
さまざまなキャッシュレス決済の導入と
新たな顧客体験／従業員体験を実現します。

クラウド型総合決済プラットフォーム
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オプション機器

あらゆる決済手段に対応し、キャッシュレス化を推進 インバウンド対応

さまざまな付加価値サービスにより加盟店様業務との連携、運用負荷の軽減

インバウンド機 能

豊富な端末ラインナップにより、さまざまな決済シーンに対応

アジア3地域の決済対応 多通貨決済対応 簡易・スピーディーな
免税書類発行

CAFIS インバウンド
サービスとの連携

軒先決済や飲食店におけるテー
ブルチャージなど、場所を選ばず
決済ができます。

お店保有のスマートフォンなどと連携し、
お店の業務と決済の連動ができます。

端末ラインナップ

( 注 )　お取扱い可能な決済手段は、端末種類や端末設置会社等により異なります。詳細は、弊社営業までお問合せください。
 ※1　  交通系 IC カードの全国相互利用では、｢PiTaPa｣はご利用いただけません。

ハイブリッド型 POS接続専用型

スマートフォン形状端末に決済機能
を装備したハイブリッド型は、モバ
イルタイプとしての利用に加え、ク
レードル ( プリンタ有り ) にセットし
て POS 接続用の据置タイプとして、
また通常の据置タイプとして利用で
きます。

据置型 +オプション機器 モバイル一体型 スマートデバイス連動型

非接触 ICリーダー
ライター

クレードル（プリンタ有り）に
セット

バーコード
リーダー

磁気カードリーダー

タッチディスプレイ

接触 IC
リーダー

訪日外国人旅行者の約 6 5 % を
カバーする地域の決済手段に対
応しています。

｢日本円建て｣or｢現地通貨建て｣
の選択により、為替変動を気にせ
ず決済ができます。世界 29ヶ国
の通貨に対応しています。

パスポートバーコード 読 取り +
端末入力により、｢免税購入記録
票｣作成時間を短縮できます。

海外現地企業との連携によるクー
ポン配信などの｢旅マエ｣･｢旅ア
ト｣のインバウンド送客サービス
と連携しお買い物率を UP します。

29
or

最大

ヶ国

65%訪日外国人数割合

韓国
20%

中国
25%

台湾
19%

加盟店様業務との連携

店舗／本部様の運用負荷軽減

お客様のポイントシステムとの連携が可能です。
CAFIS Arch 端末にて決済された金額に応じてポイ
ントを付与します。

据置型端末に接続した電子サ
インパッド、またはモバイル
一体型端末のディスプレイ上

に電子サインをすることで、カード会社控
え伝票を電子化（紙出力無し）することが
できます。
店舗様における伝票運送などの煩雑な運用
負荷を軽減します。

テナント・店舗毎の売上（現金、クレジット等）
や来客数などを CAFIS Arch 端末に入力し、CAFIS 
Arch センターにて各端末からの情報を集計します。
その集計情報を本部様にデータ還元します。

各テナント様にお
ける緊急事態発生
時に、CAFISArch 端

末から本部様または防災警備室
のパソコンやパトランプに緊急
通知をすることができます。

CAFIS Arch 運用支援 Web 
にメールやアンケートを
登録することにより、本

部様から各テナント様の CAFIS Arch 端
末にメッセージやアンケートを送付す
ることができます。

多通貨決済では、据置型端末
に 接 続 し た 電 子 サ イ ン パ ッ
ド、またはモバイル一体型端

末のディスプレイ上に、選択可能な通貨の
国旗が表示されます。言葉で説明すること
なく、指先でお客様にご案内が可能となり、
言葉の壁による負荷を軽減します。

CAFIS Arch 端末で煩雑な免税購入記録票作
成処理をスムーズに短時間で実施すること
ができます。これにより店舗様の免税処理

負荷を軽減･｢待ち行列｣を減少することができ、訪日外国
人旅行者の利便性･満足度を向上することができます。

大型商業施設業態における駐車券システムとの連携が
できます。CAFIS Arch 端末のバーコードリーダーで駐
車券バーコードを読取り、テナント様毎に決済された
金額を施設様の駐車券システムに中継します。

加盟店様の POS システムとの連動ができます。カー
ド読取り含む決済端末のデバイス制御、CAFIS Arch 
セ ン タ ー と の 通 信 は CAFISArch 端 末 で 行 い ま す。

POS 連動により売上金額の二度打ちが不要となるため店員様運用
が簡素化されます。CAFIS Arch の POS 連動は、加盟店様のインフラ
現状や、用途･ご要望に応じて豊富なメニューを用意しております。

ポイント連携

売上レポート

駐車券システム連携

POS 連動

電子サイン・伝票保管 多通貨決済時の通貨選択据置型に接続した
電子サインパッド

据置型に接続した
電子サインパッド

モバイル一体型の
ディスプレイ

モバイル一体型の
ディスプレイ

緊急通知アプリ メールアプリ 免税書類発行による免税処理時間の短縮

and
購入記録票＆
購入誓約書

Passport

TAX
FREE

$
￥
元

さまざまなオプション機能を接続し、多彩なサービスに対応します。

カメラ（バーコード読取り）

非接触 IC リーダーライター
（FeliCa ／ NFC 対応）

接触 IC カード
リーダー

磁気カード
リーダー

タッチディスプレイ（電子サイン／ソフトPIN）

POS 接続

スマート
デバイス

連動

POS と接続・連動して利用
する小型の据置端末です。
最小限のPOSの改修で、決済
機能を容易に拡張できます。通常の据置型利用

POS 接続 or

(電子サイン/ ソフトPIN対応 )

(NFC / Felica 対応 )

※1

多通貨決済 (DCC)

対応ブランド
クレジット / デビット

電子マネー

非接触 IC(NFC)

QR (コード )

海外地域決済

モバイルプリンターとの
セット

インバウンド
送客サービス

Coupon



複数の業務アプリを組み合わせてアプリ
間の連動を行うことができます。加盟店
様独自アプリと POS アプリを連動させた
後に、CAFIS Arch の決済機能と連動する
ことも可能です。

POS 加盟店様のカード情報非保持化

CAFIS Arch 端末を決済以外のさまざまな用途で活用

改正割賦販売法により、2020 年までに POS 加盟店様では
｢IC 化対応｣と｢カード情報非保持化対応｣が必須となります。
CAFIS Arch は、クレジット取引セキュリティ対策協議会
の｢実行計画 2018｣における POS 加盟店様のカード情報｢非
保持化｣の外回り方式に対応したソリューションです。
POS 加盟店様の既存 POS と CAFIS Arch を POS 連動で接続
することで決済機能を外だしすることができ、POS 加盟店
様の非保持化対応のコスト･稼働を低減することが可能です。

店舗内 LAN

POS加盟店様 カード
会社様

Arch
端末POS連動

金額

決済結果

ICカード
R/W

決済機能の外出し

株式会社 NT Tデータ
I T サービス・ペイメント事業本部 カード＆ペイメント事業部
〒108-0073 東京都港区三田 3-10-1 アーバンネット三田ビル 4F 

● 本カタログに記載されている当社の商品･サービス名称等は、当社の商標または登録商標です。
● その他、記載されている社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。
● 本カタログに記載した仕様、デザインなどは改良のため予告なしに変更することがあります。

CAFIS Arch マーケットプレイス

CAFIS Arch が採用している汎用 OS｢Android｣の特性を活かし、決
済に限定しないさまざまなアプリを CAFIS Arch 端末上で実施でき
るようになります。搭載できるアプリは、加盟店様独自のものから、
サードパーティーが提供しているものまで、加盟店様のご要望に
より利用することができます。
搭載アプリは、CAFIS Arch 端末の決済機能と連動無し、または決
済機能と連動ありのパターンや複数のアプリを組み合わせてアプ
リ間の連動を行うことも可能です。

加盟店様が必要な決済以外の業務アプリ
を搭載でき、業務アプリを利用するため
に新たにタブレット等を用意する必要が
ありません。簡易な業務は CAFIS Arch
端末上で実施することで、加盟店様業務
の効率化を図ることができます。

加盟店様独自アプリや POS アプリなどを
搭載し、アプリ実施後に CAFIS Arch の決
済機能と連動することができます。1 台の
端末で加盟店様業務と決済業務が両立で
き、金額や支払い方法などを連動するこ
とでオペレーションの簡素化ができます。

アプリ活用例

訪問料金徴収（軒先決済） 顧客情報と連携した
顧客インセンティブの適用 カード会社様と加盟店様の情報連携

業務連絡

POS アプリ

加盟店様
独自

業務端末ソフトを
アプリ化

・顧客情報端末と決済端末の 2 台持ち。
・端末操作の分断による操作ミス。

アプリ搭載パターン

・1 台の端末で顧客情報と決済を連動。
・操作者の操作稼働削減。

・CAFIS Arch 端末でお客様情報
    読取り
　（会員カード、バーコードなど）

・キャンペーン通知
・システム稼働状況
・加盟店様への連絡
・精算情報の連携

・アンケート
・顧客情報収集
・カード会社様への連絡

・加盟店様顧客管理システムと連携
・連携情報を元に割引価格設定

・加盟店様アプリ連携による決済

コスト削減 業務負荷軽減 売上向上 顧客ロイヤリティ向上 情報収集 / 情報連携 マーケティング

単独搭載（決済連動無し） 決済連動 アプリ間連動

勤怠管理

監視カメラ
映像

特許出願中

いままで

これから

Original

Original

SHOP

CREDIT

Original

日時売上報告

https://solution.cafis.jp/contact/お問い合わせ URL

Original

2 0 2 0 . 1 2


