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ご挨 拶
 今般の新型コロナ影響により、世界は一変しました。新たな生活様式（ニューノーマル）が生まれるとともに、終息した

場合もその後（アフターコロナ）の社会は以前の姿には戻らないとも言われています。そこではインターネットの果た

す役割が従前以上に飛躍的に伸び、非対面・非接触が肯定される、これまでの常識と異なる社会が実現してくるもの

と思います。少子高齢化と人口減少が同時に進む日本にとっては更に大きな転換期となりますが、こうした変化を肯

定的に捉え、新しい技術と斬新な発想力をもって活力ある日本の社会・経済を再生・維持していかねばなりません。

　
天災や疫病からの復興はこれから全世界で共通の課題となりますが、未来につながる真の復興のためには以前より

魅力的な付加価値の高いビジネスを生み出す必要があります。インターネットによって個人や小規模事業者も地域、

国境を超えたビジネスを立ち上げることが容易になり、企業の経済活動は大小を問わず国境を越えてグローバルに展

開してきたはずですが、現下で人や物の移動が制限される中、新たな世界で勝ち残るビジネスモデルを育てていくこと

が今後の日本経済の発展に欠かせません。

情報技術の進歩に伴い変化するビジネス環境に迅速に対応した最先端の決済・送金サービスを、安全かつ低価格で

提供することが、当社の企業理念であり事業の目的です。ICTと金融が融合したFinTechの発展は決済・送金コストを

劇的に低下させるだけでなく、新たな社会でより一層普及を果たし、これまでになかった新しいサービスを生み出す力

になることでしょう。

当社はNTTグループが有する情報技術をベースに、生まれたばかりのベンチャーの皆様はもとより、伝統ある企業様

がDX化を遂げて新たな時代に適応進化していくために必要な決済ソリューションを提供してまいります。お客様の課

題解決のお役に立てるよう日々サービス品質の向上に努めております。お客様からの忌憚のないご意見を頂戴できれ

ば幸いです。 
NTTスマートトレード株式会社

代表取締役社長　中村　芳博

会社組織図・沿革

平成��年

平成��年

平成��年

外国為替証拠金取引（FX）事業を開始する

NTTコミュニケーションズの���%子会社化

NTTコミュニケーションズ株式会社から

電子マネーサービス「ちょコム」を承継し、

事業を開始

平成��年

平成��年

資金移動業者の登録を行う

第三者型前払式支払手段発行者に登録

株主総会

取締役会監査役

社  長

経営企画本部 送金決済本部

サポートセンター

業務部

総務経理部

アライアンス営業部

情報システム部

マーケティング部

管理部

■沿革■会社組織図
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サービス

クレジットカード決済
最も多くの方に利用されており、ECショップはもちろん実
店舗でも欠かせない決済手段です。

���万口座を保有する口座タイプのプリペイド型電子
マネーです。

入金消込業務を大幅に効率化できるサービスです。 銀行の振込手数料を削減するアドバイスを当社が
行います。

毎月の料金案内や請求に関するコスト低減化をサポート。

請求業務サポートサービス

・ちょコムeマネー
・ちょコムポイント

電子マネー
・ちょコム送金
・学費公共スマート払い

オンライン送金サービス
・ちょコムショップ　　　　　　　　　　　

電子マネー販売

インターネットを利用した安くて便利な、振込代行
サービスです。

振込代行サービス：ウェブフリコム
収納手数料を削減するアドバイスを当社が行います。

収納手数料削減コンサルティング

銀行振込消込サービス 振込手数料削減コンサルティング

コンビニ決済
クレジットカードを持たない方や若い人によく使われている
決済手段です。

口座振替
幅広い年齢層に利用されており、会費などの継続課金に
おすすめです。振込忘れや振込間違いなどがなくなり、代
金回収業務の効率を高めます。

システム開発・接続が必要なく簡単にクレジット決済・ちょ
コムeマネー決済が導入いただけます。

かんたん導入：ちょコムメール決済

電子マネー決済：ちょコムeマネー

　法人向けサービス

　個人向けサービス
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決済サービス

クレジットカード決済

クレジットカード決済　導入のメリット

クレジットカード決済はオンライン決済の中で、最も多くの方に利
用されています。また実店舗でも欠かせない決済手段です。

最も利用されている決済手段
VISA、Master、JCB、AMEX、DINERSの国際�大ブランドに対
応しています。

国際�大ブランドに対応

加盟店やサービスプロバイダにおいて、クレジットカード会員
データを安全に取り扱う事を目的として策定された、クレジッ
トカード業界のセキュリティ基準で あるPCI DSS（Payment 
Card Industry Data Security Standards）に完全準拠して
います。

PCI DSS完全準拠

セキュリティコード（CVV/CVC�）や本人認証サービス（�Dセキュ
ア）にも対応し、お客様はもちろん事業者様にも安心してご利用
いただけるセキュリティ機能を備えています。

■セキュリティコード（CVV/CVC�）
クレジットカード・セキュリティコードとはクレジットカード決済時に、クレジット
カード番号とは別のコードを入力することで、不正利用リスクの軽減を図るもので
す。
■�Dセキュア（本人認証サービス）
�Dセキュア（本人認証サービス）とは、インターネットでのクレジットカード決済
の不正利用防止のために、カード発行会社が提供しているサービスです。

安心のセキュリティ機能

クレジットカード番号は弊社で管理いたします。事業者様での管
理は不要ですので、安心してご利用いただけます。

クレジットカード番号は、
NTTスマートトレード(株)が安全に管理

お客様のニーズに対応した多様な支払い方法をご提供します。

多様な支払い方法に対応

クレジットカード情報をお預りすることで、一度ご利用いただいた
ご利用者様はご注文の都度カード番号を入力しなくても決済をす
ることが可能になります。

クレジットカード番号入力スキップ機能

即時決済
決済完了後、即時に売上処理

仮売上決済
与信枠を確保して、後日売上処理

与信決済
与信のみを行い、後日金額を確定し決済

継続課金
毎月など、定期的・継続的な課金

分割・リボ・ボーナス払い
分割払い・リボ払い・ボーナス払い

➀ 商品注文

➄ 商品販売

➃ 承認

➂ 承認

➅ 代金支払い

お客様

➆ 代金支払い

カード会社

➁ クレジット
　 カード
    情報入力

➁ クレジット
　 カード
    情報入力

ネットショップ
実店舗

加盟店加盟店

クレジットカード決済の流れ

ちょコムｅマネーの仕組みを活用したクレジットカードでお支払いができる
決済サービスです。ちょコム会員でない方でも、通常のクレジットカード決
済と同様の手続きでカードでお買い物ができます。

➀注文

➃商品

➁支払い方法選択➁支払い方法選択

➂クレジット
　カードで支払い
➂クレジット
　カードで支払い

利用者 ちょコム加盟店

ちょコムeマネー購入 → 
ちょコムeマネーで支払い

ご利用者のクレジットカード情報は、
NTT スマートトレードで一括管理

○
○
銀
行

BANKBANK

加盟店
金融機関口座

NTT スマートトレードNTT スマートトレード

加盟店
貯金箱

出金
（現金化）

出金
（現金化）

月々の定額
支払にも対応

※このサービスは、ちょコムクレジットカード支払い用電子マネーをご購入い
ただき、その電子マネーで即時に支払いをするサービスです。

ちょコムクレジット支払い
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➀ 商品注文

➆ 商品販売

➅ 通知

➄ 通知

➇ 代金支払い

お客様

➃ 代金支払い

コンビニエンスストア

➁ コンビニ決済選択➂ 支払番号発行

ネットショップ

加盟店加盟店

ファミリーマートセブン - イレブン ローソン ミニストップ セイコーマート

ちょコムｅマネーの仕組みを活用したコンビニでお支払いができる決済サービスです。
ちょコム会員でない方でも、コンビニエンスストアでお支払いができます。

➀注文

コンビニ

SHOP

➁支払方法選択➁支払方法選択
➂支払い情報

➃コンビニで
　支払い

ちょコムeマネー購入 → 
ちょコムeマネーで支払い

利用者 ちょコム加盟店

ちょコムコンビニ支払い

※ご利用のコンビニエンスストアによって、支払手続きが若干異なります。

　コンビニ決済　導入のメリット

決済サービス
コンビニ決済

コンビニ決済はオンライン決済の中で、クレジットカード決済に
ついで多くの方に利用されています。クレジットカードを持たな
い方や若い人によく使われています。

クレジットカード決済に次いで利用されている
全国の主要コンビニエンスストア（セブン-イレブン、ローソン、
ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート）でご利用いた
だけます。

ご利用いだだけるコンビニエンスストア

日本全国のコンビニで��時間���日支払いが可能なので、
購入者にとって利用しやすい決済手段です。

��時間���日支払い可能
購入者は決済完了後に発行される払込番号等をもとに、コンビ
ニの店頭でお支払いいただけます。

簡単に支払い

お客様はインターネットで決済番号を確認するので、「払込用紙
の作成や発送」は不要です。コストが削減できます。

「払込用紙の作成や発送」が不要
お客様の入金金額の間違いも起こらず、入金確認も簡単にでき
るので、煩雑だった入金確認作業が用意になります。

入金確認が簡単

※このサービスは、コンビニエンスストアで電子マネーをご購入いただき、
　その電子マネーで即時に支払いをするサービスです。

コンビニ決済の流れ

04　法人向けサービス
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ちょコムメール決済の流れ

※ちょコムクレジット支払いは、ちょコムクレジットカード支払い用電子マネーをご購入いただき、その電子マネー
で即時に支払いをするサービスです。

利用者 ちょコム加盟店

○
○
銀
行

BANKBANK

加盟店
金融機関口座

➂支払い
　方法選択
➂支払い
　方法選択

加盟店
貯金箱

NTT スマートトレードNTT スマートトレード

ちょコムeマネー購入 → 
ちょコムeマネーで支払い

出金
（現金化）

出金
（現金化）

ご利用者
貯金箱

➃ちょコムeマネー
　で支払い

➄商品

➃クレジット
　カードで支払い
➃クレジット
　カードで支払い

➁支払い方法提示（メール等）➁支払い方法提示（メール等）
➀注文➀注文

決済サービス
かんたん導入：ちょコムメール決済

　ちょコムメール決済　導入のメリット

請求、支払いとも弊社が用意したサイトにアクセスして必要事
項を入力するだけ。��時間���日いつでもどこでも請求・支払
が可能です。様々なシチュエーションで決済を完了させること
が可能です。

メールで簡単請求・メールから簡単支払
本サービス導 入 においてシステム開 発や接 続 は 必 要 ありませ
ん。PCやスマホ等インターネットに接続できる環境があればすぐ
にご利用可能となります。

簡単導入

単発の支払い以外にも、月額または年額の決済にも対応して
おります。支払人は�度クレジットカード番号を入力すれば、あ
とは毎月もしくは毎年自動的にちょコムでの支払が可能となり
ます。

月額・年額決済にも対応
クレジットを利用した直接ちょコム払いとコンビニ等経由での
ちょコム支払を用意しております。クレジットカードを持ってない
人、利用したくない人にも対応しております。

多様な支払手段

最短�営業日で審査完了。早期に貴社サービス向上に寄与しま
す。

迅速審査
クレジットカード番号は、NTTスマートトレード社が保管します。
NTTの安心・安全感が貴事務所の信頼度を向上させます。

NTTの安心・安全感を提供

07　法人向けサービス
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請求業務サポートサービス[コンビニ払い型]は、コンビニでのお支払用バーコードを印刷した圧着ハガキを利用者様に事業者様名
義にて発送し、利用者様の収納状況をオンラインで確認いただけるWeb管理画面を提供します。

● 安心・安全な決済方法をラインナップしておくことは、購入率を上げる重要なポイント!! 本サービスでは、コンビニお支払用の圧着ハガキの作成・発送および収納
代行までをNTTスマートトレードがトータルに代行実施します。

● 利用者様のお支払結果（収納情報）をリアルタイムに通知します。収納結果の速報電文配信サービス/確報電文取得サービス（※オプション）の活用により、サービ
スの再開および停止の自動化も可能で、迅速なサービス提供にご活用いただけます。

● 売上料金の回収率を高めるには、便利で手軽な決済方法であることが重要です。本サービスは、全国の主要コンビニエンスストアに対応しており、近隣店舗にてお
支払いただける便利な環境を提供いたします。

本サービスは、クレジットカードを持てない若年層や不正利用などによりクレジットカード利用に抵抗感をもつ高齢者までをカバーする根強い人気のお支払方法
であるコンビニ払いを提供するサービスです。また、ハガキには事業者様のブランドロゴ印刷や告知掲載など、販促にもご活用いただけます。

請求業務サポートサービス[あんない型]は、料金案内ハガキの発送を代行するサービスです。ハガキには事業者様のブランドロゴの印刷やフリースペースへ告知掲載
するなど、販促にもご活用いただけます。
● 圧着ハガキのため、利用者様の請求金額などの料金のご案内も安心です。

● 開きたくなる圧着ハガキの心理的効果により閲覧率が高く、通常ハガキの約２倍の情報量の掲載が可能です。

● 事業者様の銀行口座への振込依頼等のご案内やサービス告知の掲載など、柔軟に対応可能です。

【特長とメリット】

【特長とメリット】

利用者様

➀ コンビニ払い用
　 データ
　 アップロード

➄ 収納情報提供

➁ 案内ハガキ
　 発送

事業者様
商材・サービス提供

iコレクト
（収納情報確認画面）

iコレクト
（収納情報確認画面）

ペイメント
サポートシステム

ペイメント
サポートシステム

➂ お支払

➃ 収納情報通知

コンビニ

収納代行
事業者

入金

お振込み
（収納代金）

利用者様

➀ 案内ハガキ用
　 データ
　 アップロード

➁ 案内ハガキ
　 発送

金融機関

事業者様

ペイメント
サポートシステム

商材・サービス提供

入金 口座振替○
○
銀
行

BANKBANK

決済サービス
請求業務サポートサービス

● 毎月の料金案内や請求に関するコスト低減化をサポート

● 案内データや請求データをアップロードするだけ、料金明細の印刷、請求書の印刷、郵送、コンビニの収納情報連携、収納代行業務をアウ

トソースすることで、お客様の業務効率化をサポート

サービスの特徴

請求業務サポートサービス[あんない型]は、ご利用料金のお引落し（口座自動振替）等の料金に関するご案内ハガキを利用者様に
事業者様名義にて発送します。各種情報や告知等も合わせて掲載することが可能な為、幅広くご活用いただけます。

＜あんない型＞サービス

＜コンビニ支払型＞サービス

08　法人向けサービス



預金明細に記載された振込人名が「カナ名」であることから非常に見づらい
いつ入金されるかわからないので常に預金明細の確認をしなければならない
入金確認が困難なケースがある（家族名義で振込、同姓同名の振込、第三者からの振込）

銀行振込消込サービスで解決可能です！！

➀購入意思

➁専用口座番号通知

➂専用口座番号通知

購入者 加盟店

○
○
銀
行

BANKBANK

加盟店銀行口座

加盟店販売サイト

NTT スマートトレードNTT スマートトレード

購入者専用
バーチャル口座

銀行口座

➃専用口座
　へ入金
➃専用口座
　へ入金

➄入金通知

➅貴社口座へ入金

入金消込業務に多くの手間をかけていませんか？
注文と入金の突合せ処理には多くの手間と時間がかかり、 また以下のような課題があります。

購入者へ専用の振込口座をご用意。
本口座に入金のあったものは振込名義人が誰であるにも関わらず購入者の振込と認識できます。
カナ名での確認がなくなります。

● 購入者専用振込口座

入金のあったものは、貴社に電文ならびにメー
ルで通知します。注文情報との突合せは貴社シ
ステムで自由に行えます。

● 入金通知

入金通知の最大タイムラグは１５分と
ほぼリアルタイムで入金確認が行えます。

● ほぼリアルタイムで入金確認

利用者にNTTの安心・安全感を提供できます。
● NTTの安心・安全

※月間減額分の算定は、過去の振込実績を基に算出します（コンサルによる引下げ後の振込実績ではありません）。

一括プラン 分割プラン

月間減額分の８ヶ月分を一括お支払
月間減額分の��％を��か月に渡り分割
お支払

�円

�円

�円

�円
初期費用

ランニング費用

成功報酬

銀行の振込手数料を削減するアドバイスを当社が行います。

現在の振込手数料よりも安くならなかった場合は、コンサル
報酬は一切頂きません。
もちろん初期費用も頂戴しません。

弊社のコンサルティング報酬は、全て成功報酬です。 従いまして、貴社の振込手数料が削減できなかった場合は、
報酬はいただいておりません。 具体的には以下のプランをご用意いたしております。

● 完全成功報酬
手数料引下げのお手伝いは短期間で完了します。貴社に長
い時間お手間等を掛けることはありません。

● 短期決着

振込時限の緩和等、手数料以外の条件緩和も期待できます。

● 振込条件緩和も

業務の効率化・コスト削減

銀行振込消込サービス

業務の効率化・コスト削減
振込手数料削減コンサルティング

銀行振込消込サービスの特長

振込手数料削減コンサルティングのメリット

成功報酬について
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毎月繰り返される取引先への支払い業務。大量の振込・送金データの作成や、銀行への送信は、大変な手間とお金のかかる仕
事です。
振込代行サービス「ウェブフリコム」 はインターネットを利用した、法人さま向けの振込サービスです。わざわざ銀行に出向かな
くても、お客様のパソコンから簡単に振込を行うことができます。
また、振込・送金業務の効率アップだけではなく、振込手数料の削減をはかることができる新しいサービスなのです。
※SOHOなどの個人事業主の方のご利用も可能です。

どんなに便利なサービスとは言え、会社の運営にかかわる大切な業務ですから、慎重になるのは当然
です。当サービスの仕組みや安全性についてよくご理解いただいた上で、導入をご検討ください。

ウェブフリコムは（株）フォーライフシステムが提供するサービスです。
当社は資金管理を受託しています。

ATMに並んだり、エクセルでデータを整
理したりするのは大変……

ウェブフリコムなら、振込も送金
データ管理も一括で行える！

 （株）フォーライフシステム

 NTTスマートトレード（株）

お客様の資金管理

契約窓口
システム保守
メンテナンス

2

1

4

3

送金処理終了確認

● フォーライフシステム
  データセンター

振込資金入金

振込依頼データ

振込依頼データ

振込依頼

当日振込

● NTT スマートトレード

● NTT スマートトレード
  提携金融機関

● お取引先さま

● 振込先銀行
  指定振込先口座

● お客様

インターネット

全銀
ネットワーク

振込依頼

資金管理

業務の効率化・コスト削減

振込代行サービス：ウェブフリコム
サービス概要

運営体制

以下の順に処理されていきます。

振込（データ・資金）の流れ
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ちょコムeマネーは、インターネット専用の電子マ

ネーです。ちょコム貯金箱にお金をチャージ（eマ

ネーの購入）し、ちょコムeマネーの加盟店（チケッ

トぴあやローチケなど）でお支払いができます。

また、MasterCard®ねっととしてもご利用できま

す。

ポイントモール等

他のポイントから交換

eマネーでショッピング

ちょコムeマネー

他のポイントに交換

電子マネー
ちょコムeマネー：ちょコムポイント

ちょコムeマネー

ネットショッピングや会員登録などでポイントが貯

まります。貯まったポイントはちょコムeマネーに交

換してネットショッピングしたり、他のポイントに交

換したりできます。

ちょコムポイント

チャージ
コンビニ
ATM
ネットバンキング
クレジットカード 電子マネー等に交換

ネットショッピング

チャージするチャージする

ネットバンキング
クレジットカード

コンビニ
ATM

貯める

使 う

使  う使  う

ポイントを貯めるポイントを貯める

ポイントを使うポイントを使う

・ちょコムポイント
  プレゼントモール

・ちょコムなんでも調査員

・ちょコムeマネーで
  ショッピング

・他のポイント

他のポイントからの交換

詳しくはこちら

交
換
す
る

交
換
す
る

使 

う

オンラインチャージ

現金チャージ

募金する

送付する

チャージする

さまざまなショップ　  
　　　　　　サービスでショッピングできます
さまざまなショップ　  
　　　　　　サービスでショッピングできます

ギフト券への交換（郵送）

電子マネー等への交換
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オンラインショップ
ちょコムeマネー：ちょコムショップ

購入方法
ご利用いただけるクレジットカードの条件

ご購入の流れ

STEP�：購入申込み

STEP�：翌営業日までに、IDをメールで送信します。

・ご利用いただけるクレジットカード ・�Dセキュア（本人認証サービス）

※ プリペイド式のクレジットカードはご利用いただけません。

❷ 規約に同意し、「購入口数」「お客様の情報（お名前、携帯電話番号、メールアドレス）」を入力してください。

❸ メールアドレスに送信された購入パスワードを入力してください。

❹ クレジットカード情報を入力してください。

❺ 内容をご確認ください。

❻ �Dセキュア（本人認証サービス）のパスワードを入力してください。

❼ 申込完了です（完了メールが送信されます）。

●ご利用限度額等
・ご利用限度額はご利用日を�日目として�日間��万円、月間合計��万円となります。ただし、当店でクレジットカードにて初めて購入された場合および、          

ご利用クレジットカードを変更した際は、購入／変更から��日間につきましては、�週間あたりのご利用限度額が�万円までとなります。

・�回あたりの券種ごとの購入枚数の上限は��口です。

● 返品について

�Dセキュア（本人認証サービス）とは、インターネットでのクレジットカード決済の不正利用防止のた

めに、カード発行会社が提供しているサービスです（無料）。

� D セキュアサービスの 名 称 は 、「 M a s t e r c a r d ®  S e c u r e C o d e ™ 」、「 V I S A  認 証 サービス」

となります。

❶ 「クレジットカードで購入」ボタンをクリックしてください。



A

支払先の銀行口座

支払い（振込）

銀行口座への支払い（振込）に、クレジットカードが使えます。

送金用電子マネー

送金人はちょコム送金口座の開設が必要！
※このサービスは、クレジットカードで送金用電子マネーをご購入いただき、その電子マネーを送金す

るサービスです。

家族への仕送りや家賃・ネットショップ代金をクレジットカードで銀行振込みできる！

※このサービスは、クレジットカードで送金用電子マネーをご購入いただき、その電子マネーを送金する
サービスです。

A

送 金
送金用電子マネー

送金する 受取る

B

残高は自分名義の銀行口座に出金できます。

送金人はちょコム送金口座の開設は不要！ 受取人はちょコム送金口座の開設が必要！

メールアドレスあてに
送金できます。
メールアドレスあてに
送金できます。 ちょコム送金口座

クレジットカードを使って相手のちょコ
ム送金口座に送金できます。
クレジットカードを使って相手のちょコ
ム送金口座に送金できます。

クレジットカードを使った送金を受け取
れます。
クレジットカードを使った送金を受け取
れます。

ちょコムバンク支払い

送金する 受取る

B

送金人はちょコム送金口座の開設が必要！ 受取人はちょコム送金口座の開設が必要！

A

送 金
送金用電子マネー

メールアドレスあてに
送金できます。
メールアドレスあてに
送金できます。ちょコム送金口座 ちょコム送金口座

相手のちょコム送金口座に送金できます。 ちょコム送金口座からの送金を受け取れます。相手のちょコム送金口座に送金できます。 ちょコム送金口座からの送金を受け取れます。

ちょコム送金口座間送金

ちょコムクレジットカード送金

オンライン送金サービス
ちょコム送金

ちょコム送金のサービス
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学 費 公 共
スマート払い

smart

「学費公共スマート払い」サービスは、ATMやインターネットによる授業料の支払いを認めている学校の指定口座に当社サイト
で手続きするだけで、クレジットカード振込みができるサービスです。通常のクレジットカードによる決済（支払い）と異なり、利
用者側に「送金手数料」が�.�％かかりますが、カードによるショッピング同様にポイントがつきます。実際の支払いは、通常の
ショッピング同様に後日カード会社から請求され、利用者の口座から引き落とされます。

法人の公共料金を指定口座にクレジットカードで支払い（振込み）がインターネットでできるサービスです。通常のクレジット
カードによる決済（支払い）と異なり、利用者側に「送金手数料」が�.�％かかりますが、クレジットカードによるショッピング同様
にカードのポイントもつきます。実際の支払いは、通常のショッピング同様に後日カード会社から請求され、利用者の口座から引
き落とされます。

１）学費の支払いの上限は���万円、公共料金の支払いの上限は��万円です。
２）原則、ご利用手続きの翌々営業日に指定の口座に当社から振込みを行います。
３）送金金額の�.�％が送金手数料としてかかります。
４）本サービスはクレジットカードのキャッシング枠ではなく、ショッピング枠を利用していますので、カードのポ

イントもつきます。
５）カード会社からのご利用明細には、「NTTガクヒスマートハライ」、「NTTコウキョウスマートハライ」と記載

されます。

学校の授業料をクレジットカードで銀行振込ができる日本初のサービス

電気・ガス・水道料金の支払い（振込み）がクレジットカードでできる

サービスの特徴

オンライン送金サービス

学費公共スマート払い

14

学費公共スマート払いの特長

カード会社

クレジットカード

翌々月請求

手続き お振込

電 気・ガス・水 道
会社

学費公共
スマート払い

サイト

カード会社

クレジットカード

翌々月請求

手続き お振込

学　校

学費公共
スマート払い

サイト
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��� �年 �� 月現在

会社概要

会社名
ＮＴＴスマートトレード株式会社
NTT Smart Trade Inc.

関東財務局長第 ����� 号（資金移動業者）
関東財務局長第 ����� 号（第三者型発行者）

電子マネー発行事業
送金決済事業
その他金融関連事業

〒���- ���� 東京都千代田区九段南 �- �- � りそな九段ビル �F

info@nttsmarttrade.co.jp

http://www.nttsmarttrade.co.jp/

平成 �� 年��月�日

�億���万����円

一般社団法人日本資金決済業協会（資金移動業者・第三者型発行者）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（���%）

代表取締役社長　中村芳博

事業内容

本店所在地

メールアドレス

ホームページ

設立年月日

資本金

登録番号

加入協会

株主

代表者・役職


