
ペイディ、いま買いたい！かなえます。

“レス”がもたらす優れた顧客体験

 2021年10月6日 | 株式会社Paidy

オープンイノベーションプログラム

「豊洲の港から」第3回定例会

（公開用）
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あらゆる人に、優れた体験を、シンプルに、スピーディに

データの繋がり・クラウド化 データの保有・解析・自動化

ブロック
チェーン

信頼性・価値を担保

決済データモバイルコマース 自動与信

IoT/
ICT デジタル身分証

行政オンライン手
続

遠隔医療

スマート農業

・
・

ビッグ
データ

学習データ

顧客データ

交通情報データ

販売データ

・
・

AI/
Robotics

資金の自動化

状況予測

無人店舗

画像・音声認識

・
・

デジタル・アイデンティティ（eKYC等）
進化系

テクノロジーは戦略実現の為の手段

決済業界も
いずれは？
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※出典：Shopify Japan「日本の消費者の購買傾向」と「5つのコマーストレンド予測」

消費者の購買動向
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“レス”の加速と目指す社会

ペーパーレス

ハンコレス

キャッシュレス

ヒューマンレス

フリクションレス

顧客体験が飛躍的に向上し、ユーザー/企業/行政共にストレスのない社会

混雑解消

手間解消

スピーディ

非接触

シンプル

Anytime
Anywhere



Less is More
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ペイディの考え

「めんどくさい」「不安」「ムダ」をなくす
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会社紹介

株式会社Paidy会社名

主な出資企業

2008年3月
株式会社エクスチェンジコーポレーション設立

（2018年に社名変更）

会社設立

291億5,058万6,438円
            （2021年3月末時点、資本剰余金含む）

資本金

〒107-6212 東京都港区赤坂9-7-1
ミッドタウン・タワー12階

住所

ラッセル・カマー代表取締役会長

杉江 陸代表取締役社長 兼 CEO

個別信用購入あっせん業　関東(個)第86号-1
包括信用購入あっせん業　関東(包)第122号

クレジット番号等取扱契約締結事業者 関東（ク）第140号
　　　　貸金業者　東京都知事(2)第31529号

登録

登録番号：22000081プライバシーマーク

オンライン決済サービスPaidy
（ペイディ）の運営等

事業内容

準拠(PCI DSS Service Provider Level 1)PCIDSS
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ペイディは顧客体験の優れた、あと払い決済会社

・カードレスながら、カードライクなリアルタイム決済

　　16桁のカード番号の入力不要。AIで平均0.51秒のスピード与信。

・スマホで完結する、デジタルあと払い決済サービス

　　完全ペーパーレス。メアドと携帯電話番号だけでお支払いが完結。

1.超簡単

2.安全安心

・無利息の分割あと払い

　　約70万店のペイディ加盟店でユーザーの分割金利負担なし

3.超便利

Buy Now Pay Later
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 BNPL（グローバル）の特徴

・Buy Now Pay Later （BNPL） の市場が世界で急成長

・あと払い≒BNPL

①デジタルで完結できる（紙の請求書等がない）

②分割払いが可能

③分割金利なしのサービスを提供
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日本のあと払い市場
✔1兆円超え

✔年成長率30%
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AIで即時与信を可能に

ペイディの与信

独自の
機械学習による
与信ロジック

①平均0.51秒のスピーディーな与信

②クレジットカードよりも速く、スムーズな決済承認

③独自のロジックで効率的な与信判断を実現

クレジットカードとは異なる与信ロジック
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ペイディ 紙あと払い クレジットカード

事前登録 不要 必要/不要両方のケースあり 必要

カード番号 不要 不要 必要

支払いサイクル 何度利用しても翌月 1回 都度支払い（ 14日以内） 何度利用しても翌月 1回

支払い方法 コンビニ、口座振替、銀行振込 コンビニ、郵便局 口座振替

請求書 スマホ完結（ペーパレス） 封書・ハガキ 封書、ハガキ、WEB

手数料 無料(*1) 330円/回 無料

限度額 最大30万円まで
（与信審査に基づく）

55,000円 カードの種類により変動

他決済手段との比較
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リンク：

https://invis.io/4EXM3RWUDPH
Password:
paidydemo

https://invis.io/SRZFM2XGNPF


ユーザー視点でのこだわり
（簡単・安全・便利）
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簡単 - シンプルな決済フロー
たったの3ステップ。直感的かつシンプルなUIで簡単に決済完了

翌月にまとめてお支払い

銀行振込

コンビニ

口座振替

※画像はイメージです。実際の内容とは異なる場合があります。

02. 必要なのはメールアドレス、

携帯電話番号、 4桁の認証コード

01.あと払い（ペイディ）

（コンビニ /銀行）」を選択

03. 決済完了！おまとめ請求なので

都度のお支払いは必要なし

支払い方法は３種類
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安全 - カードレス・２段階認証

第１段階（ID) 第２段階（認証コード ) 決済情報はTLSで暗号化

365日24時間体制で全決済を監視
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eKYCで更なる安全と機能拡大

本人確認書類*1と顔写真撮影で厳格な

本人確認を実施

厳格な本人確認(eKYC)

*1 現在は運転免許証とマイナンバーカード

通常のペイディ ペイディプラス

ユーザー心理
・匿名性重視
・気軽に、ライトに

・更なる安全重視
・たくさん使いたい

アプリのDL 不要 必要

翌月あと払い ✔ ✔

本人確認 *2 ✔

利用上限額表示 ✔

3回あと払い/Apple ✔

どこでもペイディ ✔

*2 ペイディ所定の手続き含む
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便利 - 分割手数料無料の３回あと払い

一般的な3回払い
（実質年利12.00%の場合）

ペイディの3回あと払い

1回目 30,609円 30,000円

2回目 30,600円 30,000円

3回目 30,600円 30,000円

合計 91,809円 90,000円

*利用にはペイディプラスへのアップグレード（無償）が必要

*3,000円以上の商品が対象

金利を払わずに、今買いたい！をかなえる

例：90,000円の商品の購入
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Apple商品を最大24回手数料無料で
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ペイディアカウントを活用して、より多くのお店でオンラインショッピング

が可能（カードも使いたいユーザー向けのハイブリッドサービス）

どこでもペイディ



加盟店様視点でのこだわり
（若年層送客・売上貢献・シンプル）
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中心ユーザー

10代 20代 30代 40代 50代 60代超

ペイディユーザー

クレカユーザー

購入場所と支払い手段

オ
ン
ラ
イ
ン購

入 オ
フ
ラ
イ
ン

支払い

オンライン オフライン

ネットで購入、
コンビニで支払い
するユーザー中心

若年層を中心とした非クレカ層の送客

2015 2019 2021

アカウント数は

約650万
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約70万のブランドパートナー
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カゴ落ち防止・客単価up

・ECサイトで7割のユーザーが離脱する中、
　操作が簡単を理由に約4割のユーザーがPaidyを選択 ・3回あと払いの平均単価：3倍以上
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信頼のクオリティ

安全なネットワーク 堅牢なシステム

99.99% 連続稼働個人情報の隔離

24/7/365 サポート

● システムモニタリング
● 報告体制
● 顧客サポート

経済効率性

● 初期費用・月額費用０
●  100%入金保証

（月末締め、翌月20日入金）
● シンプルな返金処理
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ペイディへのデータ送信 (API)で
返金処理が可能 *

 シンプルな返金処理

ペイディ・
クレジットカード

代引き・
主な他社後払い

ユーザー

Paidyが窓口になり、

お客様へ返金対応

加盟店様
加盟店様から各ユーザーへの

煩雑な返金処理が発生

　*管理画面からの返金処理も可能
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Paidyの技術的概要

加盟店
Back-End

ECサイト
(Front -End)

Paidy 
Checkout Paidy

顧客情報確認

本人認証

決済作成(オーソリ)

売上確定(Capture)・キャンセル(Close)・返金(Refund)など

Web API

加盟店様はJavaScriptアプリケーション（Paidy Checkout）
を呼ぶだけでOK。
Paidy Checkoutが顧客情報確認からオーソリまで実行。
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01. 後発のサービスだからこそ、いいとこ取りのシンプルな設計思想

02. APIベースでの開発により、運用コストの低減を実現

03. 多くの加盟店様で、 1ヶ月程度の期間で開発完了

API仕様書

ペイディのAPI仕様書

日本語：https://paidy.com/docs/jp/

英語：https://paidy.com/docs/en/

ペイディのAPI仕様書

詳細の仕様書は以下をご覧ください
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Wrap up

お買い物に「めんどくさい」はいらない

紙の支払い手続きカード番号 複雑/面倒な手続き  分割金利

Base

Option 顧客が自由に選択

Feeless Frictionless Cardless Paperless 
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お問い合わせ先



THANK YOU!


