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株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の

舗展開しております。

 

「ほっともっと」では、

フォンを使用

お知らせいたします。

ネー機能も

また、「

一新し、全店に導入

歴データを組み合わせることで、精緻な顧客データの蓄積が

解析や顧客の購買行動を分析することで

展開など

 

〔My Hotto Motto

◆利用すれば

商品の購入

月の購入金額やポイント獲得回数に応じて

会員ランクが

 

◆電子マネー

チャージは

応じてポイントが貯まります

ントは「ほっともっと」全店でご利用いただけます。

 

9 月からの

から31日（木）

員登録いただくと、

この機会にぜひ、

にご登録

 

「ほっともっと

ら生まれるすこやかな生活を考えています。これからもお客様一人ひ

とりに「おいしさ」と「健康」をお届けし、皆様の体と心の元気を支える食

づくりを目指してまいります。

 

 

 

 

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の

舗展開しております。

「ほっともっと」では、

フォンを使用した新会員

お知らせいたします。

ネー機能も搭載しており

「My Hotto Motto

全店に導入いた

歴データを組み合わせることで、精緻な顧客データの蓄積が

顧客の購買行動を分析することで

などに活かしてまいります。

My Hotto Motto の特徴〕

すればするほど

商品の購入金額 100

月の購入金額やポイント獲得回数に応じて

会員ランクが上位になるほど付与ポイントが増え

電子マネーチャージで

チャージは 1,000 円から最大

ポイントが貯まります

ントは「ほっともっと」全店でご利用いただけます。

からの「My Hotto Motto

日（木）まで、事前入会キャンペーンを実施

いただくと、200

この機会にぜひ、便利でお得な

にご登録ください。 

ほっともっと」は食べることの大切さ、楽しさ、そして毎日の食事か

ら生まれるすこやかな生活を考えています。これからもお客様一人ひ

とりに「おいしさ」と「健康」をお届けし、皆様の体と心の元気を支える食

づくりを目指してまいります。

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の

舗展開しております。 

「ほっともっと」では、2009 年より

した新会員サービス「

お知らせいたします。「My Hotto Motto

ており、キャッシュレスでスムーズな会計

My Hotto Motto」のスタートに合わせ、

いたしました。

歴データを組み合わせることで、精緻な顧客データの蓄積が

顧客の購買行動を分析することで

に活かしてまいります。 

の特徴〕 

するほど、お得なポイント

100 円（税込）ごとにポイント

月の購入金額やポイント獲得回数に応じて

上位になるほど付与ポイントが増え

チャージでもポイント

円から最大 20,000

ポイントが貯まります。チャージした電子マネーや貯まったポイ

ントは「ほっともっと」全店でご利用いただけます。

My Hotto Motto」サービス開始に先立ち、

、事前入会キャンペーンを実施

200 ポイントをプレゼント

便利でお得な

は食べることの大切さ、楽しさ、そして毎日の食事か

ら生まれるすこやかな生活を考えています。これからもお客様一人ひ

とりに「おいしさ」と「健康」をお届けし、皆様の体と心の元気を支える食

づくりを目指してまいります。 

スマホで

９

新会員

 

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の店「Hotto

年より「ほっとポイントくらぶ」

「My Hotto Motto

My Hotto Motto」は全店共通

キャッシュレスでスムーズな会計

スタートに合わせ、

。これにより、「

歴データを組み合わせることで、精緻な顧客データの蓄積が

顧客の購買行動を分析することで、お客様ニーズを捉えた

 

お得なポイント 

円（税込）ごとにポイントが貯まります。直近

月の購入金額やポイント獲得回数に応じて 4 つの会員ランクを設け、

上位になるほど付与ポイントが増え

もポイント 

20,000 円まで可能

チャージした電子マネーや貯まったポイ

ントは「ほっともっと」全店でご利用いただけます。

サービス開始に先立ち、

、事前入会キャンペーンを実施

ポイントをプレゼントいた

便利でお得な新会員サービス

は食べることの大切さ、楽しさ、そして毎日の食事か

ら生まれるすこやかな生活を考えています。これからもお客様一人ひ

とりに「おいしさ」と「健康」をお届けし、皆様の体と心の元気を支える食

スマホで

９月１日

新会員サービス
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Hotto Motto (ほっともっと

「ほっとポイントくらぶ」を展開してまいりました。そして

My Hotto Motto」を、9 月

全店共通でお得なポイントが貯まる、使える

キャッシュレスでスムーズな会計ができます

スタートに合わせ、店舗のレジ

「My Hotto Motto

歴データを組み合わせることで、精緻な顧客データの蓄積が

、お客様ニーズを捉えた

が貯まります。直近

つの会員ランクを設け、

上位になるほど付与ポイントが増えます。 

可能で、チャージ金額に

チャージした電子マネーや貯まったポイ

ントは「ほっともっと」全店でご利用いただけます。 

サービス開始に先立ち、8 月１日（火）

、事前入会キャンペーンを実施します。期間中に会

いたします。 

サービス「My Hotto Motto

は食べることの大切さ、楽しさ、そして毎日の食事か

ら生まれるすこやかな生活を考えています。これからもお客様一人ひ

とりに「おいしさ」と「健康」をお届けし、皆様の体と心の元気を支える食

スマホで、お弁当

日（金）より

サービス「

ほっともっと)」を

を展開してまいりました。そして

月 1 日（金）より

お得なポイントが貯まる、使える

ができます。 

店舗のレジに iPad を使用した

My Hotto Motto」の会員属性データと、

歴データを組み合わせることで、精緻な顧客データの蓄積が可能となり、

、お客様ニーズを捉えた商品の開発や

が貯まります。直近 3 カ

つの会員ランクを設け、

チャージ金額に

チャージした電子マネーや貯まったポイ

月１日（火）

します。期間中に会

My Hotto Motto」

は食べることの大切さ、楽しさ、そして毎日の食事か

ら生まれるすこやかな生活を考えています。これからもお客様一人ひ

とりに「おいしさ」と「健康」をお届けし、皆様の体と心の元気を支える食

弁当を

より 全国

「          

」を、2017 年

を展開してまいりました。そして

日（金）よりスタートする運びとなりましたので

お得なポイントが貯まる、使える

 

を使用した当社独自の

」の会員属性データと、

可能となり、特定の属性に向けた商品動向の

商品の開発や、きめ細かな販促活動の

を買う時代

全国でスタート

          

iPad を使用した新

DUMMY

2017 年 7

株式会社プレナス

年 6 月末現在、

を展開してまいりました。そしてこのたび、

スタートする運びとなりましたので

お得なポイントが貯まる、使えるサービスで

当社独自の POS システムに

」の会員属性データと、POS レジの購買履

特定の属性に向けた商品動向の

、きめ細かな販促活動の

時代へ 

でスタート

           

を使用した新 POS

DUMMY

   

7 月 25 日 

株式会社プレナス 

 

 

 

 

、2,672 店

このたび、スマート

スタートする運びとなりましたので

サービスで、電子マ

システムに

レジの購買履

特定の属性に向けた商品動向の

、きめ細かな販促活動の

でスタート 

 」 

POS レジ 

DUMMY 
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■「My Hotto Motto」サービス概要 

 

１． サービス開始日 

2017 年 9 月 1 日（金） 

 

２． 利用可能店舗 

全国の「ほっともっと」2,672 店 （2017 年 6 月末現在） 

 

３． 会員ランクごとの付与ポイント一覧（金額は税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ポイントは 1 ポイント 1 円として 10 円単位でご利用いただけます 

 

４． チャージポイント一覧 

 

 

 

 

 

 

※チャージは 1,000 円単位、上限 20,000 円まで可能です 

 

５． 事前入会キャンペーン 

8 月 1 日（火）から 31 日（木）のキャンペーン期間中に、会員登録いただくと 200 ポイントをプレゼントい

たします。以下の QR コードから入会登録に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※フィーチャーフォンではご利用いただけません 

※9 月よりプラスチックカード（発行手数料税込 150 円）をご用意いたします 

 

 


