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『欧州視察 2009』視察レポートのご案内

世界最大級のカード関連の展示会およびカンファレンス「CARTES&IDentification 2009
（カルテ 2009）」が昨年、2009 年 11 月 17 日から 19 日の 3 日間に渡り、フランス・パリで開催
されました。
電子決済研究所では同展示会の会期に併せて欧州視察団（団長・山本正行氏、主催・（株）イン
フォエックス）を企画・派遣し、展示会内外にてキーパーソンとの個別面談を実施。IC カード（カード
決済）や「NFC」（モバイルコマース等）を巡る最新事情について、情報交換を行いました。具体的に
は、EU 統一の決済・送金スキームとして注目を集める「SEPA（セパ）」、交通系 IC カードの共通規
格「CALYPSO（カリュプソ）」、さらに視察日程の後半にはロンドン（イギリス）へ移動し、英国のキャ
ッシュレスやカード決済などの最新事情などについて見識を深めてまいりました。
電子決済研究所ではこのほど、この欧州視察で得られた知見をカードビジネス・電子決済分野に
ご関心の高い企業の皆さまと共有すべく、視察の中身を凝縮した特別レポートを取りまとめました。
本レポートをご購入いただくことで、関連企業様におかれましては、現地へのご出張経費や情報分
析などに多大なコストをかけることなく、欧州カードビジネスの最新情報を入手することができます。
ぜひともこの機会に、『欧州視察 2009』視察レポートのご購入をご検討ください。
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【レポート・サンプル】

【CARTES&IDentification 2009 概要】


『CARTES&IDentification』は、例年、世界最大級の規模で開催されるカードビジネス関
連の展示会およびカンファレンス。2009 年は 11 月 17 日（火）から 19 日（木）の 3 日間に
渡り、フランス・パリで開催されました。



開催期間：2009 年 11 月 17 日（火）・18 日（水）・19 日（木）



展示会場：パリ・ノールヴィラパントエキシビジョンセンター（フランス）



展示企業：427 社・団体



来場者数：1 万 9,883 人



展示会 URL：http://www.cartes.com/

【視察団概要】
視察団長：山本正行 （山本国際コンサルタンツ代表／関東学院大学・経済学部 講師）
http://www.m-yamamoto.com/
（プロフィール）現在、山本国際コンサルタンツ代表、山本コマース IT オフィス代表、関東学院大学
経済学部 講師、社団法人 電波産業会 高度無線通信研究委員会 特別委員などを務める。
2005 年 3 月まではビザ・インターナショナル・ディレクター（新技術推進部）。クレジット業界における
カードの IC 化、モバイルコマース推進役として貢献。
視察主催：（株）インフォエックス http://www.infoex.co.jp
視察企画：電子決済研究所

http://www.epayments.jp

視察団メンバー：カード関連企業のご参加希望者
【2009 年度・個別面談先】
•パリ視察訪問先
•

RATP（パリ市交通公団）、CALYPSO（ISO 14443 TypeＢ方式を用いた IC 交
通乗車券の国際標準規格。および規格を管理･運営する組織。）

•

EPC：European Payments Council（Single Euro Payments Area
(SEPA)の実現に向け、統一ペイメントスキームの仕様などを策定している委員会）

•

Cartes 2009 会場 事業者個別面談：金融機関・カードブランド（Credit Mutual
等）、携帯電話事業者（Orange 等）、カードメーカー、半導体ベンダーなどから 3～4
社程度実施（視察団用会議室にて個別ヒアリング）

•ロンドン視察訪問先
•

UK Payments（旧 APACS・銀行共同支払決済機構）

•

EMA：Electronic Money Association（英国内の電子マネー（e-money）発
行会社やペイメントサービス事業者が 2001 年に設立した業界団体
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※レポートの内容はすべて日本語です。
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■関連用語

（お問い合わせ先）
電子決済研究所

担当：多田羅（たたら）

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-7
TEL：050-5534-6688

お茶の水サニービル５F

FAX：050-3737-1113

E-mail：info@epayments.jp

http://www.epayments.jp/
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ご注文書受領後、当方よりご請求書を発行させていただきますので、指定の銀行口座へ代金
をお振り込みください。ご注文いただきましてから速やかに、商品を発送いたします。

