沼
松戸東口
ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
船橋南口
柏東口
まるひろ南浦和
イトーヨーカドー浦和
大宮西口
鳩ヶ谷駅前
上野御徒町
瑞江駅前
木場駅前
台東三ノ輪駅前
水道橋東口
江東亀戸
北千住
錦糸町南口
田町西口
渋谷駅前総本店
銀座本店
新橋烏森口
池袋東口総本店
新宿東口
新宿西口
赤羽東口
駒大駅前
武蔵境南口
調布駅南口
三軒茶屋北口
荻窪駅前
中野本店
吉祥寺サンロード
五反田東口
大井町東口
川崎モアーズ
溝の口駅前
八王子山王
小平
花小金井
立川北口
多摩センター駅前
横浜西口
横浜金沢八景
横浜日ノ出町
横須賀中央
横浜あざみ野
横浜青葉台
海老名
茅ヶ崎
ネクスト

電 話 番 号
043-256-3107
043-221-0080
047-477-0760
047-403-5880
047-308-6006
047-420-8061
047-422-3711
04-7163-0166
048-861-2017
048-825-0800
048-643-1186
048-283-5651
03-3831-1431
03-5243-1038
03-3615-2721
03-5603-9371
03-5281-1801
03-5626-4566
03-3881-1571
03-5600-3688
03-3457-5333
03-5784-2281
03-3561-6731
03-3593-2704
03-5952-7201
03-3341-4856
03-5322-7007
03-3598-6556
03-3487-9427
0422-33-5188
042-485-5101
03-3424-5590
03-3392-6629
03-5380-8567
0422-22-3890
03-5420-1511
03-5463-1861
044-211-5455
044-822-0511
042-623-8785
042-347-0125
042-466-5621
042-521-1230
042-339-1127
045-314-8244
045-784-7093
045-262-9257
046-824-9734
045-902-9637
045-985-3513
046-235-1463
0467-83-1193

郵便番号
260-0041
260-0015
275-0026
275-0016
271-0092
273-8530
273-0005
277-0005
336-0018
330-0062
330-0854
334-0005
110-0005
132-0014
135-0016
110-0011
101-0061
136-0071
120-0034
130-0022
108-0014
150-0042
104-0061
105-0004
170-0013
160-0022
160-0023
115-0045
154-0011
180-0023
182-0024
154-0004
167-0032
165-0026
180-0004
141-0022
140-0011
210-0007
213-0001
192-0042
187-0032
187-0011
190-0012
206-0033
220-0005
236-0027
231-0065
238-0007
225-0002
227-0062
243-0432
253-0041

住所

千葉県千葉市中央区東千葉二丁目30番1号
千葉県千葉市中央区富士見二丁目4番10号
千葉県習志野市谷津一丁目16番1号 モリシア内
千葉県習志野市津田沼一丁目10番30号 イトーヨーカドー津田沼店３階
千葉県松戸市松戸1230番地の1 ピアザ松戸３階
千葉県船橋市浜町二丁目1番1号 ららぽーとＴＯＫＹＯーＢＡＹ北館１・２階
千葉県船橋市本町四丁目41番25号 ステージ船橋１階
千葉県柏市柏一丁目1番20号 スカイプラザ柏２階
埼玉県さいたま市南区南本町一丁目7番4号 まるひろ南浦和店２階
埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目7番1号 イトーヨーカドー浦和店２階
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目5番5 ホームリィ５ビル２階
埼玉県川口市大字里1645番地の1
東京都台東区上野五丁目２６番１１号 十仁ビル内
東京都江戸川区東瑞江一丁目29番6号
東京都江東区東陽三丁目7番13号 TOKYU REIT 木場ビル内１階
東京都台東区三ノ輪一丁目28番10号 丸嶋ビル内
東京都千代田区三崎町一丁目3番12号 水道橋ビル１階
東京都江東区亀戸二丁目36番9号 ＰａｒｋＣｕｂｅ亀戸内
東京都足立区千住二丁目16番 舛田ビル １階
東京都墨田区江東橋三丁目9番7号 国宝ビル内
東京都港区芝五丁目34番7号 田町センタービル２階
東京都渋谷区宇田川町21番8号 渋谷平和ビル内
東京都中央区銀座二丁目6番9号 Ginza269内
東京都港区新橋二丁目16番1-105号 ニュー新橋ビル内
東京都豊島区東池袋一丁目14番8号 第二ウエストビル１階
東京都新宿区新宿三丁目24番2号 アオキビル内
東京都新宿区西新宿一丁目10番2号 １１０ビル内
東京都北区赤羽二丁目16番4-101号 セキネビル内
東京都世田谷区上馬三丁目18番7号 第一フジビル内
東京都武蔵野市境南町二丁目11番22号 第一飛翔ビル内 １階
東京都調布市布田四丁目18番9号
東京都世田谷区太子堂二丁目16番5号 さいとうビル１階
東京都杉並区天沼三丁目4番2号 ヒューリック荻窪ビル内
東京都中野区新井一丁目11番2号 宮地ビルディング１階
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目11番31号 吉祥寺ポラリス
東京都品川区東五反田一丁目13番12号 いちご五反田ビル内
東京都品川区東大井五丁目15番3号 井門大井町ビル内
神奈川県川崎市川崎区駅前本町7 川崎岡田屋モアーズ地下１階
神奈川県川崎市高津区溝口一丁目13番1号 クイズ溝の口１階
東京都八王子市中野山王一丁目8番2号
東京都小平市小川町一丁目2073番地1
東京都小平市鈴木町二丁目147番地の14
東京都立川市曙町二丁目8番3号 新鈴春ビル１階
東京都多摩市落合一丁目6番地1
神奈川県横浜市西区南幸一丁目9番8号 相鉄南幸第１ビル
神奈川県横浜市金沢区瀬戸1番9号
神奈川県横浜市中区宮川町三丁目75番 岩崎ビル内
神奈川県横須賀市若松町三丁目20番地16
神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目35番地2 インペリアルMビル内
神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目10番地17 青葉台駅前ビル１階
神奈川県海老名市中央三丁目1番5号 スカイビルエビナ内１階
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目2番60号
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「NEXT BLUE」 対象店舗 一覧
店
名
イオンモール春日部
モラージュ菖蒲
ヨドバシ吉祥寺
ららテラス 武蔵小杉
イオン名古屋八事
ららぽーと和泉
イオン松江
エミフルＭＡＳＡＫＩ

電 話 番 号
048-718-0701
0480-85-2236
0422-23-5880
044-434-5123
052-837-1871
0725-51-2977
0852-24-2301
089-985-5105

郵便番号
344-0122
346-0195
180-0004
211-0004
466-0834
594-1157
690-8530
791-3120

住所

埼玉県春日部市下柳420番1 イオンモール春日部２階
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲２階
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目19番1号 ヨドバシ吉祥寺７階
神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1302番 ららテラス 武蔵小杉３階
愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂2番地1 イオン八事店３階
大阪府和泉市あゆみ野四丁目4番7号 ららぽーと和泉４階
島根県松江市東朝日町151 イオン松江ショッピングセンター２階
愛媛県伊予郡松前町筒井850番 エミフルＭＡＳＡＫＩエミモール２階

