in 東京
もう準備はできていますか？

小売・サービス・飲食業者の皆さん、

2019 年 10 月 1 日より、消費税率の 10％への引上げに伴い、軽減税率制度の導入と
対象店舗でキャッシュレス支払いをした方に
ポイント還元等を実施するキャッシュレス・消費者還元事業が開始されます。

軽減税率制度の理解に不安がある方や複数税率対応レジの導入がまだの方、
キャッシュレス決済へのニーズ・関心がありながらもまだ導入に踏みきれていない方に向けて、
“気づき” “学び” “準備”につながる様々なコンテンツを用意したイベントです！
是非ご参加ください！

東京国際フォーラム ホールE1

1 日目

6月 4日（火）

2日目

6月 5 日（水）

主 催 経済産業省

13:00 〜 18:00

11:00 〜 17:00

中小企業庁

関東経済産業局／一般社団法人日本能率協会

イベント詳細・参加申込みはこちらから

後援

独立行政法人中小企業基盤整備機構、
一般社団法人キャッシュレス推進協議会、日本商工会議所、
全国商工会連合会、
全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、
公益社団法人日本青年会議所

https://www.regi-cashlessfair.jp/

ステージコンテンツ
Day1 6 月4 日（火）
メインステージ

11:00

Day2 6 月5 日（水）

出展企業プレゼンステージ

メインステージ

出展企業プレゼンステージ

11:20 〜 11:50

キャッシュレス・消費者還元事業セミナー
（一社）
キャッシュレス推進協議会

12:00

12:00 〜 12:45

シャープ株式会社

「キャッシュレス導入によるメリット
（効果）
」

PayPay 株式会社

（株）
クレディセゾン 渋谷 淳一 様

13:00

13:00 〜 13:30

13:00 〜 14:00

「軽減税率対応・キャッシュレス化 総決起大会」
あいさつ / フォトセッション

ビザ・ワールドワイド・ジャパン
（株）様

「キャッシュレスの付加価値と最新動向」

カシオ計算機株式会社

14:15 〜 14:45

キャッシュレス・消費者還元事業セミナー
（一社）
キャッシュレス推進協議会

「キャッシュレスにおけるセキュリティ対策」

「軽減税率対策のためのレジ・システム補助金について」

株式会社スマレジ

東芝テック株式会社

（独）
中小企業基盤整備機構 前田 和彦 様

株式会社アルファクス・フード・システム

ルミーズ株式会社

15:30 〜 16:15

株式会社ビジコム

「キャッシュレス化から広がる
顧客データ活用の新たな戦略」

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社
NEC プラットフォームズ株式会社

（株）
ロイヤルゲート 梅村 圭司 様

株式会社りそな銀行

14:50 〜 15:15

コイニー株式会社
15:45 〜 16:30

株式会社テンポス情報館

国税庁

株式会社クラブネッツ
15:00 〜 15:30

株式会社リクルートホールディングス

「軽減税率制度について」

株式会社 APPLILAB

（株）
クレディセゾン 松本 憲太郎 様

株式会社寺岡精工

14:15 〜 14:45

パーク 24 株式会社

「キャッシュレス導入によるメリット
（効果）
」

17:00

株式会社メルペイ
株式会社リクルートライフスタイル

（一社）
キャッシュレス推進協議会 福田 好郎 様

14:00

16:00

株式会社ユビレジ
株式会社タスネット

「デジタル決済のインフラと未来の日本
（仮）
」

13:30 〜 14:00

15:00

株式会社 USEN
株式会社スペース

東京大学 教授 柳川 範之 様

株式会社ジェイエムエス
まいどソリューションズ株式会社

16:45 〜 17:15

株式会社 FS イノベーション

「軽減税率制度について」
国税庁

17:20 〜 17:50

「軽減税率対策のためのレジ・システム補助金について」
（独）
中小企業基盤整備機構 前田 和彦 様

※ステージコンテンツに関する席数には限りがありますので、立見でご観覧になる可能性があります。
また、ステージコンテンツの内容は変更になる可能性があります。

18:00

展示・体験プログラム
レジメーカー・キャッシュレス決済事業者展示コーナー
複数税率対応レジの展示、キャッシュレス決済端末の展示や、決済事業者からサービスを説明します。

キャッシュレス体験コーナー

相談コーナー
軽減税率対応の相談や軽減税率対策のためのレジ・システム補助金に関する
相談を受け付けます。

デモ端末を用いて、実際にキャッシュレス決済の体験を行い、ドリンクの
購入が出来ます。

出展社情報
出展エリア

出展社名
株式会社BOSTEC

出展社名

出展エリア

出展社名

株式会社スペース

まいどソリューションズ株式会社

株式会社オフィス 24

株式会社ウェブフロンティア

シャープ株式会社

株式会社グローカリズム

株式会社アルファクス・フード・システム

コイニー株式会社

株式会社ユビレジ

株式会社テンポス情報館

株式会社クラブネッツ

株式会社リクルートライフスタイル

ブレイン株式会社

株式会社ジェイエムエス

NEC プラットフォームズ株式会社

パーク 24 株式会社

クローバー電子株式会社

PayPay 株式会社

株式会社 APPLILAB
株式会社 FS イノベーション

レジ・
券売機
メーカー

出展エリア

東芝テック株式会社
マミヤ・オーピー株式会社

レジ・
券売機
メーカー

キャッシュレス
決済
事業者

株式会社アイトス
モバイル
POSレジ
メーカー

株式会社 Paidy

Square 株式会社
株式会社ぐるなび
Okage 株式会社

三井住友カード株式会社

日本電気株式会社

株式会社メルペイ

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社

株式会社寺岡精工

ユーシーカード株式会社

ゼネラルビジネスマシン株式会社

日本 NCR サービス株式会社

株式会社りそな銀行

株式会社 Liquid

カシオ計算機株式会社

株式会社リクルートホールディングス

株式会社 USEN

株式会社ビジコム

ルミーズ株式会社

株式会社スマレジ

株式会社タスネット

株式会社 TB グループ

お問い合わせ

軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア事務局

（受付時間：平日 10:00〜17:00）

TEL

03-5843-8872

MAIL

info@rc-jimukyoku.jp

