＜比較一覧＞事業者からみたマルチ決済ツール
ベース

決済端末

決済端末

TakeMe Pay

TakeMe株式会社

ツール名称

AirPay

Square

STORES
ターミナル
（旧Coiney）

運営会社

株式会社リクルート

Square本社

コイニー株式会社

決済端末

決済端末

レジに機能強化

ポータブルマルチ端末

ゼウス
クレカ決済端末

スマレジ(複数コースあり)

アルファノート
株式会社

株式会社ゼウス、SBIグ
ループ

株式会社スマレジ

専用機不要。店内レジにQR
コードのスタンドやステッ
カーを設置、ユーザー読取式
（店舗読取は近日開始予定）

端末イメージ

特徴

QRコード

決済端末

事業者のスマホやタブレッ
さまざまな決済をiPadまた
トを接続すればすぐ使える クレカ・電子マネー・
はiPhoneとカードリーダー
シンプルな決済端末。費用 WeChatPayも一つの端末で
1台で決済できる
も決済手数料のみ。

使える決済 d払い,PayPay,LINE
（QRコード決 Pay,auPAY,ALIPay,WeChat
ペイ（微信支付）,
済）

なし

小売、飲食、サービス業
向いている事
はじめ、業種、規模を問 小規模事業者
業者
わず使える

一つのQRコードで世界中の
100種類以上の決済方法を
利用できる。端末不要で、
屋外利用に便利。顧客は新
たなアプリダウンロード不
要

Androidベースの端末で既
【WEBプラン】CAT/CCT端末に対
存のアプリとの連携可能。
応したクラウドPOSレジ、クレ
イベント向けクレジット決
屋外でも決済可能(４G対
カ・電子マネーQRコード一元管
応)。スクール月謝など継 済端末機レンタルサービス 理も。
（最短1日プラン）あり、
続課金にも対応。
【おてがるPay】iPad/iPhoneの
※別契約で電子マネー、オン 3Gで利用可能
レジ端末とカードリーダーを連
ライン決済など幅広い決済
携し、利用できるプラン。
ツールを用意

paypay,メルPay,d払
Alipay,WeChat Pay,Line
い,auPay,pring,LINEPay,W
Pay,PayPal,UnionPay,Goog
eChatPay,ALIPAY,ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞ
le Pay,Apple Payなど
ｻｰﾋﾞｽ

WeChatPay

小規模事業者
小規模事業者～複数店舗
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ
の中規模事業者、
ｲﾍﾞﾝﾄ出店や
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ
ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

小規模事業者
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ
ｲﾍﾞﾝﾄ出店や
ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

なし

WeChatPay,ALIPAY,PayPay,d払
い,LINEPay,auPAY,メルPay,ゆ
うちょPay

単発でイベントをする小
小規模事業～大規模事業者
規模事業者～大規模事業
まで
者まで

使える決済
（クレカ）

VISA,Master,JCB,AMEX,Din VISA,Master,JCB,AMEX,Din VISA,Master,JCB,AMEX,Din VISA,Master,JCB,AMEX,Din
VISA,Master,
ers,Discover,
ers,Discover
ers,Discover
ers,Discover

VISA,Master,JCB,AMEX,Din VISA,Master,JCB,AMEX,Diners,
ers,Discover
Discover,Nicos,MUFG,UC,

使える決済
（電子マ
ネー）

交通系電子マネー9種(注
1)、アップルPay、iD、
QuicPay

交通系電子マネー9種(注1),ID,
別途、楽天Edy・ちょコムe
クイックPAY,ナナコ,WAON,楽天
マネー対応あり
Edy,グーグルPay,アップルPay

・Airレジ（高機能POSレジ
システム）

プラスできる
・レストランボード（有
機能
料）

なし

・オンライン決済可能、
・Square Posレジ対応

・オンライン決済は非対応

端末の特徴

ポータブルCAT端末

なし

（別契約）

・STORES請求書決済（オン
・現在使用の顧客管理シス
ライン決済ページでVISAと
オンライン決済は近日開始 テムやその他アプリを搭載
Masterに対応。多言語対応
予定（導入済のPOSとの連 することが可能。
可能）
携）
・別契約でオンライン決済
・POSシステムや会計クラ
にも対応。
ウドソフトと連携できる

決済端末ICカードリーダー
とスマホ取り付け型（磁気 ポータブルCAT端末
型）両方

最短同日（機器郵送に数
日）

導入スピード 2週間前後

交通系電子マネー（9種）
(注1)

端末不要。専用管理画面よ
り一元管理。中国語（簡体
字/繁体字）、英語、日本
対応

最短翌2営業日
（VISA/Master）
最短7営業日（その他のク
14営業日以内
レカ）
その他決済は手段ごと異な
る

・Posレジのレンタルも可
能。
・高機能クラウドPOSレジ
・別途、オンライン決済
・外部サービスと連携の上、オ
サービスなど幅広い決済あ ンライン決済可能
り

Androidベースの端末で、
クレカ決済CAT端末、別途
スマホ型、JMSパッケージで据
磁気カードリーダー、接
ユニエイム社とのレンタル
え置き型、非接触型など
触・非接触ICリーダー、QR
契約必要
コードスキャナーあり

最短2営業日

審査は最短5営業日

【WEBプラン】6～8週間
【おてがるPay】4週間

※コロナ対応で現在は異なる

自動入金：月末までの売上
が翌20日入金

店舗への入
金・手数料

決済手数料

初期導入

みずほBK・三井住友BKの場
合は翌営業日払、その他銀
行の場合は水曜日締め、同
週の金曜日払

※すべて入金手数料なし

※入金手数料なし

決済手段によって3.24%ま
たは3.74%

3.25％、
JCBは3.95％
決済手段によって3.24%ま
手入力・ブラウザ決済の場 たは3.74%
合は3.75％

1台18,334円（税別）の
カードリーダー貸与料金が 決済端末7980円
今だけ0円

月額固定費

0円

理念・
ビジョン

掲載なし

URL

※20日が土日祝日の場合は翌
営業日

入金回数
月６回（みずほBK、三菱
UFJBk、三井住友BK）
月３回（上記3銀行以外）

https://airregi.jp/payment/

0円

手動入金：振込依頼から2
営業日以内（2020年夏か
ら）月6回依頼可能
合計10万円未満：入金手数
料200円
合計10万円以上：入金手数
料なし

月末締め、翌月末払

月末締め、翌月20日払

月末締め、翌月払

※決済ボリューム、手数料
※入金手数料1回286円（税
※手数料は実績により異な
率により支払い頻度を増や
込、電話確認）
る
すことも可能

月末締め、翌月20日払い

決済手段によって3.24%
VISA/MASTER見積もり。JCB
（クレジットカードの場
決済手段によって3.24%または
／AMEX／Diners／ディスカ
合）～
3.74%
※業種や決済ボリュームに バーはJCB社と直接契約
よって変わる。

3%＋消費税

決済端末19800円が実質０
円(単月20万円以上決済で1
台分無料に)

0円

0円

1週間プランで端末1台2万
円など、システム設定費用
1台1万円、トランザクショ
ン費用10円/件

0円

0円

0円

0円

見積もり

1店舗のみ0円～12,000円まで受
けられるサービス内容により複
数コースあり

掲載なし

販売データの保有量で日本一、
活用方法で世界を目指します

ビジネスが楽しくなる
Squareの決済

お店のキャッシュレスをか 世界中の決済を、ひとつ
んたんに
に。

決済サービスを軸とし新た
な分野に挑戦し続けること
により、社会の活性化、発
展に貢献します。

https://squareup.com/jp/ja

https://coiney.com/

https://www.alphahttps://www.cardservice.co.jp/
note.co.jp/LP/A8_store/index.p
https://smaregi.jp/lp/JMS-campaign/
service/cat_rental/
hp

https://pay.takeme.com/

（注）交通系電子マネー（9種）Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん
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