
企業の「ガバナンス強化」「コスト削減」
「プロセスの効率化」を実現。

日常の「立替え払い」を削減し、経費精算業務を効率化

●クレジットカードのご利用金額の精算は、経理システムに合わせて、
口座引き落としまたは振り込みから選択が可能。

●決済方式は法人審査でカードを発行する「会社決済方式」と個人
審査でカード発行をする「個人決済方式」からお選びいただけます。

MUFGカード コーポレート
カード利用条件の設定が可能な使い切りの法人カード

●MUFGカード パーチェシングにひも付く子カードで、カードの利用条件（利用可能額、利用期間など）
を自由に設定することができる1回使い切りの法人カードです。

MUFGカード バーチャル

経費管理をコントロールできる法人向けプリペイドカード

●予めカードに入金（チャージ）し、その範囲内で利用可能な“前払い
式”の法人向けのプリペイドカードです。

●“前払い式”のため、利用する分だけチャージすることが可能で、従業員
による「経費の使い過ぎ防止」が可能になります。

●国内外のMastercard®加盟店やインターネット通販で利用できます。

Bizプリカ

海外出張時の航空券代金や宿泊・飲食費などを一元管理

●世界310社以上の航空会社の国際航空券が発券・精算可能な「JAL 
PassAgeコーポレートプラン」と「MUFGカード コーポレート」が
ひとつになったソリューション。

●航空券の精算と出張中の経費精算データをまとめて会計システム
に連携できます。社員コードや出発・搭乗空港などのデータ還元も
可能です。

●「JAL PassAgeコーポレートプラン」を利用して複数の旅行会社
経由で購入した航空券は、支払い先を（株）JALマイレージバンクに
一本化できます。

CPS（Corporate card PassAge Solutions）

導入企業 サプライヤー

XX-XXXXX-XX

XX-XXXXX-XX

決 済

決 済
パーチェシング
カード

請求はパーチェシングカードに一本化

バーチャルカード番号

非対面取引に導入いただけるカード非発行型の法人カード

●インターネット広告費、通信費、公共料金などの法人間取引の経費精算において、ご利用いただける
法人カードです。

●カードレスのためカード管理が不要で、カードの盗難・紛失による不正利用などのリスクも軽減できます。

MUFGカード パーチェシング

導入企業 請 求

カード払いが可能に

サプライヤー
（カード加盟店化）

パーチェシング
カード

企業のさまざまな決済ニーズに対応した、三菱UFJニコスが推進するソリューションです。
法人分野における5つの決済方法をラインアップ、導入する企業のシステム環境や用途に
合わせた最適なサービスを提供します。

企業の購買プロセス高度化を支援する包括的なソリューション

ＭＵＦＧ ＣＡＲＤ ＨＯＲＩＺＯＮ
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加盟店さまの「販売機会の拡大」や
「業務効率の向上」に寄与

充実のキャッシュレス決済

多様化するキャッシュレス決済の
ニーズに対応、
販売スタイル最適化へ。

これまでに、さまざまな業種・業態にキャッシュレス決済
を導入する中で培ってきたノウハウを生かし、加盟店の
皆さまに安全・安心・快適な決済環境をご提供します。

カード決済端末の設置、POSシステムやセルフ
レジへの対応など、ニーズに合わせたキャッ
シュレス決済に対応可能。また、安全・安心に
ご利用いただけるよう、高セキュリティの端末
導入を進めています。

ECなどの通信販売での取り引きでも、幅広い
メニューを取りそろえ、ニーズに合わせた決済
手段がご利用可能。また、不正利用対策として
「3Dセキュア」による本人認証サービスを利用
した取り引きへのシフトを進めています。

公共料金（電気・ガス・水道等）や携帯電話
通話料、保険料、プロバイダー料金といった、
月々発生する継続利用料金などの決済業務
をサポートします。

店頭決済メニュー
「MUFGカード」「DC」「NICOS」ブランドをはじめ、Visa・Mastercardといった国際
ブランドや各種電子マネー、外貨建て決済サービスなど幅広い決済メニューを取りそろえる
ほか、昨今ニーズが高まっている「非接触決済」にも対応しています。

取り扱い
ブランド

取り扱い
非接触決済

取り扱い
電子マネー
ブランド

取り扱い
サービス

EC決済

継続利用
決済

店頭決済

外貨建て
決済

※PiTaPaはご利用いただけません。※PiTaPaはご利用いただけません。

¥ ＄
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パスコード
または生体認証で
かんたんにログイン

ご請求金額や
ポイント残高など、
お取引情報をいつでも確認

当社以外のクレジットカード、
銀行口座、電子マネーなどの
情報もまとめて確認

お支払い日や
ご利用日を
カレンダーでチェック

マイルやポイントが
失効する前に
プッシュ通知でお知らせ

アプリの5つのメリット

1

2

3

4

5

インターネット決済の多様化が進むなか、その大半をカバーできる多彩な決済方法を
ラインアップ。加盟店の皆さまのさまざまな業態や受注形態・システム環境に合わせ、
幅広いサービスをご提供します。

多彩なEC決済メニュー／継続利用決済

三菱UFJ銀行の入金照合サービス「けしこみ超人」を利用した
収納代行。お客さまごとに入金照合専用のバーチャル口座番号
を通知することで、繁雑な入金照合作業の短縮化が図れます。

バーチャル口座決済

新聞購読料などの、月々の代金回収を「お手軽・簡単」に行う
ためのカード決済システム。カード情報を保有することなく、
安心してカード決済がご利用できます。

リカーリングシステム
（登録型クレジットカード請求システム）

電子決済システム「ペイジー」を活用した収納代行。約1,200の
提携金融機関のインターネットバンキングやATMにてお支払い
が可能です。

ペイジー決済

三菱UFJニコスが有する国内最大級の金融機関ネットワーク
を利用し、お客さまご指定口座よりご請求代金を、お取り引き先
さまに代わって引き落としします。口座振替に必要となる口座情報
の登録業務を専用端末やＷＥＢ受付により簡単かつスムーズ
に行うことも可能です。

口座振替

クレジットカードに次いで高いニーズのある決済手段。全国の
コンビニエンスストアを入金窓口としてご利用いただけます。
PayPay、LINEPay等の請求書払いもご利用いただけます。

コンビニ決済

今やインターネット通販の主要な決済手段となっているクレジット
カード。「販売承認」「売上請求」をオンラインで行う基本機能
から、不正取引を防ぐ「３Dセキュア」やカード情報を保有しない
仕組みにも対応しセキュリティ機能も強化しています。

ECカード決済

国際カードペイメントブランド5社（Visa・JCB・Mastercard・American Express・Discover）が共同で策定したクレジット業界におけるグローバルセキュリティ　 基準です。クレジットカード番号とクレジットカードに関連する情報を保護するために実施すべき要求事項が規定されています。

◎三菱UFJニコスは、加盟店の皆さまが取り扱うクレジットカード情報の安全な管理を目的としてPCIDSSに準拠しています。
〈Payment Card Industry Data Security Standard〉PCIDSSとは

成長著しいＥＣマーケットに対応、
三菱UFJニコスならではの
ソリューション。 「POINT名人.com」には約350店舗が出店。カード

会員専用のポイントモールとして、WEBショップと
カード会員をつなぎます。
購買意欲のあるカード会員を加盟店の皆さまへと
誘導するとともに、カード会員にお得感ある還元率で
ポイント付与することにより、双方にメリットのある
Eコマースの場をご提供します。

POINT名人.com

販路拡大へ即効性ある仕掛け
ネットショッピングポータルサイト

スマートフォンアプリ

請求額・ポイント残高かんたん確認アプリ
マネーツリー株式会社との提携に
より、当社クレジットカードのご請求
金額やポイント残高に加え、当社
以外のクレジットカード、銀行口座、
ポイント、電子マネーなどのお取引
情報をご確認いただけます。
また、クレジットカードのご利用状況
やお引落日などがわかるカレンダー
機能、ご請求金額の確定やポイント
の有効期限などをお知らせする
プッシュ通知機能を搭載。
加速するデジタル技術の進歩に
呼応し、安全でスマートかつ、利便性
の高い会員サービスを拡充させて
いきます。
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PROCESSING
先進的な決済基盤の提供により
変化するニーズへ柔軟に対応。

プロセッシング事業 三菱UFJニコスが提携先さまと築き上げる、
安心と信頼の決済インフラ。

三菱UFJニコスは、金融機関・多業種の提携先の皆さまと
戦略的アライアンス関係の構築に積極的に取り組んでいます。

さまざまなカード発行会社から受託、
経営資源である事業ノウハウやシステムをフル活用

本体発行提携各行本体発行提携各行
三菱UFJ銀行 （三菱UFJ-VISA）
千葉銀行 （ちばぎんスーパーカード）
広島銀行 （〈ひろぎん〉バリューワンDC）
常陽銀行 （JOYO CARD Plus）
静岡銀行 （しずぎんjoyca）
北洋銀行 （clover）
京都銀行 （Kyoto Card Neo）
八十二銀行 （HaLuCa）

百五銀行 （105BESTIO）
山口銀行 （やまぎんワイエムカード）
岩手銀行 （I be One）
伊予銀行 （IYOCA DC）
滋賀銀行 （shigagin card STIO）
足利銀行 （GOODYカード）
百十四銀行 （SalutCa）

フランチャイズ事業（金融法人）
銀行本体発行カード受託

クレジットカード業務受託

クレジットカードを発行している全国の地域金融機関
15行および、その関連カード会社40社の皆さまと
FC契約を結び、三菱UFJニコスのカードビジネスノウ
ハウ・業務・システムやカードブランドを提供し、業界屈指
のグループ力で全国ネットワークを形成しています。

TPP（事業法人）

カードビジネスに新規参入する企業に向けて「カード
発行業務」の運営に必要な事務処理業務やシステム
運用などの受託ビジネスを展開しています。
カード発行業務の受託では、多業種の大手企業の
業務を手がけ、「au PAY カード」や「ローソン Ponta 
プラス」などの発行業務を受託しています。

デビットカード業務受託

クレジットカード事業で培ったノウハウやシステムを活かし、
金融機関よりデビットカードの発行業務を受託しています。
｢即時払い｣を特徴とするデビットカードは、キャッシュレス化
の進展とともに利用が広がっています。
今後も導入が見込まれる金融機関を中心に、受託ビジネス
を展開していきます。

デビットカード発行先各行デビットカード発行先各行
三菱UFJ銀行 （三菱UFJ-VISAデビット）
常陽銀行 （JOYO CARD Debit）
滋賀銀行 （『しがぎん』Visaデビットカード）
福井銀行 （ふくぎんVisaデビットカード）
池田泉州銀行 （池田泉州デビット（Visa））
愛知銀行 （愛銀Visaデビット）

広島銀行 （HIROGIN Debit）
岩手銀行 （いわぎんデビットカードSakuSaku!）
中京銀行 （中京Visaデビットカード）
大光銀行 （大光Visaデビットカード）
山梨中央銀行 （山梨中銀Visaデビット）

au PAY ゴールドカード ローソン銀行クレジットカード
ローソン Ponta プラス

加盟店業務受託

キャッシュレスの浸透とともに増加する、独自
商圏を持つ企業の加盟店事業参入のニーズ
に応じて、三菱UFJニコスの保有する加盟
店業務のノウハウ・システムを提供し、他業種
の事業展開をサポートしています。
加盟店業務の受託ではリクルートライフ
スタイルの「Airペイ」のアクワイアリング
業務を受託しています。 

リクルートライフスタイル「Airペイ」
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