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に則した優 待プログラムがさまざ
まな業種で浸透しているが、シンガ
ポールに本社を置くＩＴ企業のタ
イムイノベーションは「時間」とい
う価値に注目し、新たな事業をはじ
めようとしている。誰にでも平 等
にある時間にはどんな価値があり、
どう生かされるのか。同 社の佐 和
田悠葵ＣＥＯに話を聞いた。

時間に注目した理由は
顧客の切なる願いから
︱︱ 時間をポイントに置き換える
というサービスですが、具体的には
どのようなものですか。
佐和田 当社のサービスに加盟する
飲食や物販、アミューズメントパー
クをはじめとしたレジャー企業の施
設を利用した際、滞在した時間に応
じて利用者にポイントを付与し、利
用者はその貯まったポイントを割引
などの特典に換えられる仕組みです。
大きな特徴として、これまでの利用
金額や距離と違い、
「時間」が軸に

出とともに帰ろうとした時、もう少
費を生み出し、新たな経済圏をつく

なっていることです。
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ろうとしています。
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発の企業を経営していました。その
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「時間」を可視化することで
新たな経済圏を誕生させる
Time経済圏のソリューション
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もありますが、夏休みなどの繁忙期
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︱︱ 今後のサービスの成長をどう

ただいているのです。

っていただける方だけに投資してい

ベートセールという一緒に事業を行

方に販売することはせずに、プライ
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イントを多く付与することで集客に
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ポンで割り引かれていますので、

いただいています。

が薄い日本に元気を与えられるとも

ことはないからです。さらに、タイ
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佐和田 そうです。株に当たるのが
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タイムコインです。事業は利用者に

にも働きかけることができるのです

％を広告費と考えれば５千円で５０

付与する実質価値１円のタイムポイ

から、例えば、災害などで復興が必
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ントを利用企業に１・５円〜２・５
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