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クレジットカード業務研修
（関係部門へご回覧下さい）

第１２回 カードビジネス基礎研修
数年来のテクノロジーの発展で、カード取引は、ＩＣチップ付きのカードに代わり、現在は、ＮＦＣ方式
とＱＲコード読取方式でのカードレス取引に主軸を移そうとしています。効率化と収益の最大化を目的にキ
ャッシュレス化が進む中、カード取引システムの革新と規制緩和は、金融機関のカードビジネスと決済業界
に大きな影響を与えています。そして、国際化が進展する決済システムは、2020 年に向けてさらに変貌を遂
げようとしています。
今回の研修では、クレジットカード会社の実務や法務、国際ブランドや海外金融機関の取り組みや国際的
なキャッシュレス動向にも詳しい二人の講師に、最新の情報で再構築されたカードビジネスの基礎を詳しく
解説いただきます。新人だけではなく、全ての決済ご担当者にお勧めします。
★

カード取引の各々の機能と役割、キャシュレス取引の連携

★

電子的決済手段の仕組みとレギュレーション

★

キャッシュレス化推進のためのインフラの在り方と将来

★

Fintech がもたらすチャンスとリスク

★

カードビジネスの新たなリスクとチャンス、そして変化する基礎を理解する２日間です

開催日：2018 年７月 26 日（木）～27 日（金）

2 日間

会 場：ニッキンホール（東京・市ヶ谷）
講 師：現代ビジネス法研究所代表 吉元 利行 氏
山本コンサルタンツ代表 山本 正行 氏

主催：ＣＭＣ
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｂａｓｅｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｌｌｅｇｅ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｋｋｉｎ．ｃｏ．ｊｐ／ＣＭＣ／
＊上記サイトからＷｅｂでの申し込みが出来ます
後 援：一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人

全国地方銀行協会
第二地方銀行協会
全国信用金庫協会
全国信用組合中央協会

研修の対象
・クレジットカード、デビットカード、個人向けローンを対象とする金融機関社員（特に、新入社員、新たに
上記分野の営業担当になる社員、研修担当社員）
、金融機関周辺業務のシステム化を担当しているベンダー実
務担当者（ＳＥなど）
、カード周辺業務や FinTech に関する知識を習得したい方。

研修のテーマ
・クレジットカード、デビットカード、ローンカード業務全般の基礎知識の習得、金融取引、とりわけカード
業務に関連する法律知識の習得、カード取引関連のハードウエアに関する基礎知識、システムの基礎知識の
習得、キャッシュレスの取組みに関する海外の規制と方向性、国内整備についての理解する。

研修のねらい
・決済手段として利用される各種カードの基本機能と役割を学ぶとともに、カード決済業務に必要不可欠なカ
ード、ハードウェア等の知識と、カード決済のフロー、与信～発行などの業務の基本について理解すること
を目的とする。さらに、法的な規制の現状と最新のサービスの実情を通じて、世界的な fintech ビジネスの
動きと国内の行政の動きから今後の事業展開可能性を知る。

開催要綱
開催日：２０１８年７月２６日（木）～２７日（金）

２日間 （２日間とも昼食はＣＭＣが用意します）

時 間：１日目 １０：３０～１６：３０ （受付開始１０：００）
２日目 １０：００～１６：００ （受付開始 ９：３０）
会 場：ニッキンホール（東京・市ヶ谷）
受講料：Ａ：６２，６４０円 （本体価格５８，０００円、消費税４，６４０円）
（ＣＭＣ金融機関機械化研究会および金融ニュービジネス＆テクノロジー研究会の会員機関に皆さま）

Ｂ：６６，９６０円 （本体価格６２，０００円、消費税４，９６０円）
（後援協会会員機関の皆さま）

Ｃ：７１，２８０円 （本体価格６６，０００円、消費税５，２８０円）
（上記のＡ、Ｂ以外の皆さま）

定 員：３０人（最少開催人員１２人）
講 師：吉元 利行 氏（よしもと・としゆき） 現代ビジネス法研究所代表
法学博士
・昭和 53 年 3 月九州大学経済学部卒。九州大学法学府後期博士課程単位取得退学。博士（法学）
。クレジッ
トカード会社法務部門に 30 年勤務し、執行役員法務部長などを歴任した後、シンクタンクにて専務執行役
員を経て現職。この間、法制審議会信託法部会・電子記録債権部会委員、経済産業省産業構造審議会臨時委
員（資金移動）などを歴任。消費者信用法制、債権流動化、金融関連サービスの法制度に詳しい。2016 年
より、日本クレジット協会クレジット研究所キャッシュレス化検討委員として、諸外国のキャッシュレス事
情の調査と我が国の取り組みについての提言を行っている。
山本 正行 氏（やまもと・まさゆき） 山本コンサルタンツ代表
・国際カードブランド会社のマスターカード、ビザに勤務の後、2005 年にコンサルタントとして独立。主に
決済サービス事業の企画、戦略立案を専門とするコンサルタントで、決済関連の事業化などを支援 消費生
活センターや行政と連携し電子決済が絡む消費者問題の解決にも協力。決済サービスに関する法律・制度の
整備、消費者行政ではさまざまな委員の委嘱をうける 講演・執筆多数。 現在の役職は山本国際コンサル
タンツ代表、関東学院大学経済学部経営学科講師、明治学院大学法学部講師も勤める。

カードビジネス基礎研修【カリキュラム】
７月２６日（木）

７月２７日（金）

１０：３０～１６：３０（受付開始：１０：００～）

１０：００～１６：００（受付開始：９：３０～）

▼ 【吉元 利行】

▼ 【吉元 利行】

第１単元 「カードビジネスの基礎」
1-1．カードの歴史
1-2．クレジットカードの機能
1-3．デビットカードの機能
1-4．ローンカードの機能
1-5．プリペイドカードと電子マネーの機能
1-6．ポイントプログラムの機能
1-7．ハウスブランド、ローカルブランドカードの機能と
役割
1-8．イシュアーとアクワイアラーの機能と役割分担

第 6 単元 「ローンカード取引と個人向けの貸付け」
6-1．ローンカードの誕生とそのビジネスモデル
6-2．ローンカードのマーケット
6-3．ローンカードの関連当事者と規制状況
6-4．小口貸付とローンカードの利用者保護
6-5．ローンカード規制と多重債務問題
6-6．ローンカード取引の未来

▼ 【山本 正行】

▼ 【吉元 利行】

第 7 単元 「デビットカード」
7-1．デビットカードの誕生とそのビジネスモデル
7-2．デビットカードのマーケット
7-3．デビットカードの関連当事者と規制状況
7-4．Ｊ-debit と Brand debit
7-5．世界のデビットカード
7-6．デビットカードの未来

第 2 単元 「カードのハードウエアの知識
2-1．磁気ストライプカード
2-2．接触式 IC カードと EMV 方式
2-3．非接触式 IC カード（Type A/B と type F）
2-4．スマートフォン決済（QR 決済とトークナイゼーシ
▼ 【吉元 利行】
ョン）
第 8 単元 「プリペイドカード」
2-5．Paypal ほかの非カード決済
8-1．プリペイドカードの誕生と分類
▼【山本 正行】
8-2．プリペイドカードのマーケット
8-3．プリペイドカードの関係当事者と規制
第 3 単元 「カード決済の基礎知識」
8-4．ブランドプリペイドの仕組みと利用者保護
3-1．イシュア・アクワイアラの基幹システム
8-5．デビット・プリペイドと資金移動業
3-2．国際ブランドの決済ネットワーク
8-6．プリペイドカードの未来
3-3．カードの発行、オーソリ、売上処理などカード処理
3-4．決済代行業者・プロセッサーのシステム
▼ 【吉元 利行】
3-5．決済端末（CAFIS TTC モバイル端末）
第 9 単元 「ポイントプログラム」
▼ 【吉元 利行】
9-1．ポイントプログラムの誕生と普及
9-2．ポイントプログラムの仕組みと利用者保護
第 4 単元 「カード発行と利用の法律関係」
9-3．ポイントプログラムのマーケット
4-1．決済システムに絡む法律の全体構図
9-4．世界のポイントプログラム
4-2．クレジットカード取引に係る法律
9-5．ポイントプログラムと CLO
4-3．デビットカード取引に係る法律
4-4．ローンカードに係る法律
▼ 【吉元 利行】
4-5．個人とのカード取引全般に係る法律
第 10 単元 「Fintech がもたらすチャンスとリスク」
▼【吉本 利行】
10-1．決済サービスに関する包括的な規制をする EU
10-2．ビッグデータ解析で利便性を提供する Alipay
第 5 単元 「クレジットカード取引
WeChatPay
5-1．クレジットカードビジネスの過去と現在
10-3．国際ブランドのレギュレーションの最新動向
5-2．現在のビジネスモデルと国際ブランド
10-4．銀行法の改正と API 連携とキャッシュレスの取り
5-3．クレジットカード取引の関係当事者と規制状況
組み
5-4．クレジットカード利用者の保護
5-5．世界のクレジットカードの現状
以 上
5-6．クレジットカード取引の未来
※2 日間とも昼食はこちらで用意いたします。昼食時間は、当日の講義開始前にご案内します。

ＦＡＸ ０３－３２６１－４５７０ CMC 事務局まで
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クレジットカード業務研修

「第 12 回カードビジネス基礎研修」
ホームページ用受講申込書 ［ 2018 年 7 月 26 日（木）～27 日（金）開講 ］

貴社名
所在地

〒

連絡責任者
部署・役職
ＴＴＥＬ

ＦＡＸ
参加者氏名

所属（部・課・グループ）

役職

お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図をＦＡＸ致します。

受講料

Ａ：６２，６４０円（本体価格 ５８，０００円）
（CMC 金融機関機械化研究会会員機関および金融ニュービジネス＆テクノロジー研究会会員機関）

Ｂ：６６，９６０円（本体価格 ６２，０００円）

（後援団体会員機関）

Ｃ：７１，２８０円（本体価格 ６６，０００円）

（上記 A,B 以外の皆さま）

【問合先】 CMC ：ＴＥＬ０３－３２６１－４５５０ ＦＡＸ０３－３２６１－４５７０ まで。
注：
（振込先銀行）

みずほ銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1797042

三菱東京ＵＦＪ銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1279478

りそな銀行

市ヶ谷支店 普通預金 1627070

（名義） 株式会社 CMC

振込予定日（できるだけご記入ください）

月

日

‐受講についてのお願い‐
・受講料は、できるだけセミナー開催日までにお振り込み下さい。
・銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
・銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求番号の下 3 桁（枝番数）を付してください。振込手数料は、
貴機関でご負担をお願い申し上げます。
・開催日前、1 週間以内のキャンセルはできません。
・講演時の録音・撮影および携帯電話・パソコンの利用はご遠慮ください。
・諸般の事情により開催を中止させていただく場合があります。

