
CAFIS Arch

電子サイン

お店の負担を    
軽減するための仕組み 

シンクライアント総合決済プラットフォーム

「CAFIS Arch」は、さまざまな決済端末に対して決済機能・インバウンド

機能・付帯機能を提供するシンクライアント方式の総合決済プラット

フォームです。 決済アプリ機能をセンタ側で保存するため、加盟店

様における DLL 操作が不要で端末設置が容易です。 日計機能もセン

タ側で管理するため、端末側での日計処理が不要です。 センタ側に新

たなアプリを登録すれば、端末側で利用可能なため、機能・業務追加

が容易です。

決済機能

付帯機能

インバウンド向け機能

カード会社

金融機関

電子マネー
事業者CAFIS Arch 端末

Internet

4G（LTE） CAFIS Arch
美しく、タフで、スマートな端末。
そして、最もベストな端末です。
＞ https://solut ion.caf  is. jp / caf  is_arch/

お客様保有のスマートフォンなどと

連携し、お客様業務と決済業務の

連動が可能

スマートデバイス連携型

パスポートリーダー
本体とピンパッド

バーコードリーダー

国旗表示による決済通貨選択

店員さまの負担を
軽減するための仕組み 

据置型と
オプション周辺機器

CAFIS Arch 据置型は、

オプション機器を接続し、

電子サインや免税書類発行も

対応可能な All-in-one 端末

通信モジュールを搭載した

モバイル型。 集金や飲食店に

おけるテーブルチャージなど

場所を選ばず決済が可能

モバイル一体型

お客様のサインを印字伝票に頂く必要は

ありません。CAFIS Arch 据置型の電子

サインパッド、またはCAFIS Arch モバイル

一体型のディスプレイ上に電子サインを

して頂くことで、決済伝票 (カード会社控え)

を電子化します。

カード会社控え伝票の出力がなくなるため、

お客様店舗における伝票運送等の煩雑な

紙運用負荷を軽減します。

多通貨決済サービス「CAFIS DCC」では、

決済通貨を選択することが可能です。

CAFIS Arch 据置型の電子サインパッド、

またはCAFIS Arch モバイル一体型の

ディスプレイ上には選択可能な通貨の国

旗が表示されます。

言葉が通じなくても、指先でお客様にご

案内することができます。

● 「CAFIS」、「CAFIS Arch」、「CAFIS DCC」、「CAFIS Presh」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NTTデータ
IT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/ 決済サービスのさらに向こうへ

端末ラインナップ

非接触ICカード
リーダーライター 電子サインパッド

※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。

※ 「スマートデバイス連携型」は、

    2016年度中に市場投入予定です。



C
加盟店様

D
加盟店様

E
加盟店様

ありとあらゆる日本中のお店に役立ちます
CAFIS Arch は、据置型、モバイル一体型、スマートデバイス連携型を用意しており、さまざまなシーンで利用できます。

さらに据置型は周辺機器を用意しており、お店に適したさまざまな組み合わせが可能です。 

どれを選んでも、完璧にお店をサポートします。

インバウンド・地方創生のための
最適なツール

CAFIS Archは、カフェテリア方式
柔軟性と拡張性に優れたクラウド型

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。

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。  

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。

CAFIS Arch を置くこと、それがもっとも簡単な解決方法です。

中国・韓国・台湾の
クレジットカード対応

多通貨決済サービス「CAFIS DCC」
世界中の15の決済に対応

免税書類発行サービスで
免税処理時間を大幅に短縮

いまや世界的に利用されている「銀聯
カード」、韓国国内でもっとも利用されて
いる「シンハンカード」、台湾 FISC 加盟
銀行発行の「台湾キャッシュサービス」、
すべてCAFIS Arch で利用できます。
※「台湾キャッシュサービス」は、2017年中の
    対応予定です。

訪日外国人旅行者に対して、自国通貨建て
決済を提供します。これで、為替変動を
気にせず、お買い物ができます。
訪日外国人旅行者の利便性・満足度向上、
お店に対する「お気に入り」度も向上します。

「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。
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。

従来の免税処理
(手書きなど)

CAFIS Arch
免税処理約10分

1～ 2分
韓国
20%

中国
25%

台湾
19%

訪日外客数割合

その他
36%

クレジット・デビット・電子マネー 駐車券システム連携 免税書類発行

売上レポート ポイント連携 Card Linked Of fer

CAFIS の CLOサービスである
CAFIS Presh との連携により、
スマートフォンを利用し、
お店のクーポン情報などを
顧客に送信し、顧客の囲い込み、

お店の販売促進を可能とします。
※「CAFIS Presh」は個別のサービスです。

   「CAIFS Arch」とのクーポン等の連携は、将来的に実現予定です。

煩雑な「購入記録票」の
手書き入力作成を、CAFIS 
Arch 端末に接続された
パスポートリーダーにて

パスポートの自動読み取りおよび端末よりの
情報入力により、スピーディーに免税手続きを
完了することができます。

お客様の既存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。

各テナント・店舗毎の売上
(現金売上、クレジット売上等)
や来客数などをCAFIS 
Arch 端末に入力すると、
CAFIS Arch センターにて

各端末より送信された情報を集計し、
売上を管理されている本部に送信します。

大型商業施設業態における
駐車券システムとの連携が
可能です。 CAFIS Arch端末
に接続されたバーコード

リーダーにて駐車券バーコードを読み取り、
テナント毎に決済された金額を施設様の駐車券
システムへ中継します。

※ 交通系 IC シンボルマークは、交通系 IC カード全国相互利用の

    シンボルマークであり、各交通系事業者の電子マネーが使用可能です。    

    ただし、PiTaPa は電子マネー相互利用の対象外です。

※ 電子マネーの対応種類は、2017年までに順次拡大予定です。
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モバイル一体型

モバイル一体型

モバイル一体型

百貨店催事場

物販決済 (クレジット、銀聯、多通貨 )、
電子サイン

物販決済(クレジット、銀聯)

飲食のテーブルチャージ
(クレジット、銀聯)、電子サイン

従来の決済端末は端末内にアプリケーションを実装していたため、新たな決済アプリケーションの追加、削除には

保守員派遣やセンドバックが必要でした。 CAFIS Arch は、決済アプリケーションをセンタ側に保有するクラウド型。 

センタ側に新たなアプリケーションを追加登録すれば、すぐに端末側で利用可能です。

さまざまな端末・周辺機器を揃えたクラウド型。 やりたいこと、必要なものだけ選べます。

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、さまざまな決済サービスに対応。

それだけではありません。 CAFIS Arch は、インバウンド対応の決済サービス、さらに、決済の周辺サービスまで1台でご提供します。 

つまり、決済端末の未来です。

決済サービスのさらに向こうへ

百貨店 各Shop

物販決済 (クレジット、銀聯、多通貨 )、
電子サイン、免税書類発行、駐車券システム連携

ホテルレストランホテルフロント

据置本体
ピンパッド

電子サイン
パッド

据置本体
ピンパッド

電子サイン
パッド

パスポート
リーダー

バーコード
リーダー

住宅軒先

宅配 (ピザ等 )決済
(クレジット、電子マネー)

生損保等外交員
商品説明・収納

スマート
デバイス
連携型

パスポートリーダー 非接触ICカードリーダーライター モバイル一体型

B
加盟店様

クレジット決済 デビット決済 免税書類発行
電子サイン
(伝票保管)

中国銀聯決済
CAFIS DCC
(多通貨決済)

電子マネーマネークレ デビ 免税 サイン 銀聯 多通貨

A
加盟店様

基本的な
クレジット・
デビットで
OK。

クレ デビ

クレジット決済に
加えて免税処理も利用。

電子サインも
導入したい。

クレ 免税 サイン

クレジット決済と
銀聯決済を利用。
多通貨決済も
導入したい。

クレ 銀聯 多通貨

とにかく
利用できるサービスは、
すべて利用したい。
クレ

銀聯 多通貨

デビ 免税 サイン

マネー

テーブルチャージ
決済で、

多通貨決済を
導入したい。

クレ デビ 多通貨

据置型本体 ピンパッド 電子サインパッド

SC・量販店レジ 免税カウンター 観光施設窓口

フィットネス窓口 ブランドShop レジ 小売店レジ※ 端末機種により対応可能なサービスが異なります。  詳細はお問い合わせください。


