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11. ＷｅＣｈａｔ(微信） とは

 中国でトップシェアを誇るＳＮＳツールです

動画通話音声通話

Etc.

ＷｅＣｈａｔの主な機能

アカウント

約１３億

アクティブユーザー

約１０億

１日平均起動回数

約１１回

１日平均使用時間

約９４分

モーメンツ
（ＳＮＳ機能）

ＷｅＣｈａｔ
Ｐａｙ

チャット



22. ＷｅＣｈａｔ(微信）の口コミ効果

 中国人旅行者が海外旅行に行くときには、必ずＳＮＳや旅行社からの情報や口コミを確認

※ＷｅＣｈａｔはユーザー同士の繋がりが強く、情報の信用度が高い

海外旅行中の中国人

企業がＷｅＣｈａｔの機能を活用することにより、

訪日中国人旅行者の大きな誘客効果が見込めます。

出典：観光庁「訪日外国人の消費動向」
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スマホアプリ「ＷｅＣｈａｔ」の決済機能である

「ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ」は、お買い物の際に

QRコードを提示するだけで決済が可能

3. ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ（微信支付） とは

 中国で約６億人が利用する、QRコード決済サービスです

＜背景＞

2016年の中国におけるモバイル決済市場

規模は38.5兆元（約616兆円）に到達、
増加の一途をたどる

前年同期比では約3.1倍に伸長

※ 2016Q1 vs 2017Q1

出所：www.analysys.cn

http://www.analysys.cn/


44. 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



55. ご利用イメージ

＜利用者＞

利用者の登録口座から
引き落とし

決済時間：通常1～2秒

＜店舗＞ ＜アプラス＞ ＜テンセントグループ＞

利用者はQRコードを提示

お店のタブレット端末で読み取り

取引完了

データ送受信

注）利用者は、テンセント社の利用者規約に同意し、テンセント社から提供されたアプリを利用しています。

お財布機能から

QRコードを選択

 タブレット端末を用意するだけで簡単に導入できます

QRコードの読み取りには

「Sunmi端末」もご利用

いただけます（詳細11ページ）
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①購入 ②拡散 ③依頼 ④再購入

中国人旅行者が、

貴店でＷｅＣｈａｔ

Ｐａｙを利用して商

品を購入。

サービスや購入商

品をモーメンツ等で

自慢（拡散）します。

中国にいる家族や

知人から「私も欲し

い！」と連絡が入る

かもしれません。

代金はＷｅＣｈａｔウ

ォレット機能で簡単

送金。

再度戻ってきてお買

いものされる可能性

が高まります。

6. ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙで期待できる循環購入



77. 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



88. 契約とお金の流れ

①利用者の登録口座
から引き落とし

②テンセントグループから
アプラスに送金

③アプラスから
加盟店様に振込

テンセントグループ
新生銀行グループ
アプラス

加盟店様

お金の流れ

加盟店契約 各種契約

契約関係

 新生銀行グループのアプラスが、テンセントグループと直接ライセンス契約し
決済資金を受領・精算

 金融機関のWeChatアクワイアラは当社のみ。ご安心してご利用頂けます。



99. ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ご提案条件（タブレットプラン）

【ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ 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 ： 0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



1010. 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
ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ決済サービス 利用申込書

 かんたんにＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ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、３週間程度で導入可能



1111.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



12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
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本件に関するお問い合わせ:

株式会社アプラス

加盟店営業部

連絡先：03-6630-3871

本書面に記載の提案は検討過程の中で変更される可能性があり、最終的提案内容とは、

必ずしも一致するものではないことをご了承ください。

正式な契約書が合意および締結されない限り、貴社または弊社とも記載の提案条件に

拘束されることはありません。

本書面に記載された事項は機密事項であり、その権利は弊社に帰属します。貴社は、

弊社の書面による承諾なしで複製や第三者への開示を行なうことは禁止されます。関係者

以外の方への開示は堅くお断りいたします。

東京本社：秋葉原


