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1１．QRコード決済サービスとは

キャッシュレス決済にすばやく対応
お客さまのスマホQRコードを読み取るだけで決済完了！！

訪日中国人のインバウンド対策にくわえ、国内向けQR決済に対応。

複数のブランドに対応！

QRコード決済のメリット

①現金のハンドリングコストを削減できます

②つり銭のやりとりが不要となり、会計時間の短縮ができます

③お持ちのタブレットにアプリをインストールするだけで導入可能です

※その他国内向けQR決済にも順次対応予定



2２．アプラスが選ばれる理由

金融機関だから安心

契約が一本

ひとつのアプリで簡単決済

選べるマネーが豊富

精算がひとまとめ

それぞれのマネー事業者とやりとりする必要がありません
アプラスで契約をおまとめします

ひとつのアプリで複数マネーを自動判別します
レジまわりもすっきり

複数のマネーの入金をまとめて一本化します
支払サイクルも複数ご用意

海外・国内の複数のマネーに対応
これからもいろいろなマネーに対応予定です

新生銀行グループのアプラスと安心してお取引いただけます



3３．ご利用イメージ

マネーを選ばなくても自動で判別して決済！

etc…

アプリを選択

お会計金額（日本円）を入力

お客さまのQRコードを読込

支払完了！！



4４．契約とお金の流れ

①利用者がコード決済をご利用

②QRコード決済会社から
アプラスに送金

③アプラスから
加盟店様に振込

QRコード決済会社
新生銀行グループ
アプラス

加盟店様

お金の流れ

コード等決済サービス
利用契約

各種契約

契約関係

 新生銀行グループのアプラスが、QRコード決済会社各社から決済資金を受領し、
加盟店様に精算いたします

 アプラスは海外のQRコード決済会社と直接ライセンス契約をしております
 金融機関のアクワイアラなので安心してご利用頂けます



5５．主な導入実績

百貨店 商業施設免税店

タクシー

ラオックス株式会社
株式会社小田急百貨店 株式会社リウボウインダストリー 株式会社マロニエゲート

株式会社エディオン 株式会社コクミン 株式会社アマノ 株式会社大賀薬局

全日空商事デューティーフリー
株式会社

北海道地区での展開

札幌グランドホテル JRイン旭川 きのとや キロロリゾート

沖縄地区での展開

沖縄ファミリーマート 無印良品（デパートリウボウ内）

家電量販店 ドラッグストア

空港関連

中部国際空港株式会社
日本交通株式会社
JapanTaxi株式会社



6６．中国発QRコード決済サービスについて

中国アリババグループが運営するタオバオ(中国最大
のECサイト)の決済手段です。

中国国内におけるモバイル決済市場で最大のシェア
(約5割)を誇ります。

SNS最大手のテンセントグループが運営する決済手
段。2013年8月から開始し、中国全土100万店舗
以上で利用可能です。

お店での支払機能だけではなく、
「割り勘」「送金」「お年玉」といった機能もあり日常的
にお財布代わりに利用されています。

専用のスマホアプリを使って、QRコードを提示するだけで決済完了します。

登録した中国の銀行口座から引き落とし(デビットカード機能)されます

WeChat Pay



7７．中国のモバイル決済市場
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出典：図1 www.analysys.cn
図2 www.analysys.cnより作成

2016年Q4：12兆8,146億元(約218兆円)

2017年Q4：37兆7,274億元(約641兆円)
図2:モバイル決済市場のシェア推移約2.9倍

・2017年のモバイル決済市場は昨年比約2.9倍の伸長（図1）

・2017年は「Alipay」と「WeChat Pay」の2強が92％超のシェア。2016年は「WeChat Pay」がほぼ倍増し、

「Alipay」は50％を維持（図2）

・2017年は2016年末のシェアを維持しながら、モバイル決済市場は拡大を続けています

図1:モバイル決済市場の取扱高

「Alipay」、「WeChat Pay」を準備することで、訪日中国人需要へ対応可能です

http://www.analysys.cn/
http://www.analysys.cn/


8８．ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙの概要

引き落とし用の銀行口
座を登録。利用時に銀
行口座から即時引き落
としされる。

銀行口座

友人間でアカウントを
通じたお金の送付が可
能。

電子マネー（零銭）

個人認証用のQRコード・
バーコードを提示するこ
とで、リアル店舗での支
払が可能。

支払：QRコード

その他サービス（中国）

•タクシー配車支払
•お年玉、祝儀支払
•個人アカウント間の送金
•割り勘支払
•公共料金支払
•投資機能

 中国で日常的に利用されています



9９．Alipayの概要

 単なる決済機能だけでなく、投資や資産運用等の金融サービス、税金支払いやチケット予約等の
ライフスタイル関連サービス等、様々なサービスを提供するプラットフォームです

QRコードスキャン（Scan）/

提示（Pay）

QRコード決済に使用

映画チケットの予約

映画と映画館を選んで、

鑑賞チケット購入が可能

芝麻信用（ゴマしんよう）

決済履歴等から得た

ユーザーの信用スコア

公共料金・税金支払い等

電気、ガスなどの公共料金や

税金の支払い機能

etc…



10１０．Alipayのマーケティングツール「Discover」

 「Discover」とは？
⇒お客さまが、Alipay加盟店様の店舗情報やおトクな情報を、Alipayアプリから調べることができるツール
また、スマートフォンの位置情報機能を利用した、Alipay導入加盟店の検索が可能です

※Discoverへの掲載は、加盟店契約完了後、申請が可能となります。費用はかかりません。



11

各国のキャッシュレス決済比率状況(2015年)
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１１．日本のキャッシュレス化に向けた動き

 2018年4月 経済産業省が「キャッシュレス・ビジョン」を策定
⇒大阪・関西万博（2025年）に向けて、「支払い方改革宣言」として「未来投資戦略2017」で設定したキャッシュレス決済比
率40％の目標を前倒しし、高いキャッシュレス決済比率の実現を宣言され、さらに将来的には、世界最高水準の80% を目
指していくことが明記されました。

 2018年７月「キャッシュレス推進協議会」立ち上げ
⇒キャッシュレス社会の実現に向けた推進母体として、産学官からなる組織として立ち上げ
⇒この中でも、比較的低コストで対応可能なQRコード決済の推進についても議論されています。

出典：経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」(2018年4月)



12１２．LINE Payの概要

 LINE Pay株式会社が提供するモバイル送金・決済サービスです。
LINEアプリ内の基本機能に設定されているため、国内7,300万ユーザーへのアプローチが可能です。

 様々な方法でLINE Pay口座にチャージすることができ、QR/バーコードまたはLINE Payカード、LINEポイントを
用いた複合決済を利用してショッピングができます。

送金/割り勘機能

LINEの友だち間で、手数料無料で送金

が可能。割り勘も合計金額を入力し、タ

ップひとつで簡単

QRコードスキャン/提示

QRコード決済に使用

請求書払い

公共料金や、請求書のバーコードを読

み込むと、LINE Pay残高で支払うことが

できます

LINEポイントの利用

チャージ残高のほか、LINEポイントを決

済に利用することができます



13１３．PayPayの概要

 スマホ決済に特化したシンプルな機能を提供。ＱＲコードの読み取りまたはバーコードを提示して読み
取ることにより決済が完了します。ユーザーは銀行口座からのPayPay残高チャージ、Yahooマネー、登
録したクレジットカードから選択し支払が可能です。

バーコードの読取

ユーザーが提示したバーコードを

読み取り、決済が完了します

利用履歴の確認

PayPayで決済した利用履歴を確認

することができ、レシート代わりに

利用できます

利用可能店舗の紹介

地図上に、PayPay利用可能店舗が

紹介されます 0

QRコードスキャン/提示

QRコード決済に使用



14１４．QRコード決済サービスご提案条件（タブレットプラン）

【QRコード決済サービス 経済条件】

初期費用 登録料 ： 0円/台
（弊社でアプリダウンロードする場合は10,000円） ※1

ランニング費用
システム利用料 ： 1,000円/月/店 ※1

振込手数料 ： 250円/回 ※1

明細発行料 ： 無料 ※除、郵送時

決済手数料 ： 要相談 ※1

代金入金日 ： 月1回（月末締め、翌月15日振込）

OR

月2回（15日締め、末日払い 末日締め、翌月15日払い）

※手数料、他費用を控除した金額を日本円で指定口座に振込いたします

※1 消費税はすべて税別



15１５．導入までの流れ（タブレットプラン・モバイル決済専用端末）

１．申込書類の提出
コード等決済サービス 利用申込書

 かんたんにQRコード決済を導入できます。

２．加盟店審査
当社にて加盟店審査を実施します。

３．端末準備/アプリインストール

４．ご利用開始

申込書がアプラスに到着後、最短３週間で導入が可能（※）

（※） AlipayとWeChatPayのみをお申込みの場合



16１６．ご利用環境

or

タブレット端末
（iOS/Andorid端末）

プリント機能付き決済端末
（android搭載）

※販売元は株式会社ネットスターズと
なります。

決済端末 ネットワーク環境

or

3G、4G回線等

※推奨ＯＳ iOS 9.1以上 または Android5.0以上



17アプラスグループ概要

アプラスフィナンシャル 　（東京証券取引所 市場第一部　8589） アプラスグループの主な事業内容

商号 株式会社アプラスフィナンシャル 【ショッピングクレジット事業】

設立 1956（昭和31）年10月6日 ショッピングクレジット、オートクレジット、回収金保証など

代表取締役社長 渡部　晃 【カード事業】

役員 代表取締役社長(CEO) 渡部　晃 クレジットカード、提携カード、カードキャッシングなど

取締役 奥田　正一 【ペイメント事業】

取締役 南光院　誠之 オートネットサービス、コンビニ集金代行サービス、家賃サービス、

取締役 本多　俊郎 プリペイドカードなど

取締役 小座野　喜景 【ハウジング事業】

取締役 清水　哲朗 住宅関連ローンなど

取締役 平沢　晃 【その他事業】

社外取締役 内川　治哉 ローンカード、リース、保険など

監査役 常勤社外監査役 笠原　二郎

常勤社外監査役 鈴木　啓史 主な関係会社

監査役 小林　純一 全日信販株式会社　　　　　　他

本店所在地 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号

主な事業内容 アプラスグループ会社の管理運営 沿革　

信用保証事業のうち住宅ローン業務　など

「大阪信用販売株式会社」を設立

アプラス 大阪証券取引所市場第一部へ上場

商号 株式会社アプラス 「株式会社アプラス」に商号変更

設立 2009（平成21）年4月24日 株式会社新生銀行と全面提携

代表取締役社長 渡部　晃 全日信販株式会社を子会社化

東京本部 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 事業持株会社体制へ移行

店舗数 全国主要都市47店舗　 市場統合により東京証券取引所市場第一部へ上場

アプラスパーソナルローン

商号 株式会社アプラスパーソナルローン

設立 2009（平成21）年4月24日

代表取締役社長 渡部　晃

本店所在地 大阪府吹田市豊津町9番1号 2018年6月27日現在

2013年7月16日

1956年10月1日

1984年9月1日

1992年4月1日

2004年9月1日

2006年3月1日

2010年4月1日


