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参加企業 

パブリッシャー 

支払いネットワーク 

カード発行企業 

決済プロセッサー 

加盟店舗 
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参加企業より、ようこそカードリンクスへ!
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購買コマースの規模は大きい 
企業のビジネスの大半は、消費者支出による商取引である 

脚注: エコノミスト 2017, 世界銀行, ブルームバーグレポート 

消費者支出がGDPに占める割合 

60%! 56%!
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U.S.A!

70%!

JAPAN!
EUROPEAN!

UNION!

一人当たりのGDP / 収入 

U.S.A! Japan! European Union!

$59,391!

$39,083!
$33,300!



Big!
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米国における主な 
カード発行企業 

ヨーロッパにおける主な
カード発行企業! カードリンキン

グ・プログラム 
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カードリンキング ‒ 主なカード発行企業 
カードリンキン
グ・プログラム 
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カードリンキン
グ・プログラム 

!   
!   
!   

日本における主な 
カード発行企業 

!   



カードリンキングとは? 

登録 
消費者がカードを登録する 

広告をリンクする 
登録した消費者は、デジタル広告
またはロイヤルティプログラムを

選択／リンクする 

支払い 
消費者は、カードまたはおサイ 
フケータイを使って支払いを行う

ことで、特典を受ける 

1! 2! 3!
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モバイル支払い 
モバイル 
コマース eコマース カード支払い 

コマースは変化している 
モバイル 

データ プライバシー 

CardLinX 所有財産ならびに秘密情報 



オンライン・ツー・オフラインの問題 

デスクトップコンピュータ 
携帯電話 
タブレット 
ウォッチ 
フィットネストラッカー 
車 
冷蔵庫 

実店舗 

メールの送付 

おサイフケータ
イ 

現金 カー
ド 

オンライン 
消費者  
オンラインで商品を
発見 

支払い 

オフライン 
小売業 

消費者のオンラインデバイス
の増加により、コマースは始
まります。しかし、小売業や
支払いは状況についていっ 

ていない。 
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デスクトップコンピュータ 
携帯電話 
タブレット 
ウォッチ 
フィットネストラッカー 
車 
冷蔵庫 

オンライン 
消費者  
オンラインで商品を
発見 

カードリンキングは、オンライン・ツー・オフライン 
(O-2-O)のソリューション!
オンライン・ツー・オフラインの問題!

実店舗 

メールの送付 

おサイフケータ
イ 

現金 カー
ド 

支払い 

オフライン 
小売業 

消費者のオンラインデバイス
の増加により、コマースは始
まります。しかし、小売業や
支払いは状況についていっ 

ていない。 

カードリ
ンキング 
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カードリンキングは、オンライン・ツー・オフライン 
(O-2-O)のソリューション 
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講演者 
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カードリンクスアソシエーション 

CardLinX 所有財産ならびに秘密情報 

www.cardlinx.org!



カードリンクスの概要 
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(1)!
グローバルな視点を
持つリーダーによる
カンファレンス 

経営幹部レベルと業界内部
者に限定したカンファレン
スを、北アメリカ、ヨー
ロッパそしてアジアで開催 

(2)!
技術および 

ビジネススタンダード 
業界の技術およびビジネスス
タンダード委員会への会員の

参加 

 (3)!
最優良データベース
およびデータベース

の提供 
カードリンクスのカード・リン
クド・オファー・データベース

サービスへのアクセス 
世界的にも最優良である 
データベースへのアクセス 

(4)!
カードリンキング・
ソフトウェアおよび
導入に関するコンサ
ルティング 

カードリンクドプログラム
を迅速に開始できる素晴ら

しい方法 



今後のイベント予定 
カードリンクスのフォーラムは、業界の上級経営幹部レベルが参加する限定的なイベントです。デジタルコマースを再改革している主要
な小売業やデジタルおよび支払いパブリッシャーとの繋がりを作り、連携を深めるために、ぜひイベントに参加してください。知識を得、
アイデアを共有し、カードリンキングのフロンティアの構築と強化に参加することができる、このユニークな機会をお見逃しなく。 

9月
!

人工知能とコマースボッ
ト時代の小売業!
9月12日!

Warwick Allerton 
Chicago!
701 N Michigan Avenue 
Chicago, IL!

マルチチャネル・コマー
スは爆発的な速さで成長
しており、主要な小売業
はカードリンキングを利
用して、顧客を集め、維
持しようとしている。
カードリンキングの優れ
たターゲティングおよび
アトリビューション能力
により、革新的で新しい
レベルの顧客エンゲージ
メントが可能となる。  
キーノート: Verifone, 
Whole Foods Market, 
Rakuten/Ebates, Airbnb, 
Shop Your Way!

6月
!

ヨーロッパのデジタルと
モ 
バイルコマース・フォー
ラム!
6月28日!

Zurich Marriott Hotel!
Neumuehlequai 42!
8006 Zurich, Switzerland!実際のところ、現在の
ヨーロッパは相互に繋
がった国内市場とゆるい
提携状態にある。しかし、
ある新しいコマース・テ
クノロジーにより、ヨー
ロッパ市場全体における
消費者経験の様相が急速
に変化し始めている。お
サイフケータイやカード
リンキングは、そのテク
ノロジーの一部である。
このカンファレンスでは、
実店舗およびオンライン
におけるコマースの未来
を明らかにするため、ド
イツやスイス、イギリス、
ロシアといった、ヨー
ロッパにおける最大かつ
革新的なコマースマー
ケットでジタル企業 

4月
!

モバイルコマースIoCT
フォーラム!
4月26日!

Sofitel/Pullman Hotel San 
Francisco Bay!

223 Twin Dolphin Drive 
Redwood City, CA!

テクノロジーの新しい進
化によって、事実上どん
なデバイスもインター
ネットにつなげることが
できるようになり、新し
く“モノのインターネッ
ト”またはIoTが作られた。
しかし、IoTのキラーアプ
リケーションはコマース
である。IoCT は、携帯電
話だけに留まらず、ウォッ
チや洋服、バーチャルリ
アリティゴーグル、家電
製品といった日常のもの
からウェアラブルなもの
にまで支払い機能を備え
たものが含まれている。 

20
17
年

3月
 

小売の再改革: モバイルと 
マルチチャネル・コマー
ス!
3月7日 
Adolphus Hotel 
1321 Commerce Street 
Dallas, TX !

z 

携帯電話やカードリン
キングといった新しい
テクノロジーにより、
小売業や商業により多
くの機会が創造されて
いる。オンラインでも
店舗においても、購買
経験が根本的に再改革
されている。しかし、
すべてのテクノロジー
が同様の成功を収めて
いるわけではない。こ
のカンファレンスでは、
主要な小売業とモバイ
ルやデジタル広告のテ
クノロジー企業、そし
てカードリンクﾄﾞが結
集する。 



カードリンクスは商品のコラボレーションを促進する 
カードリンクスの会員による、新しいジョイントプロダクト 

2016年8月 

米国の全国的な小売業
におけるカード・リン

クド・オファー 

2016年9月 

インドの空港における
カード・リンクド・オ

ファー 

2016年10月 

Samsung Payにおけ 
るデジタル・カード・ 
リンクド・オファー 
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2017年1月 

店舗での支払いにロイ
ヤルティポイントを使

用 

2016年11月 

米国を訪れる中国人に
おける支払いパート

ナーシップ 



アジア・カードリンクス会議 
アジェンダ 

•  基準 
•  地域適応 
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ありがとうございました!
www.cardlinx.org!

 日本語版のWebサイトもご覧ください 


