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インバウンド×キャッシュレス 
ラカラサービスのご紹介   

株式会社 ラカラジャパン 

《 Confidential 》 
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■拉卡拉支付股份有限公司 
設   立 ：2005-01-06 
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 
株式上場：深セン証券取引（証券コード：300773） 

■中国全土にてWeChatPay、Alipay 

 

 

■1 .2億人 以上の中国人ユーザー 

■約72兆円 年間取引金額 

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 

拉卡拉（ラカラ）支付股份有限公司ご紹介 

トランザクション実績N O . 1  

2018年7月竣工 上海本社 
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■社 名： 株式会社 ラカラジャパン 
■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） 

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。 

■代表プロフィール 
九州大学 経済学部卒業 

■東京本社 
住所：東京都千代田区外神田6-8-10  
   グランデ秋葉原3F 

ISO 27001:2013 

■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 

拉卡拉 日本法人ご紹介 
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「趣日本」 
情報ポータル 

端末・APIの提供 
ポイント決済 
代理店展開 

Big date、マーケティングご支援 Big date収取・管理 

決済端末機を活用して、 
訪日中国人旅行者の「消費」を分析 

旅ナカ 

旅アト 

▲Wi-Fiレンタル時に情報同梱 

▲関連商品の越境EC 

旅ナカ 
旅ナカ 

▲出発搭乗ゲート前で情報配布 

旅ナカ 

店舗情報の掲載 
専用ページ作成 

キャンペーン情報配信 

 

旅マエ 

▲Wi-Fi GPS連動SMS配信（開封率90%） 

旅マエ 

訪日中国人210万人 
への情報配信 

ラカラ会員1.2億人 
への情報配信 

訪日中国人 
潜在顧客 

カスタマージャーニー 
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お金の流れ（WeChatPay/Alipay） 

■加盟店様の売上代金は、中国側からラカラジャパンへ振込➡決済手数料を差し引いて国内加盟店様へお振込み致します。 
※お振込回数1回～3回を加盟店様にご選択頂きます。（お振込事務手数料1回/350円は加盟店様のご負担） 
  

月1回 

月2回 

月3回 

 末日締⇒翌月10日払 

 15日締⇒当月25日払 
 末日締⇒翌月10日払 

 10日締⇒当月20日払 
 20日締⇒当月末日払 
 末日締⇒翌月10日払 
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お金の流れ（クレジットカード/国内QR/電子マネー） 

クレジットカード 

電子マネー決済につきましては  
詳細確定次第ご案内申し上げます。 

（2019年10月より順次リリース予定） 

電子マネー 

国内QRコード 

LAKALA JAPAN GW GW事業者 

連携 

①店舗にてキャッシュレス決済 

②決済情報 

③オーソリー 

③オーソリー 

③オーソリー 

④決済完了情報 

④決済完了情報 

④決済完了情報 

⑤決済完了 

⑥お振込 

⑥お振込 

⑥お振込 

※お振込は各事業者よりお振込致します。 

決済 

精算 
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選べる決済方法 

静的QR LANDI A8 NEW9210 API接続 

端末 

決済種別 

通信環境 不要 Wi-Fi or SIM Wi-Fi or SIM 不要 

決済ブランド 各種主要ブランド 

初期費用 0円 0円 70,000円 案件次第 

月額費用 0円 1500円 
クレジットカード980円 
電子マネー1980円 

案件次第 

備考 
オリジナルデザイン希望の場
合は別途費用が発生します。 

QR決済のみの利用の場合、
月中華系決済15万円以上 

ご利用で月額無償 
2019年秋リリース予定 

取扱額次第で弊社にて改
修費全額負担可能 

off-line＆on-line 

※SIMプランあり 
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マルチ新端末のご紹介（2019年10月より順次リリース予定） 

国内決済センター 

電子マネー決済につきましては  
詳細確定次第ご案内申し上げます。 

（2019年10月より順次リリース予定） 

クレジットカード 

国内QRコード 

電子マネー 

端末A：端末価格7万円（定価） 

端末B ：端末価格7万円（定価） 

端末C ：端末価格7万円（定価） 

※Androidベースの複数機種で開発中 

中国決済センター 
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URL https://www.lakala-jpotal.com/ 

転載先 

 拉卡拉优惠分享号 

（会員数：4,000万人超） 

オープン日 2019年6月3日 

（おもむきにほん） サイト名 

「日本の旅行に更なる付加価値を」 
 

爆買いなどの「モノ消費」から、 

日本でしか味わうことのできない「コト消費」へ興味
がシフトしている訪日観光客。 

趣日本では、モノを売るのではなく、 

体験「コト」情報が充実したサイトを目指しています。 

モノ消費 コト消費 トレンドの変化 

  買物  宿泊   観光   飲食 

「趣日本」は中国人の方に向けた情報配信ポータルサイトです 
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Alipay ・WeChat Pay販促物一例 

加盟店様へのサポート＆キャンペーン 

① コールセンター24時間365日体制 

サポート 365 

② ラカラジャパンより販促物の一括配送 

キャンペーン キャンペーン 「discover」 「ラッキーマネー」 

Alipayアプリ内にある「descover」へ 
掲載が可能！ 
GPS機能により訪日中国人が近くにいたら
アプリから店舗を紹介されます！ 
アプリ内にはクーポン掲載可能！！ 

年間複数回wechatpayが開催するキャンペーン！ 
Wechatpayが使える店舗が対象となります！ 
専用QRコードを読み込むことでクーポン取得されます。 
取得後決済していただくことでその場でお値引き！ 
訪日中国人の抱え込みが可能です！ 

※店舗様のオペレーションの変更はありません。 


