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会員カードを使う場合も︑

業。全国のパチンコ店を2008年から毎年
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会員カードを持つ場合の売り

会員カードセキュリティ化
1983年三重県生まれ。北海道教育大学卒

※滞留時間1分以上
※滞留時間3秒以下
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たったこれだけ！

セキュリティ化?

会員カードが
あなたを守る
会員カード
のじま たかのり

Mail:nojima@hpa.co.jp
●株式会社プラスアルファ URL:http://www.hpa.co.jp
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まだ会員カードをお持ちではないお客様は、
是非この機会に会員カードを作成しては如何でしょうか？
7000名のお客様が当店の会員カードを持つ理由とは？
当店のスタッフが詳しく理由をお伝えします。

［図1］間違いだらけの会員告知
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新規会員様募集中！
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売り場プロモ
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［図2］伝わる会員告知
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