
2018年 8月 30日 

各 位 

株式会社 り そ な 銀 行  

株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行 

株式会社 近 畿 大 阪 銀 行  

「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」の機能提供開始について 

りそなグループのりそな銀行（社長 東和浩）、埼玉りそな銀行（社長 池田一義）は本年 11月※1よ

り、近畿大阪銀行（社長 中前公志）は 2019年度※1より、割賦販売法等法令に基づく登録を前提※1

に、流通業（小売・飲食店）やサービス業の法人のお客さま、及びその利用者である個人のお客さま

を対象とした“決済”をトータルにサポートする加盟店サービス「りそなキャッシュレス・プラット

フォーム」の機能提供を開始いたします。 

（法人のお客さま向け） 

 大手銀行として初めて、流通・サービス業向け「加盟店サービス」の直接提供を開始

流通・サービス業のお客さまに、国内で利用されている主要な決済ツールに 1台で対応可能な端

末※２を導入費用無償で提供します。これにより各店舗での現金管理・決済コストの削減とレジ周

りのシンプル化を実現するとともに、売上金を毎日※3入金させていただくことで資金繰り負担の

大幅な軽減も実現します。

（法人のお客さま、その利用者である個人のお客さま向け） 

 国内で初めて、「提携ウォレットサービス提供インフラ」（スマホアプリ）を導入費用無償で提供

流通・サービス業のお客さまが、利用者である個人のお客さまに提供している会員カードやポイ

ントカード機能と各種決済機能を兼ね備えた「提携ウォレットアプリ」を、新たな決済インフラ

として、導入費用無償で提供します。

＜加盟店の利用者は「提携ウォレットアプリ」で便利に、お得に、お買い物！＞

 パートナー企業 12社との戦略的業務提携により、提供サービスは今後さらに拡大

これらのサービスを継続的かつ安定的に提供することを目的に、パートナー企業 12社[別紙]と

相互に協力・連携していくことで今回合意しました。FinTech分野で決済ビジネスをリードす

る各社との強固なパートナーシップにより、最先端のサービス提供を実現していきます。

※1 割賦販売法・資金決済法に基づく事業者登録が必要であり申請手続中です。
※2 VISA・MASTER・JCBなどの国際ブランドカード会社が発行するデビット・クレジットカード、交通・流通系電

子マネー、アリペイ・ウィチャットペイ、ウォレットでの QR・バーコードに対応。2020年 3月までに対応が
求められている IC化、PCI DSSにも適応しており、法令対応の面でも加盟店をサポートします。 

※3 5営業日前の決済分が最短毎営業日入金可能です。但し決済ツールにより異なります。
※4 ご利用いただける機能は「提携ウォレットアプリ」の提供方法等に応じて加盟店毎に異なります。
※5 当社グループ加盟店の他、「はま Pay」「YOKA!Pay」など「銀行 Pay」採用金融機関の加盟店でも利用可能です。
※6 弊社所定の審査があります。

各店舗を利用する個人のお客さまは、会員カードやポイントカードなどと多様な決済手段

を１つのアプリにまとめた「提携ウォレットアプリ」の利用により、“スマホひとつで買

い物が楽しめる”ほか、“お得”も増加します。 

（提携ウォレットアプリでご利用いただける機能※4） 

① 会員カード、クーポン管理・利用、ポイント管理・利用、店舗検索機能等
② 加盟店独自のプリペイドカード機能
③ 銀行口座からの即時決済機能「りそな Pay」※5

④ 銀行口座からの後払い機能（Powered by SLiDE）※6

⑤ 国際ブランドのデビットカード・クレジットカード機能
⑥ おつり貯蓄機能（Powered by finbee）
⑦ 電子レシート機能（家計簿アプリと連携）

以 上 



 

【加盟店サービスの概要】 

◆ 主要な決済ツールに 1台の決済端末で対応可能（加盟店に無償で提供） 

※ 加盟店として契約していただく際には、当社所定の基準に基づく審査を実施します。 
 

【提携ウォレットサービスの概要】 
① 画面展開のイメージ 

◆ 初期画面は提携先ロゴ・デザインのプリペイドカード、多様な決済機能を搭載  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

② 店頭レジでの決済イメージ 

◆ 2つの認証方式があり、QR/バーコードを利用した 4通りの利用方法を提供 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別 紙 

【 パートナー企業 】 

◆ 各社とのパートナーシップにより、最先端のサービスを提供 
 

名称 
株式会社 

インフキュリオン 

株式会社 

インフキュリオンデジタル 

株式会社 

ネストエッグ 

所在地 
東京都千代田区紀尾井町 3-12 

        紀尾井町ビル 11F 

東京都千代田区紀尾井町 3-12 

        紀尾井町ビル 11F 

東京都千代田区紀尾井町 3-12  

        紀尾井町ビル 11F 

代表者 代表取締役 丸山 弘毅 代表取締役 丸山 弘毅 代表取締役 田村 栄仁 

事業 

内容 

決済×テクノロジー領域における、

最先端のノウハウと豊富な実務経

験を元に企業の新規事業創造を

支援するコンサルティング事業を

展開。 

最新テクノロジーを活用した前例

のないサービスおよびシステムの

開発・運営。金融・決済関連企業

のデジタルトランスフォーメーション

に向けた技術提供。 

「生活の貯金化」というコンセプト

で、人々の生活に寄り添う新しい金

融サービスの提供。提携する金融

機関や事業会社との共創サービス

の構築。 

 

名称 
株式会社 

アダプトネットワークス 

チームラボ 

株式会社 

GMO ペイメントゲートウェイ

株式会社 

所在地 
東京都千代田区紀尾井町 3-12 

        紀尾井町ビル 11F 

東京都千代田区神田小川町 2-12 

           小川町進興ビル 

東京都渋谷区道玄坂 1-14-6 

    ヒューマックス渋谷ビル 

代表者 代表取締役 神澤 順 代表 猪子 寿之 代表取締役社長 相浦 一成 

事業 

内容 

QR/バーコードを活用した決済サ

ービス向けのゲートウェイ事業を展

開。決済事業者・店舗に対し、拡張

性が高く容易に導入可能な決済ツ

ールを提供。 

デジタル社会の様々な分野のスペ

シャリストからなるウルトラテクノロジ

スト集団による最新のテクノロジー

を活用したシステムやデジタルコン

テンツの開発。 

EC 事業者、NHK、国税庁・東京都

等の公的機関などに総合的な決済

関連サービス及び金融関連サービ

スを提供。金融機関に対して決済

ソリューションを展開。 

 

名称 
GMO フィナンシャルゲート 

株式会社 

株式会社 

バリューデザイン 

株式会社 

MD パートナーズ 

所在地 
東京都 渋谷区渋谷 2-12-19 

東建インターナショナルビル本館 7F 

東京都中央区日本橋茅場町 2-7-1 

              CCIC ビル 5F 

東京都港区南青山 2-24-15 

     青山タワービル 11F 

代表者 代表取締役社長  杉山 憲太郎 代表取締役社長  尾上 徹 代表取締役社長 星田 洋伸 

事業 

内容 

クレジット等情報処理センターの運

営、各種決済端末の提供、自動販

売機、自動精算機向け組込型決済

端末の提供、各種ポイントシステム

対応。 

サーバ管理型電子マネーの導入

による、国内外企業のブランディン

グ・プロモーション支援、ブランドプ

リペイドカードプロセッシングシステ

ムの提供。 

小売チェーンで発行するものを含

む電子金券の管理とインターネット

上で配布するサービス「プチギフ

ト」の提供。 

 

 

名称 
インコム・ジャパン 

株式会社 

株式会社 

アルメックス 

TF ペイメントサービス 

株式会社 

所在地 
東京都新宿区西新宿 1-25-1 

     新宿センタービル 41F 

東京都品川区上大崎 3-1-1 

       目黒セントラルスクエア 

東京都新宿区西新宿 3-6-10 

        西新宿 KS ビル 4F 

代表者 代表取締役 荒井 琢麿 代表取締役社長 馬淵 将平 代表取締役社長 増田 俊朗 

事業 

内容 

国内外モバイルバーコード決済の

アクワイアリングサービスの提供。

（加盟店開拓・管理、システム・管

理 web 提供、販促管理等） 

 

医療機関やビジネスホテル等向け

自動精算機、受付・フロントの管理

システムなどの効率化をサポート

するトータルソリューション製品・サ

ービスの提供。 

インターネットを利用した情報シス

テム・通信ネットワークの企画、設

計、開発、インターネットを利用し

た商取引、決済処理に関する業務

受託及びその代行等周辺業務。 

 


