
 

2020 年 1月 24日 

習志野市への「ＴＳＵＢＡＳＡちばぎんキャッシュレス加盟店サービス」の提供について 

千葉銀行（頭取 佐久間 英利）は、2020 年 1月 20日（月）、習志野市（市長 宮本 泰介）と     

「ＴＳＵＢＡＳＡちばぎんキャッシュレス加盟店サービス」提供に関する契約を締結しました。 

本サービスを導入いただくことで、2月 4 日（火）より、市役所・連絡所窓口における住民票や

税務証明書等の交付手数料の支払いにクレジットカード、電子マネー、ＱＲコードによるキャッシ

ュレス決済をご利用いただけるようになります。なお、自治体の窓口で銀行のキャッシュレスサー

ビスが導入されるのは、習志野市が県内初となります。 

当行は、昨年 10 月より事業者向けに本サービスの提供を開始しました。本サービスをご利用い

ただくことで、これまで決済手段によって読み取り機器や専用端末を設置していたものが国内外の

主要な決済※に 1台で対応するマルチ決済端末に置き換わるほか、締め日の設定やＷＥＢ上で振込

明細の確認もできることから、サービス開始以降着実に加盟店数を伸ばしています。 

当行は今後も本サービスの提供をつうじて地域におけるキャッシュレス決済を促進してまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、ＱＲ決済、タッチ決済な

ど。 

以 上 

 



マルチ決済端末

仕
様
規
格

端末機種名称

形　式 モバイル

機
能
装
備

プリンター 本体内蔵
PIN-PAD 本体のテンキー利用
ICリーダー 本体内蔵
QRスキャナ 本体内蔵
POS連動
電　源

VEGA3000
 M2

通信規格 ４G/LTE（SIM）、またはWiFi※1

タッチ決済
NFCリーダー

ICカード
リーダー

1,969円（税込）/20巻
242円（税込）/月額

ご参考

販売単価は20巻（1巻で40取引分）です。ロール紙販売業者から直接購入ください。

※1 WiFiの場合、電子マネーはご利用できません。
※２ ちばぎんJCB扱いは、同社との契約に依ります。

場所を取らないコンパクトサイズで
幅広い機能を搭載!

１台で多様な決済手段
クレジット・デビット、電子マネー、ＱＲ決済、タッチ決済に対応可能

経済情勢の変化によっては、予告なく変更する場合がございます。

1店舗１台無償で提供します！

バーコード
QRコード
リーダー

磁気カード
リーダー

バッテリー内蔵

ロール紙の購入代金
千葉銀行が指定するSIM代金(1台)（用紙幅58mm×直径36mm×芯直径8mm コアレス）

月額代金550円（税込）
初期費用13,530円（税込）オプション 電子マネー利用(1台)

3.25%以下（業種等により異なります）基本料金 加盟店手数料率（千葉銀行扱い※２）

必要な書類 下記書類のご提出が必要となります。

※右記業種に該当するお客さまは該当許可証のご提出をお願い致します。※右記業種に該当するお客さまは該当許可証のご提出をお願い致します。

営業許可証等各種登録書のコピー

お申込み1 審　査2 端末到着3 ご利用開始4
営業担当者が持参するタブレットで
お申込をお願いします。
営業担当者が持参するタブレットで
お申込をお願いします。

千葉銀行にて審査を行います。
審査結果によってはお断りする場
合があります。

千葉銀行にて審査を行います。
審査結果によってはお断りする場
合があります。

審査が終わりましたら、端末や
ステッカー等をお届けします。
審査が終わりましたら、端末や
ステッカー等をお届けします。

端末の電源を入れれば、即時ご利用
可能となります。（SIMご利用の場合）
端末の電源を入れれば、即時ご利用
可能となります。（SIMご利用の場合）

取扱い商材 許可証
風俗営業（スナック等） 風俗営業許可証
リサイクル/中古車販売 古物商許可証

旅行業 旅行業登録票
中国ＱＲを個人事業主で取組むお客さま 営業許可証（無い業種は、本人確認書類）

端末についてのご紹介

お手続きの流れ

特長1特長1
マルチ決済
端末

マルチ決済
端末

選べる
締め日
選べる
締め日

WEB上での
振込明細の
確認

WEB上での
振込明細の
確認

キャッシュレス
決済は
これで決まり！

特長2特長2 特長3特長3

TSUBASAちばぎんTSUBASAちばぎん

キャッシュレス
加盟店サービス

お申し込み、お問合わせは、お近くのちばぎん または ちばぎんジェーシービーカード株式会社へ

※実寸大※実寸大

お電話での受付時間：9：00 ～ 17：00（月曜～金曜　ただし銀行の休業日を除きます）



Q.現金よりキャッシュレス決済の方が便利だと思うか？

Q.キャッシュレス決済を利用している方にお聞きします。
あなたはキャッシュレス決済が使えないとわかった店舗について、来店意欲が下がりますか。

Q.キャッシュレス決済を利用している方にお聞きします。
あなたは、飲食店などでキャッシュレス決済が利用できないとわかって、来店をやめたことがありますか。 

現金、キャッシュレスの決済速度の差

キャッシュレス決済が使えないと2人に1人は「来店意欲が減少」、4割は「実際に来店を取りやめた経験あり」

■とてもそう思う　■ややそう思う　■全くそう思わない

■とても下がる　■どちらかというと下がる　■下がらない

■頻繁にある　■時々ある　■まれにある　■まったくない

キャッシュレス決済に対する評価

中国三大決済サービスも利用可能！

B2B（法人間）決済でも利用可能！

特長2特長2 選べる締め日

毎日締め

毎日

入金日

締め日

締め日から5営業日後
締め日 振込

6回締め

5日・10日・15日
20日・25日・末日

締め日 振込

3回締め 2回締め

10日 15日20日 末日

20日

●千葉銀行扱い分（Visa・MasterCard・ALIPAY・WeChat Pay）のみが対象となります。
●店舗単位で選択が可能です。

※ご入金は原則として当行口座のみとなります。

翌月
10日

翌月
15日末日

末日

末日

1回締め

末日

翌月末日
締め日から5営業日後

1,100円（１店舗あたり） 550円（１店舗あたり） 無　料 無　料 無　料

①当行が売上代金を立替払いいたしますので
　支払期限をお待ちいただく必要がなく、資金繰りの面で有効となります。
　（締め日より最短5営業日後にお振込みいたします）
②当行の立替払いにより未収金の発生を抑制できます。
③請求書の発送や振込金の照合等、煩雑な事務を省力化できます。

カード決済のご導入による各種メリット

お取引さま（バイヤー）のメリット
①お支払いにあたっての各種手数料（手形発行に伴う印紙代等）のコストが不要となります。
②支払いの管理に係る事務負担や支払期限が集中する時期(月末等）の繁忙を緩和できます。
③支払いを先延ばしにしたい場合にクレジットカードにより所定期限における口座引落とすることが可能です。

特長3特長3 WEB上での振込明細の確認

「加盟店Webサービス」 
●千葉銀行扱い分（Visa・MasterCard・ALIPAY・WeChat Pay）のみが対象となります。

カード取引の仕組み 加盟店さま

カード会社

お客さま
千葉銀行
（加盟店管理会社）

⑥代金のお支払い

③取引承認

②取引承認の確認

⑤代金のお支払い

①カード提示

④商品のご提供

⑦代金のお支払い

振込明細のご確認

特長1特長1 マルチ決済端末

多彩なブランドのお取扱い
千葉銀行扱い ちばぎんJCB扱い

※PiTaPaは
　ご利用いただけません。

※iD及びiD扱いのApple Pay、iD扱いのＧoogle Payはご利用できません。
※電子マネーのご利用には別途利用料が必要となります。（詳しくは端末についてのご紹介をご覧下さい）　
※Apple Payは、Apple Inc.の商標です。Ｇoogle Payは、Ｇoogle LLCの商標です。

中国ＥＣ大手「アリババグループ」の提供するモバイル決済サービス

中国ＳＮＳ大手「テンセントＨＤ」の提供するモバイル決済サービス

中国では最も一般的な「キャッシュカード兼デビットカード」

WeChat Payは、WeChatの11.3億月間アクティブユーザーに対し、便利で早いスマートな決済サービスを提供しています。
WeChat Payのクロスボーダービジネスは、中国本土以外の49の国と地域でサービスを提供し、16を超える通貨をサポートしています。
WeChat Payは、スマートライフのコンセプトを世界に紹介することを目標に、中国市場を超えて拡大を続ける予定です。

銀聯カードは中国では最も一般的な電子決済手段であり、その多くが「キャッシュカード兼デビットカード」です。
全世界の銀聯カードの発行枚数は10億枚を超えており、加盟店も1,000万店以上となっています。

「アリペイ(Alipay) 」は、アント フィナンシャル サービスグループが提供する世界有数の決済およびライフスタイルプラットフォームです。
海外でも中国人向けのオフライン決済サービスを世界50以上の国と地域で提供しており、グローバルパートナーを合わせたアクティブ
ユーザー数は10億人以上となっています。「アリペイ(Alipay)」の決済を通じた免税サービスは35の国と地域で提供しています。
また、250以上の海外金融機関および決済ソリューションプロバイダーと協力して、海外を旅行する中国人観光客および中国の
越境ECサイトを利用する海外顧客の決済を可能にしています。現在27の通貨で利用できます。

商品納入

カード加盟店契約

売上金の立替払い

カード決済 カード発行

売上金の
口座引落

当行のカード加盟店契約締結による
カード決済のご導入（イメージ）

お取引先さま
（卸売・小売店）

法人（個人）カード会員

加盟店

貴　社

手数料/月額（税込）

35.2％

45.5％

19.3％

5人中4人がキャッシュレス決済は
現金払いよりも便利と回答

出所㈱ジェーシービー「キャッシュレス決済に関する調査」2019年7月実施

出所（株）ジェーシービー「決済速度に関する実証実験結果」2019年8月実施

（クレジット・電子マネー・QRコード）

決済方法はお店選びに影響大！

レジでの会計時、キャッシュレスは現金よりも16秒速いことが判明！

【n=758】 （単一回答）

【n=758】 （単一回答）

6～32秒の平均キャッシュレス

現金 15～40秒の
平均

12.3 41.2 46.5

従業員の労働問題など社会的な観点では、以下のような可能性があることが明らかになりました。左述の現金と
キャッシュレスの決済速度の差をもとに、会計（レジ）担当者の労働量について試算したところ、1日の会計（レジ）
業務において、消費者の半数がキャッシュレスで支払いをすると、従業員1人あたりの労働時間は約2時間減少。
消費者全てがキャッシュレスで支払いをすると、労働時間は約4時間減少することが判明しました。キャッシュレスの
導入によって、従業員の労働量削減や人員不足の解消にも役立ちそうです。
※コンビニエンスストアの1日の来店数をもとに試算

キャッシュレス導入で、1店舗（※）あたりの労働時間は一日約4時間減少！？

12秒
28秒

24.912.0 60.7

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

2.4
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