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TIS の『CARD×DRIVE
E』がソニ
ニー銀行の
の「Sony Bank WALLLET」に採用
～

ブランドデビッ
ットカード
ドのシステム
ムの構築と
と

高い不正
正抑止効果が期待でき
きるクラウドサービス
スの導入を
を支援

～

ＴＩＳ
Ｓインテック
クグループの
の TIS 株式会
会社（本社：東京都新宿
宿区、代表取締
締役社長：桑
桑野 徹、
以下 TIS）は、ソニ
ニー銀行株式
式会社（代表 取締役社長：住本 雄一
一郎、本社： 東京都千代田区、以
下 ソニー銀行）の Visa デビッ
ット付キャッ
ッシュカード
ド「Sony Ban
nk WALLET（ ソニーバンク・ウォ
レット）」に、既に
に導入されて
ている当社の
の国際ブラン
ンドデビット
トカード事業
業サポートサ
サービス
『DebitCube＋（デビットキュー
ーブプラス）
）』に加えて
て、スマートフォンでク レジット/デ
デビット/
プリペイ
イドなど各種
種決済カード
ドの利用管理
理ができるクラウドサービス『CARD×
×DRIVE（カード・ド
ライブ）』が新たに採
採用されたこ
ことを発表し
します。
＜『DebitCube＋』と『CARD×D
DRIVE』を連
連携したシステムイメージ＞

ソニー
ー銀行では、インターネ
ネット銀行と
として最新の
のテクノロジーに取り組み
お客様に
み、個人のお
金融サー
ービスを提供
供しています
す。外貨に強
強いという特
特長を活かし、2016 年 1 月から 11 通貨対応
通
の Visa デビット付キャッシュカ
カード「Sonyy Bank WALLE
ET」を提供し
しています。
「Sony Bank WALLET」
W
のシステ
「カード
テムには、「求める機能要
要件を希望す
するサービス
スリリースま
までに実装で
できること」
業界での
の実績」「デー
ータセンター
ー災害など障
障害への適切
切な対策で 24
2 時間 365 日の安定した
たサービ
ス提供が
が可能」など
どの点が評価
価され、TIS の『DebitC
Cube+』が採用されまし た。サービス
ス開始か
ら 1 年 9 ヶ月が経過
過した現在も
も、安定した
た運用を続けています。
その後
後、ソニー銀
銀行からは「Sony Bank WALLET」ユ
ユーザーの利便性向上のた
ため、不正利
利用の抑
制に繋が
がるカードコ
コントロール
ル機能※1 の導
導入の要望が
があり、これに対し TIS は、API ベー
ースのク
ラウドサ
サービス『CAARD×DRIVE』
』を提案しま
ました。
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『CARD×DRIVE』はカード会員にカード利用情報をリアルタイムにプッシュ通知する基本機能※2
に加え、カード利用が拒否された場合に、カード会員に拒否理由をプッシュ通知する機能、カー
ド会員自身が設定したルールに基づき、カード利用を制限する機能を兼ね備えたサービスです。
ソニー銀行には、既存システムである『DebitCube+』との親和性の高さや実装機能の充実度、
コストなどの点に加え、スピーディな提案が評価され、『CARD×DRIVE』が採用されることになり
ました。
「Sony Bank WALLET アプリ」でのカードコントロール機能のお客様への提供は 2018 年 4 月に
予定されています。
※1：カードコントロール機能とは、カードの利用限度額や利用可能場所を設定することで、カード会員自身がカード利用を
管理することができ、不適切な利用や第三者による悪用を防ぐ効果が期待できます。
※2：欧米ではカード利用情報をカード会員に通知する機能は既にブランドルールによって義務化されており、日本でもルー
ル化されつつあります。
『CARD×DRIVE』を導入することで、ブランドルールへの対応が可能です。

今回ソニー銀行に採用された『CARD×DRIVE』と『DebitCube＋』は、TIS のリテール決済ソリ
ューションのトータルブランド『PAYCIERGE（ペイシェルジュ）』のサービス群です。両サービス
では、お互いの API を連携し合う事で、既存システムへの改修が最小限になり、低コストかつス
ピーディな新サービスの提供を可能としています。
TIS では、
『PAYCIERGE』を決済ビジネス市場のニーズに合わせ再整理し、
「つながり」をテーマ
にした新コンセプト『PAYCIERGE 2.0』として展開しています。TIS は、今回のような『PAYCIERGE』
のサービス同士の連携を深めた提案を積極的に行い、リテール決済を必要とするすべてのお客様
向けにより利便性の高いサービスの提供を目指します。

■『DebitCube＋』について
『DebitCube＋』は、TIS のリテール決済ソリューションのトータルブランド「PAYCIERGE（ペ
イシェルジュ）」を構成するサービスの一つです。国際ブランドデビットカード事業を行うために
必要な各種業務システムをサービス提供し、入会受付やコールセンターなどの運営業務までをト
ータルでサポートするワンストップサービスです。国際ブランドデビットカードの発行・運営に
必要な各種システムと、入会受付やコールセンターなどの業務オペレーション（BPO）をサービス
形式で利用できるため、
“導入時の初期費用の抑制”や“事業の早期立ち上げ”が可能になります。
サービスの詳細は以下をご参照ください。

http://www.tis.jp/service_solution/debitcard/

■『CARD×DRIVE』について
『CARD×DRIVE』は、TIS のリテール決済ソリューションのトータルブランド『PAYCIERGE』を
構成するサービスの一つです。カード会員の顧客満足度向上を目的にしたスマホアプリ向けの API
と、顧客接点の強化ができる管理システムをクラウド形式で提供するサービスです。
「不正利用を
早期検知するプッシュ通知」「カード事業者からのレコメンド配信」等の機能を自社アプリから
API を呼び出すことで、スピーディに実装・リリースすることができます。TIS がこれまで培って
きた決済、オーソリに関する技術、ノウハウを基にクラウドサービスとして提供するため、初期
費用を抑えて短期間での導入が可能です。『CARD×DRIVE』の詳細は以下 URL をご参照ください。
http://www.tis.jp/service_solution/cardxdrive/

2

■「PAYCIERGE 2.0」について
TIS のリテール決済ソリューション「PAYCIERGE」は、リテール決済を必要とするすべてのお客
様に、利便性の高い、安心できるしくみを提供するリテール決済ソリューションのトータルブラ
ンドです。日々進化する決済ビジネス市場のニーズに合わせ再整理した新コンセプト「PAYCIERGE
2.0」では、アライアンス活用による「つながり」の強化 、オープン API 基盤による「つながり」
の強化 、海外市場での展開など、「つながり」をテーマに、カード業界で圧倒的なシェアを持つ
TIS の先進的な技術や、豊富なノウハウをいかした、信頼できるシステムと安全な運用を組み合
わせることで、ビジネスの成功を幅広くお手伝いします。
PAYCIERGE 特設サイト

http://www.tis.jp/branding/paycierge/index.html

TIS 株式会社について
ＴＩＳインテックグループの TIS は、SI・受託開発に加え、データセンターやクラウドなどサ
ービス型の IT ソリューションを多数用意しています。同時に、中国・ASEAN 地域を中心としたグ
ローバルサポート体制も整え、金融、製造、流通/サービス、公共、通信など様々な業界で 3000
社以上のビジネスパートナーとして、お客様の事業の成長に貢献しています。詳細は以下をご参
照ください。http://www.tis.co.jp/
ＴＩＳインテックグループについて
ＴＩＳインテックグループはグループ会社約 60 社、2 万人が一体となって、それぞれの強みを
活かし、日本国内および海外の金融・製造・サービス・公共など多くのお客さまのビジネスを支
えるＩＴサービスをご提供します。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

【本件に関するお問合わせ先】
◆報道関係からのお問い合わせ先
TIS 株式会社 企画本部 コーポレートコミュニケーション部 浄土寺/橋田
TEL：03-5337-4232 E-mail：tis_pr@ml.tis.co.jp
◆本件に関するお問い合わせ先
TIS 株式会社 ペイメントビジネス事業本部
ペイメントソリューション事業部 PAYCIERGE（ペイシェルジュ）総合窓口
TEL：03-5337-4278 E-mail：paycierge@ml.tis.co.jp
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