2019 年 10 月 16 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会

会員一覧
法人会員（256 社）
アイティアクセス株式会社

株式会社アイディテックジャパン

株式会社ＡＸＥＳ Ｐａｙｍｅｎｔ

アクセンチュア株式会社

株式会社朝日新聞社

旭精工株式会社

株式会社アプラス

アマノ株式会社

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・イン
コーポレイテッド

アララ株式会社

株式会社アルファロッカーシステム

ＡＵＲＦＹ ＪＡＰＡＮ株式会社

株式会社アルメックス

株式会社イオン銀行

イオンクレジットサービス株式会社

イオンフィナンシャルサービス株式会社

イオンリテール株式会社

株式会社一水製作所

出光クレジット株式会社

インコム・ジャパン株式会社

Ｉｎｇｅｎｉｃｏ Ｊａｐａｎ株式会社

ＩＮＳＰＩＲＹ ＪＡＰＡＮ株式会社

株式会社インテージ

株式会社インテリジェント ウェイブ

株式会社インフキュリオン・グループ

株式会社ヴィンクス

株式会社ＡＣＤ

Ａ・Ｔコミュニケーションズ株式会社

株式会社エクスタイム

江崎グリコ株式会社

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社

ＳＣＳＫ株式会社

エス・ビー・システムズ株式会社

ＳＢペイメントサービス株式会社

ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ株式会社

株式会社ＮＴＴデータ

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ

ｆｊコンサルティング株式会社

株式会社エポスカード

株式会社エムアイカード

株式会社エム・ソフト

株式会社エムティーアイ

エンタメコイン株式会社

王子ホールディングス株式会社

株式会社大分銀行

株式会社大垣共立銀行

沖電気工業株式会社

株式会社沖縄銀行

株式会社小田原機器

株式会社ｏｆｆｉｃｅ ＰＬＡＮ Ｂ

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社Ｏｒｉｇａｍｉ

株式会社オリコム

株式会社カウリス

加賀電子株式会社

カシオ計算機株式会社

株式会社カンム

キャナルペイメントサービス株式会社

九州旅客鉄道株式会社

株式会社紀陽銀行

Ｃａｐｙ株式会社

共同印刷株式会社

株式会社京都銀行

銀聯国際 日本支社

グーグル合同会社

株式会社クオカード

株式会社ＱＵＡＮＴＵＭ

株式会社クヌギ

クラウドキャスト株式会社

株式会社ＣＲＥⅰＳＴ

株式会社クレディセゾン

グローリー株式会社

ＫＤＤＩ株式会社

決済サービスコンサルティング株式会社

コイニー株式会社

株式会社ゴールドポイントマーケティング

コナミホールディングス株式会社

コモタ株式会社

株式会社コモニー

株式会社サニカ

株式会社佐山経済研究所

サンデン・リテールシステム株式会社

株式会社ジィ・シィ企画

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

株式会社ＪＳＯＬ

株式会社ＪＴＢ

Ｊ−ＮＥＴ株式会社

Ｊ． フロント リテイリング株式会社

株式会社ジェーシービー

株式会社滋賀銀行

株式会社静岡銀行

株式会社七十七銀行

芝浦自販機株式会社

島津エス・ディー株式会社

株式会社シマンテック

株式会社ジャックス

株式会社ジャパンネット銀行

昌栄印刷株式会社

株式会社Ｓｈｏｗｃａｓｅ Ｇｉｇ

信金中央金庫

株式会社すかいらーくホールディングス

Ｓｑｕａｒｅ株式会社

ＳＴＡＧＥ株式会社

株式会社ストランザ

株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー

住信ＳＢＩネット銀行株式会社

セイコーソリューションズ株式会社

株式会社西武ホールディングス

株式会社ゼウス

株式会社セガ・インタラクティブ

株式会社セディナ

株式会社セブン−イレブン・ジャパン

株式会社セブン・ペイ

株式会社ゼンショーホールディングス

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

ソフトバンク株式会社

株式会社ソラスト

ソラミツ株式会社

株式会社ソリマチ技研

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

ダイコク電機株式会社

株式会社タイトー

大日本印刷株式会社

株式会社髙島屋

髙島屋クレジット株式会社

株式会社高見沢サイバネティックス

ＴＡＣＨＩ＆Ｃｏｍｐａｎｙ合同会社

ＴＩＳ株式会社

Ｔ＆Ｉイノベーションセンター株式会社

ＴＦペイメントサービス株式会社

株式会社ディーカレット

株式会社ＴＢグループ

株式会社 T マネー

株式会社デジタルガレージ

テュフズードジャパン株式会社

株式会社寺岡精工

株式会社デンソーウェーブ

株式会社電通

株式会社電通国際情報サービス

ＴｅｎＴｅｎ株式会社

弁護士法人東海総合

東京海上日動火災保険株式会社

東芝インフラシステムズ株式会社

東芝テック株式会社

東プレ株式会社

有限責任監査法人トーマツ

凸版印刷株式会社

トヨタファイナンス株式会社

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

トランス・コスモス株式会社

ＮＡＹＡＸ株式会社

株式会社南都銀行

２２株式会社

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス

日本電気株式会社

ＮＩＰＰＯＮ Ｐｌａｔｆｏｒｍ株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

株式会社日本カードネットワーク

日本金銭機械株式会社

日本恒生ソフトウェア株式会社

日本ゲームカード株式会社

日本コカ・コーラ株式会社

株式会社日本コンラックス

日本信号株式会社

日本パーキング株式会社

日本美食株式会社

日本マイクロソフト株式会社

日本ユニシス株式会社

株式会社ネクステージコンサルティング

株式会社ネットスターズ

株式会社ネットプロテクションズ

農林中央金庫

株式会社野村総合研究所

パーク２４株式会社

株式会社博報堂

株式会社八十二銀行

株式会社八洋

パナソニック株式会社

株式会社バリューデザイン

株式会社パルコ

株式会社Ｈａｎｄｉｉ

東日本旅客鉄道株式会社

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

株式会社ビジコム

飛騨信用組合

株式会社日立製作所

株式会社ビックカメラ

株式会社百五銀行

株式会社百十四銀行

株式会社ビューカード

ビリングシステム株式会社

株式会社広島銀行

株式会社ファミリーマート

株式会社ブイシンク

株式会社フィンクロス・デジタル

ＦｉｎＴｅｃｈ株式会社

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

富士通株式会社

富士電機株式会社

株式会社フライトシステムコンサルティング

株式会社ｐｒｉｎｇ

株式会社フルタイムシステム

株式会社ブロードバンドセキュリティ

株式会社文宣ラボ

株式会社Ｐａｉｄｙ

ＰａｙＰａｙ株式会社

ベリトランス株式会社

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ

株式会社北洋銀行

ポケットカード株式会社

株式会社ＢＯＳＴＥＣ

株式会社マースエンジニアリング

マーチャント・サポート株式会社

Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ

株式会社マネーパートナーズソリューションズ

株式会社みずほ銀行

三井住友カード株式会社

株式会社三井住友銀行

三井住友トラストクラブ株式会社

三井不動産リアルティ株式会社

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

三菱ＵＦＪニコス株式会社

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

株式会社メディアシーク

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

株式会社メルペイ

モバイル・コマース・ソリューション株式会社

弥生株式会社

ユーシーカード株式会社

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト

株式会社横浜銀行

株式会社読売新聞東京本社

ライフカード株式会社

ＬＩＮＥ株式会社

ＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会社

楽天カード株式会社

楽天ペイメント株式会社

株式会社ラッセル

株式会社リクルートライフスタイル

株式会社りそなホールディングス

株式会社リンク・プロセシング

株式会社リンクス

レシップ株式会社

株式会社ロイヤルゲート

ロイヤルホールディングス株式会社

株式会社ローソン

ローレルバンクマシン株式会社

ワイジェイカード株式会社

株式会社ワイズロジック

有限会社和晃

団体会員（53 団体）
一般社団法人ＩＤ認証技術推進協会

ＥＣ決済協議会

岩村田本町商店街振興組合

一般財団法人関西観光本部

一般社団法人クレジットカードアドバイザー協会

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

一般財団法人さっぽろ産業振興財団

一般社団法人新経済連盟

スイフト・ジャパン株式会社

杉並区商店会連合会青年部

石油連盟

全国共通商品券連絡協議会

一般社団法人全国銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

一般社団法人全国スーパーマーケット協会

一般社団法人全国地方銀行協会

事業協同組合全国焼肉協会

一般社団法人全国労働金庫協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人電子決済等代行事業者協会

2020 年東京オリンピック・パラリンピックを活用した
地域活性化推進首長連合

一般社団法人日本ＩＴ団体連盟

一般社団法人日本アミューズメント産業協会

公益社団法人日本医師会

特定非営利活動法人日本エステティック機構

日本カード情報セキュリティ協議会

日本貸金業協会

一般社団法人日本キャッシュレス化協会

日本クレジットカード協会

一般社団法人日本クレジット協会

公益社団法人日本歯科医師会

一般社団法人日本資金決済業協会

一般社団法人日本自動認識システム協会

日本自動販売協会

一般社団法人日本自動販売システム機械工業会

日本商工会議所

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタン
ト・相談員協会

一般社団法人日本ショッピングセンター協会

一般社団法人日本スーパーマーケット協会

日本生活協同組合連合会

一般社団法人日本損害保険協会

日本チェーンストア協会

日本電子決済推進機構

日本百貨店協会

一般社団法人日本フードサービス協会

一般社団法人日本ブロックチェーン協会

公益社団法人日本マーケティング協会

公益社団法人日本薬剤師会

一般社団法人日本旅館協会

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人Ｆｉｎｔｅｃｈ協会

一般財団法人流通システム開発センター

自治体会員（76 自治体）
秋田県

有田川町（和歌山県）

有田市（和歌山県）

印南町（和歌山県）

石川県

茨城県

岩手県

岩出市（和歌山県）

雲南市

大分県

岡崎市

沖縄県

海南市（和歌山県）

加賀市

鹿児島県

神奈川県

金沢市

上富田町（和歌山県）

木更津市

北山村（和歌山県）

紀の川市（和歌山県）

紀美野町（和歌山県）

京都市

京都府

串本町（和歌山県）

九度山町（和歌山県）

神戸市

高野町（和歌山県）

古座川町（和歌山県）

御坊市（和歌山県）

埼玉県

佐賀県

札幌市

鯖江市

静岡県

静岡市

白浜町（和歌山県）

新宮市（和歌山県）

すさみ町（和歌山県）

太地町（和歌山県）

辰野町（長野県）

田辺市（和歌山県）

千葉市

栃木県

苫小牧市

富山県

豊田市

豊橋市

長岡市

長崎県

長野県

那智勝浦町（和歌山県）

橋本市（和歌山県）

日高町（和歌山県）

広島市

深谷市

福岡県

福岡市

福井県

福井市

福島県

福山市

北海道

町田市

松江市

三重県

みなべ町（和歌山県）

南房総市

美浜町（和歌山県）

宮城県

宮崎県

山形県

山口県

由良町（和歌山県）

和歌山県

和歌山市

個人会員（5 名）
神戸大学 大学院 経営学研究科教授

藤原 賢哉

上智大学 理工学部 情報理工学科教授

林 等

学校法人明治大学 政治経済学部教授

小早川 周司

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 唯根 妙子

九州⼤学 法学研究院准教授

平⼭ 賢太郎
以上

