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SMBCファイナンスサービス株式会社
（英文名称：SMBC Finance Service Co., Ltd.）

〒460‐8670 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
TEL：052-310-1500（代表）

〒135‐0061 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
TEL：03-6740-0300（代表）

代表取締役社長　小野 直樹

三井住友カード株式会社

カード事業、信販事業、トランザクション事業、融資事業、その他

82,843百万円

3,092名（2022年3月末時点）

グループ体系図 SMBCグループの一員として、
キャッシュレス決済戦略の中核を担っています。

銀行

証券

コンシューマーファイナンス

銀行

リース

シンクタンク、コンサルティング、ITソリューション

投資運用、投資助言・代理、第二種金融商品取引

クレジットカード

クレジットカード、信販、トランザクション

O106-844https://www.smbc-fs.co.jp/



Credit Card 
Business

Transaction
Business

Installme  nt Business
信販 　   事業

トランザクション事業カード事業

キャッシュレス社会に、新しい価値を。
ＳＭＢＣグループのキャッシュレス決済戦略の中核を担う総合決済カンパニー

マーケティング

加盟店への
送客力

決済手段の
多様化

加盟店
売上拡大

ロイヤル
カスタマー
囲い込み

3事業を通じた
膨大な顧客基盤

顧客の活性化

取引店・加盟店
業務効率化

金融機関との
緊密な

ネットワーク

急速かつ複雑な進化を続けるキャッシュレス決済市場。

今、さまざまな経営課題を解決するために、

総合的な決済ソリューションへのニーズが高まっています。

私たちは、親会社である三井住友カード株式会社とともに、

両社のノウハウや決済ソリューションを融合し、我が国の

キャッシュレス社会の実現に貢献してまいります。

ショッピングクレジット

オートローン／オートリース

リフォームローン／ソーラーローン

学費ローン　銀行保証

クレジットカード　

プリペイドカード　

法人カード　

カード決済サービス　

電子マネー　

カード付帯サービス

　

　口座振替

　コンビニ収納

　ペイジー決済

　債権買取

　家賃決済

　ポートフォリオ型ファクタリング（保証）

　国際ファクタリング（輸出）

　建設関連債権保全

私たちは、カード、信販、トランザクションの3つのビジネスを柱に、総合的な決済ソリュー

ションを提供しています。SMBCグループ各社とも連携しながら、全国に広がる営業拠点

を活用し、事業・エンティティの枠を超えて強力に営業活動を展開。お客さまの決済に

まつわるさまざまな課題に、スピーディかつワンストップで対応します。

3つの事業を機動的に連携させ、
多様化するお客さまのニーズにきめ細やかに対応



○ 提携クレジットカード／提携プリペイドカード

流通、小売業を中心に、約300社の企業さまと提携クレジットカード
を発行し、提携先さまの売上拡大をサポートしています。その他にも
法人・個人事業者さまをサポートするプロカード（法人向け提携カー
ド）や審査不要のプリペイドカードなどを発行し、あらゆるシーンで
お客さまをバックアップします。また、当社カード会員さまの情報を
もとに、提携先さまの売上拡大につながる施策を企画・提案します。

多様化するニーズにお応えする、
各種カードを発行しています。

カード会員さま専用Webサービスとして、「セディナビ」と「セディ
ナアプリ」を提供しています。お支払い金額やポイント残高の確
認、リボ払いへの変更といった各種お手続きがWebで完結できま
す。また、提携先さまの優待特典や会員限定クーポンなどの情報
配信による送客を行い、カード会員さまと提携先さまの双方にとっ
て利便性と利得性の高いサービスを提供しています。

カードをより便利に、より身近にする
サービスを提供しています。

クレジットカード決済はもちろん、Visaのコンタクトレス決済サー
ビスなど、幅広い決済サービスを提供しています。キャッシュレス
化へのニーズが一層高まるなか、便利でスピーディな決済が可能
となります。また、お客さまの多様な決済ニーズに対応することで、
提携先さまの新規顧客獲得や購買単価の向上に貢献。レジ業務や
現金管理業務の効率化にもつながります。

コンタクトレス決済をはじめ、
効率的な決済サービスを提供しています。

日常生活におけるショッピング、教育や医療などのさまざまなシー
ンに寄り添う安心・便利なクレジットを提供しています。衣料品、宝
石・貴金属などを購入する際、お客さまの「すぐに欲しい」というニ
ーズにお応えするショッピングクレジットをはじめ、ブライダルク
レジットやメディカルクレジットなど、商材・サービスに合わせた商
品もご用意しています。

日常生活のあらゆるシーンに、
安心・便利なサービスを提供しています。

個人のお客さまが金融機関からローンの借入を受ける際、当社が
お客さまの連帯保証人となることで借入を円滑、容易にする保証
業務を展開しています。また、長年培ってきたノウハウを活かし、各
地域の金融機関のニーズに適したオーダーメイドの商品開発や
Web完結サービスなどの提供を行い、金融機関の個人向け無担保
ローン業務の推進をサポートしています。

金融機関の個人向け無担保ローン業務を
サポートしています。

自動車・オートバイの購入をサポートするオートローンや、お客さま
の支払ニーズに合わせた残価据置型オートローン、オートリース※

などの商品をご用意しています。また、住宅の増改築などのリフォ
ームにご利用いただけるリフォームローン、太陽光発電・蓄電池な
どのエコ関連商品の設置をサポートするソーラーローンなど多彩
な商品を取り扱っています。
※当社関係会社の株式会社セディナオートリースが提供しています。

マイカー購入やリフォームを
資金面からサポートしています。

○ カード決済サービス

○ カード会員サービス ○ ショッピングクレジット ○ 各種ローン&リース

○ 銀行保証

多くの企業さまと多彩な提携カードを発行。
売上拡大などによる信頼が、全国に広がり続けています。提携カード

お客さまや加盟店さまの利便性向上に向け、デジタル化を推進。パソコンやタブ
レット、スマートフォンから、オンラインでショッピングクレジットや各種ローンの
申込みが可能になります。ペーパーレスでのお手続きにより、申込書のご記入や
手数料計算といった手続きを効率化、加盟店さまの業務負荷を軽減します。

C-Web

三井住友カードが展開す
るオールインワン決済端
末「stera terminal」用の
アプリからショッピングク
レジットをお申込みいた
だけます。

株式会社ドトールコーヒー

東海旅客鉄道株式会社

【C-Webアプリ】

加盟店さまが保有するデ
ータや情報をシステム連
携。お申込み時の入力項
目を削減します。

【C-Webコネクト】

お客さま自身のスマート
フォンを使うことで、自分
のペースでお申込みいた
だけます。

【C-Web Myスマホ】

株式会社ホームセンターバローコスモ石油マーケティング株式会社

株式会社ジャパネットたかたDCMホールディングス株式会社株式会社ベイシア

株式会社ミスターマックス株式会社エディオン
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カード事業

カード決済サービスの可能性を広げる。

信販事業

安心・便利な金融サービスを提供する。

Credit Card Business Installment Business

データ連携

顧客データ
商品情報



○ポートフォリオ型ファクタリング（保証）

○国際ファクタリング（輸出）

○建設関連債権保全

○小口債権買取サービス　○ＣＬ債権買取サービス

○家賃決済サービス

新聞購読料や各種通信料、生命保険料などの料金を事業者さまに
代わってお客さまより回収し、引落結果のご連絡と併せてその代
金を事業者さまへまとめてお振り込みします。口座振替やコンビ
ニ収納、クレジットカード決済など、豊富な代金回収サービスで事
業者さまの業務の効率化を実現します。

代金回収を代行し、 
集金業務をお手伝いしています。

事業者さまがお客さまから書面等を徴求することなく、売上データ
を毎月連携していただくことにより、債権を買い取るサービスです。
毎月の売掛債権やサービス提供代金などの法人向け債権､各種ス
クールの月謝やスポーツクラブ会費といった個人向け債権など、多
種・多様なシーンにご利用いただけ、事業者さまのBPOやリスクヘ
ッジのニーズにお応えします。

請求・回収・管理業務の効率化、未回収リスクの
回避など、事業者さまのニーズにお応えします。

○ 代金回収サービス ○ ファクタリングサービス
　 【債権買取】

事業者さまが販売先に対して保有する売掛債権を保証することに
より、回収リスク軽減や与信管理をサポートいたします。国内債権
だけでなく、海外債権への保証など、お客さまのニーズに幅広くお
応えする商品をご用意しています。

商取引で発生する売掛債権の支払保証により、
回収リスク軽減や与信管理をサポートしています。

○ ファクタリングサービス
　 【保証業務】

○口座振替　○コンビニ収納　

○クレジットカード決済※　

○銀行振込　○ペイジー決済　等

債権買取サービス

貴社が販売先に対して保有している商取引上の売上債権（受取手形・
売掛金）の支払いを保証する商品です。本商品は、三井住友銀行から委
託を受けて提供しています。

ポートフォリオ型ファクタリング（保証）

LCなしの送金ベースの輸出取引において輸入国のファクタリング会
社の信用保証に基づき輸出業者に原則100%の支払保証を行う商品
です。本商品は、三井住友銀行から委託を受けて提供しています。

国際ファクタリング（輸出）

預金口座振替により、お客さまから定期・継続的な代金を回収するサー
ビスです。全国の金融機関と提携した幅広いネットワークを活用し、ス
ピーディで効率的な代金回収を実現します。専用端末やインターネット
を利用し、ペーパーレス・印鑑レスで口座登録が可能なオプションサー
ビスもあります。

CATS集金代行サービス

バーコード付の払込票または支払専用の受付番号を利用し、コンビニ
店舗でお支払いいただくサービスです。お客さまのスマートフォンに電
子バーコードを表示する払込票不要のサービス（PAYSLE）や払込票の
印刷・発送業務を代行するオプションサービスもあります。

CVS料金収納代行サービス

トランザクション事業

決済にまつわるビジネス課題を解決する。

Transaction Business

※ SMBC GMO PAYMENT株式会社から委託を受けて提供しています。

【小口債権買取サービス】
お客さま毎の個別審査をせず、
包括的に債権を買い取るサービ
スです。

【ＣＬ債権買取サービス】
お客さま毎に個別審査を行い、
買取極度額内で未回収リスクを
ヘッジするサービスです。

お客さま

お客さま

事業者さま

お支払い

代金回収

買取金
お支払い

売掛債権の
支払保証

債権譲渡
ファクタリング
サービス
（債権買取）

ファクタリング
サービス
（保証業務）

代金回収
サービス

商品・サービスの提供

商品・サービスの提供

商品・サービスの提供

債権発生

お客さま

債権発生

お支払い


