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決済サービスへの取組み

◇バーコード付の伝票規格
共通化で、どの会社の収納
窓口にもなれるように

◇現在、約３２０社の料金
収納業務を代行

◇年間の取扱件数は
約２億５，９００万件

（金額で約２兆３，８００億円）
【２００６年度実績】

◇全ての金融機関について、
皆様がＡＴＭを利用出来る
ように提携を推進

◇一日一店舗の平均利用
件数は約１００件

◇０７年３月現在
１２，０００台以上が
年中無休で稼動中

◇皆様が、身近な場所で
お使い頂ける電子マネーを
全国のセブンーイレブンで

◇お客様との結びつきを強く
する新たなツール

８７年～料金収納代行８７年～８７年～料金収納代行料金収納代行 ０７年春～
電子マネーｎａｎａｃｏ
０７年春～０７年春～

電子マネーｎａｎａｃｏ電子マネーｎａｎａｃｏ０１年～セブン銀行０１年～０１年～セブン銀行セブン銀行

みんなの窓口。みんなの窓口。みんなの窓口。 みんなの小銭入れ。みんなの小銭入れ。みんなの小銭入れ。みんなのＡＴＭ。みんなのＡＴＭ。みんなのＡＴＭ。

◇社会インフラとしての、７-１１チャネルのクオリティと安心感をお客様に提供
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ｎａｎａｃｏの種類

◇ｎａｎａｃｏを利用する媒体は以下の通りです

おサイフケータイ

（NTTドコモ・au）
おサイフケータイ

（NTTドコモ・au）

ｎａｎａｃｏはサービス開始当初から２種類の媒体をご提供しますｎａｎａｃｏはサービス開始当初から２種類の媒体をご提供します

店舗で発行するカード店舗で発行するカード

※１５歳以下の方は
親権者の同意確認
の為、店頭申込のみ
とさせて頂きます

・発行手数料は無料！
・クレジットカード不要
・アプリで利用履歴も
確認可能！

＜店舗でのサービス開始＞
4/23 東京 5/14 関東･東北

5/28 その他全国

＜入会のご登録開始＞
4/10 NTTドコモ

4/12 au

サービス開始当初は２００ポイントをプレゼントする入会キャンペーンを実施します

携帯電話の写真は
・ＮＴＴドコモ ホームページ
・ＫＤＤＩ ホームページ

より出典
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ｎａｎａｃｏサービス スケジュール

◇ｎａｎａｃｏのサービスを順次スタートしてまいります

６月５月４月

関東、東北 7-11店頭でのサービス開始

東京都 7-11店頭でのサービス開始4/23（月）

5/14（月）

その他全地区
7-11店頭でのサービス開始5/28（月）

nanacoサイトオープン/ネット上で入会登録開始/
おサイフケータイ（NTTドコモ）アプリ ダウンロード開始

4/10（火）

おサイフケータイ（ａｕ）アプリ ダウンロード開始
ａｕ 公式メニュー掲載

NTTドコモ 公式メニュー掲載

4/12（木）

4/16（月）

7-11店頭サービス

Ｗｅｂサイト／おサイフケータイ
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ｎａｎａｃｏのサービス概要

1 ２

３ ４

5

ｎａｎａｃｏサービス 各社の役割

・ｎａｎａｃｏブランド管理

・カード発行、管理、運用、会員募集

・ＱＵＩＣＰａｙ 機能の利用申込受付

ポ
イ
ン
ト

電
子
マ
ネ
ー

カード

・レジでのｎａｎａｃｏサービス対応

・ｎａｎａｃｏポイントサービスの提供

・セブン‐イレブンの各システムとの連携

《《メリットメリット》》
①①お客様の利便性向上お客様の利便性向上
②②売上、来店客の増加売上、来店客の増加
③③レジ効率向上レジ効率向上
④④現金ハンドリング負荷の軽減現金ハンドリング負荷の軽減

《《役割役割》》
①①会員募集と入会受付・カード発行会員募集と入会受付・カード発行
②②ＰＯＳレジスター操作ＰＯＳレジスター操作
（チャージ、支払い、残高確認、ポイント交換）（チャージ、支払い、残高確認、ポイント交換）
③③お問合せへの対応（お問合せセンターへ）お問合せへの対応（お問合せセンターへ）

・ｎａｎａｃｏカードの全体戦略

・グループ事業会社への展開推進

・アイワイ・カード・サービスへのシステム

開発サポート

・ｎａｎａｃｏサービスのビジネスモデル検討

・ｎａｎａｃｏのチャージ（新型ＡＴＭ）

７－１１加盟店

・事務センターの運用

・会員情報登録・管理

・外部加盟店の募集・管理

・システム運用センターの運用

・リーダーライター・カードの認証

・マネー・ポイントのデータ処理
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ｎａｎａｃｏ、ポイントの利用
◇サービスの全体イメージ

発券

ｎａｎａｃｏチャージ

ポイント付与

＜ＩＣカード＞

ＩＣカード
読取部

・ｎａｎａｃｏ
・ポイント

ポイント交換

＜発行手数料＞＝３００円
＜ポイント制度＞
・定率ポイント＝お買上げ１００円毎に１ポイント
・ボーナスポイント＝特定商品購入時に付与されるポイント

＜POSレジスター＞
・マルチリーダー
ライター一体型

＜システム運用センター＞
・セキュリティ認証
・利用明細管理ｎａｎａｃｏ支払

＜カード発券機＞
・ＩＣカード50枚格納

＜事務センター＞
・会員登録、管理
・コールセンター

＜おサイフケータイ＞

お店お客様 運用側

7

ｎａｎａｃｏカードの発行方法

③発券機よりカードを発券

④レジの読取部にかざし
有効化

⑤発行手数料を受領
カードをお渡し

①入会申込書を記入
又は

ｎａｎａｃｏホームページ
にて事前登録

②レジにて入会申込書の
バーコードをスキャン

◇ここからは、ｎａｎａｃｏのサービス内容をご説明します～まずはカード発行から

⑥レジでチャージして
ご利用開始
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おサイフケータイの入会方法

③会員情報を登録

④入会完了 ⑤7-11のＰＯＳレジで
チャージ、ご利用開始

①ｎａｎａｃｏホームページ
にアクセス

②ｎａｎａｃｏアプリを
ダウンロード

◇ＮＴＴドコモ、ａｕのおサイフケータイ がご利用可能です

※おサイフケータイは
株式会社ＮＴＴドコモの
登録商標です

9

電子マネーのチャージ方法

◇ＰＯＳレジスターでチャージを行います

①チャージをお申し出
②現金をお預かり

③カード、おサイフケータイを
レジの読取部にかざす

・チャージは１，０００円単位で行えます

・ｎａｎａｃｏ残高上限額は３万円未満

④レシートで内容確認

４０００円
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ｎａｎａｃｏでの支払方法

①商品をレジ登録 ②ｎａｎａｃｏでのお支払を
お申し出

③カード、おサイフケータイを
レジの読取部にかざす

・ポイントは「即時に付与・交換可能」

・１００円（税抜）毎に１ポイント付与

・一部、ご利用できない商品、ポイント付与
対象外の商品があります

・残高不足の場合、その場でチャージも可能

・別途、ＰＯＳレジ、ｎａｎａｃｏホームページで
残高確認も行えます

④レシートで内容を
ご確認
・ｎａｎａｃｏ支払額
・ポイント付与数

◇小銭いらずで、さっとお買い物できます

◎利用の度にきちんと明細が出るので安心！

11

ポイントのｎａｎａｃｏへの交換方法

◇ｎａｎａｃｏポイントは、ＰＯＳレジスターでｎａｎａｃｏに交換してご利用いただけます

①ポイント交換をお申し出 ②レジの読取部にかざし
ポイント残高を確認

③交換ポイント数をご指定

・１ポイント単位で交換可能
・１ポイントは『ｎａｎａｃｏ』１円分に相当
・交換手数料＝交換額の1％

④再度レジの読取部にかざし
交換完了

⑤レシートで内容をご確認
・ｎａｎａｃｏ残高
・ポイント残高

ｎａｎａｃｏ残高が１９，９００円
ポイント残高が１９５Ｐだった場合

ｎａｎａｃｏ残高が１９，９００円
ポイント残高が１９５Ｐだった場合

＜解説＞
・１００ポイントをｎａｎａｃｏに交換
・１ポイントの交換手数料が発生

※合計１０１ポイントの引き落し
⇒ｎａｎａｃｏ残高が２０，０００円に
⇒ポイント残高が９４ポイントに

＜解説＞
・１００ポイントをｎａｎａｃｏに交換
・１ポイントの交換手数料が発生

※合計１０１ポイントの引き落し
⇒ｎａｎａｃｏ残高が２０，０００円に
⇒ポイント残高が９４ポイントに
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マルチリーダーライター

◆お客様の視点
・まだまだ使える場所が少ない
・カードの種類がたくさんあって煩雑
・いちいち場所によって使い分けしなければいけない

◆小売店の視点
・各電子マネーに対応するリーダーライターを置く必要
があるが、置ける場所には限りがある
・外付型の単独端末は実際には使いづらい

※電子マネー別
専用リーダーライター

iＤ
（出典：ｹｰﾀｲWatch HPより）

ＱＵＩＣＰａｙ
（出典：日経BP HPより）

Ｅｄｙ
（出典：天文館どっとこむHPより）

Ｓｕｉｃａ
（出典：ﾃﾞｼﾞｶﾒWatch HPより）

TM

セブン-イレブンのマルチリーダーライターは

１．一台で複数の規格を読み書き可能

２．一体型ＰＯＳレジスター一体型ＰＯＳレジスター
※「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理する

プリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

※「Suica」は東日本旅客鉄道
株式会社の登録商標です。

※「iD」「DCMX」は株式会社ＮＴＴドコモの
商標または登録商標です。

13

ｎａｎａｃｏカードの発行管理

①申込書番号入力 ②発券 ③カードを有効化 ④その場で利用可能

システム運用センター
事務センター

・センターで
チェック

（在庫管理）※最大５０枚格納

・センターと連動
した在庫管理

・センターへ
セキュリティ認証

・申込書送付
・会員情報登録

◇発券機を使い、発行前
カードの在庫管理
（センターとも連動）

安全なカード発行安全なカード発行

◇カードを有効化（センター
認証）して使用可能

◇会員情報とカードの紐付け

◇『ｎａｎａｃｏ』を安心してお使い頂く為のバックシステムが整備されています
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ｎａｎａｃｏを支えるネットワークインフラ

◇セブン－イレブンの高品質な専用線ネットワークが、

『オンラインチャージ方式』により高いセキュリティを確保しつつ、
『レジ約１秒チャージ』を実現しています。

『ｎａｎａｃｏ』を強力にバックアップします

高速大容量高速大容量高速大容量

ｎａｎａｃｏシステム運用センターｎａｎａｃｏシステム運用センター 全国の全国のセブンーイレブンセブンーイレブン

高品質な光ファイバーネットワーク高品質な光ファイバーネットワーク

常時接続
（リアルタイム）

常時接続常時接続

（リアルタイム）（リアルタイム）
高い稼働率と
信頼性

高い稼働率と高い稼働率と
信頼性信頼性

定額制定額制定額制
高い安全性高い安全性高い安全性

高度な暗号化
セキュリティ

高度な暗号化高度な暗号化
セキュリティセキュリティ

15

第６次システムのインフラが
流通と電子マネーを一体化

第６次システムのインフラが
流通と電子マネーを一体化

○電子マネー決済サービスの提供
・チャージ、決済、残高確認
○ポイントサービス
・ポイント取得
・マネー、景品への交換

決決 済済

利用加盟店拡大利用加盟店拡大

サービスサービス

○ネットにて…
・残高・利用履歴照会
・会員別情報発信

情報活用情報活用

お客様情報
データベース

・マルチコピー機サービス等
との連携
・会員限定サービスの提供

○7＆ｉグループ各店、外部加盟店
へ展開
・7-11→7＆ｉグループ各店での利用
（7＆ｉグループ共通ポイント）
・利用加盟店を拡大し利便性を追求

第６次システムが可能とする『ｎａｎａｃｏ』の拡充、今後の可能性

○今後の検討として、各種
サービス等との連携

○高品質な専用線ネット
ワーク
○店舗総合情報システム
・ＰＯＳレジスター
・ストア・コンピュータ
・マルチコピー機
○本部情報分析システム
○情報発信システム
○センターシステム基盤

第６次システムインフラ

○商品開発への活用
・チームマーチャンダイジングに
よる情報共有

○プロモーションへの活用
○個店の顧客属性分析の拡充
立地タイプ別の商圏分析への
活用
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セブン＆アイHLDGS.への拡がり

０７年春 ０７年秋以降 ０８年度以降

17

最後に

流通業として独自の電子マネーを発行する上で、お客様に
毎日安心してお使い頂けるよう、セブンーイレブンのインフラ
を活用し、段階的にサービスを拡充してまいります

流通業として独自の電子マネーを発行する上で、お客様に
毎日安心してお使い頂けるよう、セブンーイレブンのインフラ
を活用し、段階的にサービスを拡充してまいります


