FEATURE 5

お買い物をもっと自由に。

Payment × Marketing

CAFIS では、30 年以上の実績に基づき、加盟店様の決済データを

さらに、今や一人一台なくてはならないスマートフォンを利用し

デジタルマーケティングに活用するためのさまざまなサービスをご

た決済「CAFIS Pitt」により、よりシームレスで快適なお買い物

用意しています。

体験を提供。併せて、顧客接点と決済情報を一括で押さえること

顧客接点を強化するためのポイント・会員管理ソリューション

が可能になり、個々の消費行動に合わせたプロモーション、マー

「CAFIS Explorer」
、ＣＬＯと呼ばれる決済情報をリアルタイムで把

ケティングが可能になります。

握し、購買したお客様に買い増しや他の店舗への送客を誘引する情

CAFIS Arch は、単なる決済機能の提供だけではなく、消費者に

報のプッシュ配信をするサービス「CAFIS Presh」で、お客様の

より自由なお買い物を楽しんでいただけるとともに、加盟店様の

送集客や売上向上を強力にサポートします。

売上拡大に貢献します。
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決済シーンを もっと 自 由 に 。

セキュリティからもっと 自 由 に 。

マスマーケティング 活用
データ販売

POS との連動ももっと自由に。
と連動可能です。カード読取を含む決済端
末のデバイス制御、Arch センタとの通信は

CAFIS Arch 端末

Arch 端末にて行います。POS 連動を行う
ことで金額の二度打ちが不要になるためオ
加盟店様の現在のインフラ状況や、用途・
ご要望に応じて、豊富な POS 連動メニュー
をご用意しております。

CAFIS Arch
センタ

カード会社様

電子マネー事業者様
複数の POS 連動インターフェース方式

（JSON 形式を採用した方式のほか、INFOX 端末 (Panasonic 製 JT-C16,ZEC-14) との連携からの乗り換えも可能です）

●「CAFIS」、「CAFIS Arch」、「CAFIS DCC」、「CAFIS Traveler」、「CAFIS Attendant」、「CAFIS Presh」、「CAFIS Explorer」、「CAFIS Pitt」は、
日本国内における株式会社 NTT データの登録商標です。
● 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。

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 URL：https://solution.caﬁs.jp/contact/

2020 年に迫る改正割販法対応。セキュリティ対応には手間が

様々な決済シーンに柔軟に対応します。

つきものですが、
Arch なら安全で快適な決済を簡単に導入できます。
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RS-232C

ペレーションが簡素化されます。

多様な決済手段と端末形態、そしてクラウドサービスにより、

FEATURE 3

加盟店様（店舗）
POS システム

FEATURE2

PAYMENT

経済圏の拡大

CAFIS Arch は、加盟店様の POS システム

なってくだ さ い 。

On e t o On e

マスマー ケ ティング 活 用

カード会社様と連携

もっと 自 由 に

もっと 自 由 に 。

もっと 自 由 に 。

もっと 自 由 に 。
CAFIS Arch ができることは、実は決済だけ

言語の壁を気にせずに、

ポイントや駐車券など加盟店様システムとの

ではありません。送集客からマーケティング

多彩な訪日外国人向けサービスが可能。

連携や電子サインや売上レポート機能などで

まで、消費者の購買活動を分析し、新たな

地方創生のお役に立ちます。

店舗の運用負担軽減を実現します。

消費行動を生み出します。

FEATURE 1

決済シーンをもっと自由に。

多様な決済手段と端末形態、クラウドサービス

FEATURE 3

インバウンド対応をもっと自由に。

言語を気にせずインバウンドサービス導入が可能

多様な決済手段

訪日外国人旅行者の約 65% は、中国・韓国・台湾からのお客様。自国の主要な決済の利用を熱望しています。

キャッシュレスが進む日本。クレジットカード決済、デビットカード決済、電子マネー、非接触 IC クレジット決済などのスタンダードな

訪日外国人旅行者の多くは、免税品購入時の免税手続きの煩雑さに不満です。

決済手段はもちろん、中国、韓国、台湾のローカル決済や多通貨決済に対応し、訪日外国人決済にも対応。さらに、現在新しい波となり

CAFIS Arch は、言語の壁を気にせずに、これらのサービスを提供することができ、訪日外国人旅行者へ最適なおもてなしが可能です。

訪日外国人旅行者は、クレジットカード利用時の為替変動を気にしています。

つつある、各種 QR コード（二次元バーコード）決済にも対応予定です。（※2018 年上期対応予定）

クレジット決済

銀聯 シンハン 台湾キャッシュ
カード カード
カード

インバウンド
ローカル決済

電子マネー

デビット決済

中国・韓国・台湾のクレジットカード対応

非接触IC決済

多通貨決済

免税書類発行

訪日外客数割合

煩雑な「購入記録票」の手書き入力作成を、

台湾
19%

CAFIS Arch 端末に接続されたパスポートリー

銀聯
カード

中国
25%

その他
36%

世界中の最大29カ国の
通貨対応

世界中の最大29カ国の通貨対応

ダーにてパスポートの自動読み取りおよび端

シンハン
カード

韓国
20%

多通貨決済「CAFIS DCC」では、据置型 Arch 接続の

末よりの情報入力により、スピーディーに免

電子サインパッドまたはモバイル型 Arch のディス

税手続きを完了することができます。

プレイ上に、選択可能通貨の国旗を表示。
言葉の壁があっても、
指先でお客様にご案内が可能です。

台湾
キャッシュ
カード

インバウンドマーケティングをサポート

いまや世界的に利用されている「銀聯カード」
、韓国

多様な端末形態

国内でもっとも利用されている「シンハンカード」、

電子サイン
パッド

台湾 FISC 加盟銀行発行の「台湾キャッシュサービス」
、

スタンダードな店頭据置型は、シンプルでスタイリッシュなデザインで、様々な店舗のレジにフィットします。

すべて CAFIS Arch で利用できます。

訪日外国人旅行者の「旅マエ」
「旅ナカ」

さらに、お客様の軒先やテーブル決済が可能なモバイル一体型端末、加盟店様のスマートフォンや業務タブレットと連携が可能なスマー

※画面ははめこみ合成です。実際の画面表示とは異なる場合があります。

トデバイス連携型端末もご用意し、お客様の快適な決済シーンをサポートします。

FEATURE 4

加盟店様の運用をもっと自由に。

｢CAFIS Arch｣端末ラインナップ

モバイル一体型

据置型
オプション機器を接続し、
電子サインや免税書類発行も対応可能
オプション機器

スマートデバイス連動型

モバイル
一体型

「旅アト」における送集客をサポートします。

加盟店様サービスとの連携や運用負担軽減をサポート

加盟店様業務との連携

集金や飲食店でのテーブルチャージなど

お店保有のスマートフォンなどと連携し、

これまで業務ごとに複数の端末が必要だった、加盟店様のポイント業務、駐車券システムなどとの連携が端末一台で可能になります。

場所を選ばず決済が可能

お店の業務と決済の連動が可能

さらに、加盟店様独自のサービスを端末に載せることも可能です。

ポイント連携

売上レポート

駐車券システム連携
大型商業施設業態における駐

各テナント・店舗毎の売上

車券システムとの連携が可能

(現金売上、
クレジット売上等) や

で す。CAFIS Arch 端 末 に 接

来客数などを CAFIS Arch

続されたバーコードリーダー

端末に入力すると、
CAFIS Arch センターにて

お客様の既存ポイントシステムとの連携が可能で

にて駐車券バーコードを読み取り、

す。CAFIS Arch 端末にて決済された金額に応じ

テナント毎に決済された金額を施設様の駐車券

各端末より送信された情報を集計し、

てポイントを付与します。

システムへ中継します。

売上を管理されている本部に送信します。

店舗や本部の運用負担の軽減
※順次追加予定

FEATURE 2

セキュリティをもっと自由に。

2020 年を見据えて、近々に改正予定の割
賦販売法。それに伴い、POS 加盟店様では、

店舗での運用負担を減らします。

能を「外出し」することで、PCI DSS 対応
POS 加盟店様

免税書類発行サービスで免税処理時間を大幅に短縮

処理をスムーズに短時間で実施することができます。

SC 本部様のテナント管理運用も軽減可能です。

免税処理時間を大幅に削減。訪日外国人旅行者の利便性・
満足度を向上、お店の中の「待ち行列」を防ぎます。

電子サイン
伝票保管

据置型 Arch 接続の電子サインパッド、
または
モバイル型 Arch 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

緊急通知
アプリ

POS 連動

Arch
端末

IC カード
R/W

カード会社様

多通貨決済「CAFIS DCC」では、据置型 Arch
接続の電子サインパッドまたはモバイル型
Arch のディスプレイ上に、選択可能通貨の
国旗を表示。
言葉の壁があっても、指先でお客様にご案内
が可能。

約 10 分

CAFIS Arch
免税処理
1〜2分

各テナント様内の緊急事態発生時
に、Arch 端末から SC 本部様また
プへ緊急通知することが可能。

運送等の煩雑な紙運用負荷を軽減。

多通貨決済
決済通貨の
国旗選択

従来の免税処理
( 手書きなど )

＞

は防災・警備室のＰＣやパトラン

電子化（紙出力無し）
。店舗様における伝票

決済結果

CAFIS Arch なら、POS 連動により決済機

＜

「CAFIS Arch」端末で、煩雑な免税購入記録票作成

またテナント様向け緊急通知・メールアプリなどにより、

金額

必要となります。

できます。

決済機能の外出し

店舗内 LAN

「 I C 化対応」と「カード情報漏洩対策」が

することなくカード情報の非保持化を実現

PCI DSS 対応せずにカード情報の非保持化が可能に

サインパッドの活用や、免税帳票発行により、

メール
アプリ

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、
SC 本部様から各テナント様Arch
端末へメッセージやアンケートを
送信することが可能。

