
ベル・データ株式会社
ラカラ担当

キャッシュレス×インバウンド
サービスのご紹介

クレジット・電子マネー・QRコードこれ１台でOK!
０円で始めるキャッシュレス決済



決済ブランドが多くて決められない・
今は一部のブランドしか利用できない

そのお悩み解決します！
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キャッシュレスを始めたいけど、
初期投資が大変そう

キャッシュレス・消費者還元事業へ
登録すると、0円で始められます

ラカラは他の決済代行事業者と違い、
主要ブランドを全てサポートします

* 2020年1月現在、ベル・データ調べ

* 当事業は中小・小規模事業者を対象とした国の還元事業です

他社サービスを導入しているが、
機材が多くて邪魔・操作が大変

ラカラは1台で全ての決済に対応し、
プリンターも搭載するマルチ端末です

使用中の決済端末は接続が安定しない・
処理が遅くてお客様をお待たせしている

ラカラのマルチ端末は安定接続、
処理も非常に高速です

キャッシュレスの為だけに
契約や導入は考えていない

インバウンド対応メニューを用意、
免税手続きの電子化も対応予定です

* 免税手続きの電子化は2020年5月サービス開始予定です

3ページ目へ

4ページ目へ

5ページ目へ

6ページ目へ

7～10ページへ



キャッシュレス：還元事業ご案内
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お店・企業のメリット①

キャッシュレス・消費者還元事業は、キャッシュレスを推進する国の補助金事業です。
対象事業者は「中小・小規模事業者」で、登録するとキャッシュレス決済を導入する際に
各種メリットがございます。

お店・企業のメリット② お店・企業のメリット③
決済端末を無償で提供 決済手数料が実質2.16％

クレジットカード、電子マネー、QRコード
決済ができるマルチ端末（定価7万円）を、
事業登録加盟店へ無償で提供します。
*端末代金の1/3はラカラジャパン、2/3は国が負担します。

加盟店負担
2.16%

手数料のうち
1/3を国が補助

事業期間中、主要クレジットカード／電子
マネー／QRコード決済の、決済手数料の
1/3を国が補助します。*2020年6月末まで

月々の手数料が0円に

キャッシュレス・消費者還元事業の申し込み締め切りは2020年4月末です
まだお申込みされていない事業者様はお急ぎください！！

事業期間中、通常￥350/回の売上金振込手
数料が0円でご利用いただけます。

*2020年6月末まで

また2020年12月末まで、月々のシステム利
用料をラカラジャパンが負担します。



キャッシュレス：多数の対応ブランド
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クレジットカード

QRコード

クレジットカード・電子マネー（NFC/Felica）・QRコード
多数のブランドをサポートし、インバウンド対応にも最適です

電子マネー

※今後対応予定： J-Coin Pay、ゆうちょPay、他
※JCB系決済（JCB/AMEX/Diners/QUICKPay）および楽天ペイは、現在新規のお申し込みを停止しています。

キャッシュレス・消費者還元事業の終了後、お申し込みを再開する予定です。

中華系決済
ブランド



キャッシュレス：1台であらゆる決済に対応
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ICカード
リーダー

磁気カード
リーダー

・非接触NFCリーダー
・レシートプリンター

タッチパネル
（PIN入力）

QR / バーコード
リーダー

（リアカメラ）

タブレット・QRスキャナー・プリンターすべて不要！！
あらゆる決済に1台で対応／レジ周りスッキリ／端末の持ち出しも楽々

SIMカード
スロット

※端末のご使用にはインターネット環境が必要です。
設置場所にWi-Fiが無い、持ち出して使用するなどの場合は、
別途SIMカードオプションをご利用ください。

レシート印字

・ボリュームキー
・パワースイッチ
・Micro USBポート

（充電ケーブル接続）



キャッシュレス：他社端末との比較
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現在様々な事業者が決済サービスを提供しておりますが、サポートする決済機能や必要となる
端末数は、事業者によって異なります。ラカラは1台の端末で全ての決済方式をサポートします。

決済機能 ラカラ A社 B社
クレジットカード 〇 〇 〇

電子マネー 〇 〇 △
（対象外あり）

QRコード 〇 × △
（対象外あり）

プリンター 〇 〇 ×
（別途費用）

端末 ラカラ A社 B社

端末 〇
（1台で完結）

〇
（合計2台）

〇
（合計3台）

プリンター 〇
（端末一体型）

〇
（端末一体型） ×

QRスキャナ 〇
（端末一体型） × 〇

（iPadカメラ）

＋

クレジット＋電子マネー＋プリンター
（背面カメラ無し）

ハンディQRスキャナー
（端末とBluetooth接続）

決済アプリ＋QRコード
（iPadアプリ＋カメラ）

クレジット＋電子マネー
（Bluetooth接続）

プリンター
（Bluetooth接続）

＋ ＋



インバウンド：免税販売手続きの電子化 *開発中／2020年5月サービス開始予定
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* 国税庁HP「輸出物品販売場の免税販売手続電子化の概要」より抜粋

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm

2020年4月より「免税販売手続きの電子化」がスタートし、書面で行われていた手続きが電子化
されることとなりました。この改正は、全ての免税店が対応する必要があります。
ラカラジャパンでは、加盟店の皆さまにご利用いただく電子化アプリの開発を進めています。

Point② 免税手続きにかかる時間、場所を削減し、
店舗や従業員の業務を効率化

Point③ 電子化対応機器、インターネット接続環
境、プリンターが必要

Point①
購入帳表の作成や貼り付け、誓約書など
の書類保存が不要
* 電子データで保存いたします。

ラカラ加盟店様は、マルチ決済端末を用いて
電子化対応をスタートできます。

新たに準備・購入が必要な物はございません。
*別途お申し込みおよびサービス利用料が発生いたします。

• 当ページの掲載内容は開発中のものです。今後内容に変更が生じる場合がございます。
詳しい内容につきましては、サービス開始前に加盟店様へご案内を予定しております。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm


インバウンド：店舗情報の無償掲載
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ラカラ加盟店様は、訪日中国人が使用する情報配信ポータル「趣日本」や、
WeChat、Alipayアプリへ無償で店舗情報を掲載できます

*一部有償のサービスがございます。詳しくは、弊社担当までお問い合わせください。
*掲載する情報は、中文でご用意ください。

URL https://www.lakala-jpotal.com/

プレオープン

転載先

2019年8月

拉卡拉優惠分享号
（会員数︓4,000万人超）

（おもむきにほん）サイト名

▼情報配信ポータル「趣日本」イメージ ▼Alipayアプリイメージ



インバウンド：その他おすすめサービス
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ポケトーク WellPage ChargeSPOT
74言語対応の夢のAI通訳機 100カ国語対応自動翻訳CMS どこでも借りて、どこでも返せる

日本語で作成しても、URLを開いただけで
母国語で表示する事のできるCMS

パンフレットや店頭POPなどにQRコードを掲示
しておけば、読み込むだけで翻訳が可能

店舗設置無料！！
モバイルバッテリーシェアリングサービス

アプリ上に店舗の位置を掲出
デジタルサイネージを無料活用

サラダを一品頼みたいの
ですが、オススメはどれ
ですか？ I recommend this.

It tastes really good.

じゃあそれとサーロイン
ステーキを二つお願いし
ます。

話しかけるだけで、瞬時に自然な表現で翻訳
AI(人工知能)で長文も訳せる

Would you like to 
share the salad?

通訳
+

カメラ
翻訳

選べる二つのポケトーク

通訳

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8IfRk_nVAhUJPrwKHcj8CHkQjRwIBw&url=http://jpnculture.net/himomaru/&psig=AFQjCNGWLPHoSADPn2lI503yMkRuXX6AVQ&ust=1503983053529194


参考：ラカラ(中国名:拉卡拉)のご紹介
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拉卡拉支付股份有限公司(ラカラペイメント株式会社) 

【会社概要】
設 立：2005年 1月 6日
資 本 金：3.6億元（16元換算＝57.6億円）
法人代表：孫陶然
株 主：太平人寿保険、大地財産保険、レノボ、孫陶然、

雷軍（小米）、房建国
事業内容：銀行カードの集金業務、ネット決済、

デジタルテレビ決済、モバイル決済

株式会社ラカラジャパン
【会社概要】
設 立：2018年 2月
代 表：張 健（チョウ ケン）
顧 問：一木広治（株式会社ヘッドライン 代表取締役）

池本克之（株式会社パジャ・ポス 代表取締役）
矢島 明（FANCL元役員）

本 社：東京都千代田区外神田6-8-10 グランデ秋葉原3F
認 証：ISO27001：情報セキュリティ

プライバシーマーク：個人情報保護
ISO 27001:2013

【事業概要】
中国全土にて WeChat Pay、Alipay
トランザクションNO.１

 1.2億人 以上の中国人ユーザー

年間取引金額約64兆円
毎日平均 2,500万回 QR取引回数

中国全国約1,500万箇所 の決済インフラ

 2019年4月中国深セン市場に上場 筆頭株主レノボグループ

【代表プロフィール】 九州大学経済学部卒業
中国天津市生まれ
15歳8ヶ月で中国国立天津医科大学に入学
17歳、来日、19歳、九州大学入学
日中貿易、日本企業が中国市場に進出する
際の企画立案、マーケティング・ブラン
ディングの企画および実施、リスクマネジ
メントの管理、中国市場戦略のアドバイス
などを体得する。

張 健（チョウケン）



参考：ラカラ決済サービスの種類
静的QRカード マルチ決済端末

決済サービス

決済方式

通信機能 無し Wi-Fi, 4G *simカードオプション

決済ブランド

初期費用 0円 今だけ 0円 *1

月額費用 0円 今だけ 0円 *2
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*1 キャッシュレス・消費者還元事業へ
登録いただいた方を対象に、0円で
マルチ決済端末をご提供します。

*2 キャッシュレス・消費者還元事業へ
登録いただいた方を対象に、
2020年末までの期間、月額0円で
サービスをご利用いただけます。

静的QRカード オールインワン
マルチ決済端末

QRコード クレジット
カード

タッチ決済 Felica系
電子マネー QRコード

キャッシュレス
・消費者還元事業

対象モデル

※上記のほか、POS連携の開発も承っております。



https://belldata.com
https://www.bellholdings.co.jp/

本 社 新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル49F TEL：03-5326-4331
東日本支店 埼玉県さいたま市中央区新都心9 さいたまメディアウェーブ4F TEL：048-603-1201
中 部 支 店 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-8 MLJ丸の内ビル4F TEL：052-961-4331
関 西 支 店 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル6F TEL：06-6203-4331
九 州 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第三博多偕成ビル8F TEL：092-433-3511
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ベル・データ株式会社
ラカラ担当
TEL        ：0120 - 983 - 685（平日10-12時/13‐17時）
Mail       ：lakala@belldata.co.jp
会社HP  ：https://www.belldata.com/
サービス：https://www.bellholdings.co.jp/service/innovation/cashless.html

お問合せ・お申込み
https://00m.in/cashless

mailto:lakala@belldata.co.jp
https://www.belldata.com/
https://www.bellholdings.co.jp/service/innovation/cashless.html
https://00m.in/cashless
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