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1CT活用セミナー 未来のお金の使い方

～来るべきキャッシュレス化と5G時代に備えたサロン経営～

2019年11月18日（ルネスホール）
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大手OA機器メーカーの営業として名古屋・岡山でトップセールスと

して活動、その後、ヘッド八ンティングで外資系保険会社に転職、ラ

イフプランナーとして個人は勿論、法人、ドクターマーケットでも活動、

ファイナンシャルプランナーの資格も取得する。

2001年セールストレーナー兼マネージャーとして現会社に入社

グループ企業として研修会社の立ち上けやベンチャーリンクのSPCN

（美容サロンコンサル）の委託コンサルタントとしてサロン内フェイシャ

ルエステによる店販拡大事業の新規開拓なども経験。現在ドコモ

ショップにおける「顧客満足の最大化」をテーマにスタッフ育成トレー

ナーとして活動中。



キヤッシュレス・消費者還元事業とは

加盟店で消費者がキャッシュレス決済を利用した時に、

お支払いの一部をポイント還元することで、日本の

キャッシュレス化を推進しようという国の取り組み

つまり、消費者にとっては、r現金で買い物するより、

キャッシュレスで買い物した方が得になる』

という世の中に変えていこうというもの

このために経済産業省は2019年10月から2020年
6月末までの9か月間で約2，800億円の助成金予算

を計上

596遡院となるお店　　～中小・小親模の店■～

29b過元と蹴るお店～7ランチヤイズチェーン店鍾、カソリンスタンド～
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1．外国人観光客や労働者の利便性向上
2020年東京オリンピックや2025年大阪万博に向けての外国人観光客誘致と、

今後増加が予測される外国人労働者の利便性の向上
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2．インフラ維持コストの省略化と流動性と生産性の向上

現金インフラ維持コストの削減と、少子高齢化や人口減少に伴う労働者人口

減少の時代に備えた国の生産性の向上

現金決済インフラを維持するために、年間1兆円を超える直接コストが発生している。

　　現金決済インフラの直接的な社会コスト（年間）

　　印m「e’　　　日本鮪　　　　　師　　　　　　騎ATW　　　m｛．ti＿ビス集　　　　　ユーザー
一一一一童皇豊星一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンビニATM

　　　　各玄店・亭務所　　　　　　　各支店　　　　　　　　　全国20万台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　ニまん
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臓臨費賜騰コスト　店MN偏「efi　　　　　　　　　ATMzaes費．設顧
500億円150憾円　　760億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　irvi，V＿等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りぬ　　　　　　　　・…・脳纈託費4’120・・n。。。ma．。。6・…　　鷺欝
　　　　　　・灘蜀円1・4°°億器＿s、！”　‘レ糊’

　　　　　　　　　　　　　　　　　5，000億円
　　　　　　　　　　　　1，460億円



なぜ、キャッシュレス化を推進するのか？
α・

3．不透明な現金流通の抑止による

現金資産の見える化と税収向上
（申告漏れ、所得隠し、脱税の防止）

　　　　　　　　　⑨

セ鋤儒閣4・支払データの利活用1こよる消費の
　　　　　　　　　　　　　　利便性向上や消費の活性化

国【』禽漁■■函臨

5．偽札や現金を狙った犯罪の抑止

他
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キャッシュレス化のメリット・デメリット
α・

一 デメリット（不安）

一
　消

　費

者

・ 現金を持ち歩く必要がない

・ポイント還元等でお得に買い物ができる

・盗難、紛失時の補償

・ 家計の管理が楽（履歴・明細が残る）

・ 使いすきが心配

・セキュリティが心配（不正利用等）

・災害や緊急時に利用できない？

店

舗
・

事

業

者

・集客や客単価の増加が見込める

・ 現金管理のコスト削減（移動・保管・レジ等）

・売上、帳簿管理が楽（レジ締め・会計ミス）

・ビッグデータを活用した効率的なマーケティング

・ 殺備費用（イニシャルコスト）が掛かる

・決済手数料が轡かる

・ 手元に現金が残6ない

国

・社会

・紙幣や硬貨の発行、管理コストの削減

・ 現金インフラ維持コストの削減

・ 脱税防止
・ 偽札、強盗などの犯罪抑止

・ 地方銀行の収益減

・雇用の喪失



キヤツシュレスは災害や緊急時に弱い？

キャッシュレス

火災や津波による

焼失・紛失
補償なし

カードや端末が無くなっても財産に影響なし

カードや端末は再発行できる

【端末】

手元にあれば普通1こ使える 低電力（バッテリー等）での利用が可能

停電時
ArMが動かなければ引き出せない 【通信】

（窓口対応のみ） LPWA（省電力広域無線通信技術）ネットワーク

やエッジコンピューチィングの普及により決済可能

【クレジットカード・デビットカード】

IC化と暗証香号での不正利用防止

紛失・盗難による

不正利用
拾われたり、盗まれて使われた6終わり

不正利用されても補償がある

【スマホ決済】

端末ロック機能＆暗証番号・回線認証

不正利用に対して全額補償※

※現在はご利用のサービス1こよっては無いものもある

今後ますます加速する日本のキャッシュレス化
α・

給与デジタルマネー化（ペイロール）の解禁 政府、給与支払いに電子マネー解禁へ
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今後ますます加速する日本のキャッシュレス化
α・

加盟店やポイント事業者でも今後様々なキャッシュバックや

ポイント尺ックのキャンペーンが展開される

今後ますます加速する日本のキャッシュレス化
α・

無人レジや

現金お断りの店舗も
増加していく
　　　　　　　　　　く．（

1

e

コスト削減に成功した店は

その分消費者に還元しやすくなる

⇒消費者1こ選ばれる



キヤツシュレス時代のサロン経営 α・

消費者の活動パターンが変わる 近くのお店

キヤツシュレス時代のサロン経営 α・

SNSやHPで店の雰囲気や特徴、営業時間や
メニュー（価格）もわかりやすく表示する



キヤツシュレス時代のサロン経営
α・

会計処理や売り上げ分析の簡略化
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モバイルPOSシステム1こより、売り上げや顧客データ分析

も楽にできるので、その分戦略的な集客やサービス1こ集中

できる

クラウド会計サービスを利用すれば、銀行口座とも連携さ

せて確定申告書も自動作成してくれる

適格請求書等保存方式（インボイス制度）とは
（斡・

適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ適格請或書または適格簡易請求書（インボイス）

を交付することができます。インボイスの保存がなければ、原則として仕入税額控除はできません。

●売り手が発行する適格請求書の記載事項

区分記載請求書の記載すべき事項に、以下の項目が追加さ

れます。

①登録番号

②税率ごとに区分して合計

　び地方消費税額の合計額

○○御中

請求書

口月分　20，000円（本体）

口月旧　牛肉2㎏崇
日月8日　わりばし4箱

消費税1，SCO円

　　5，40◎円

　　5．500円

●2023年10月1日より、適格請求書発行事業者登録制度の登録を受けた課税事業者（売り手）は、取引の相手方（課税

　事業者）から求められた場合の適格請求書等の交付および写しの保存が義務付けられます。

●買い手は、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。免税事業者は適格請求書等を交付できないため、

　免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除をすることはできません。ただし、適格請求書等保存方式の導入後一定期

　間は、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。



現行制度から変わること
Cngs
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2019年10月▼ 2023年10月▼　　2026年10月▼　　2029fflO月▼

免税業者（サロン）への影響 α・
口「　　4

インボイス（適格請求書等）が出ないため税額控除できないケース

仕入れ

J

免税業者からの仕入れや、

委託報酬を税込みで支払っても

インボイスが無いため仕入れ税額

控除は受けれなくなります。

豊・

　　　　　≧

免税業者

喚．



免税業者（サロン）への影響
α・

インボイス（適格請求書等）を発行できないため機会を逃すケース

法人や病院・施設等への出張施術

　免税業者 適格請求書発行業者

キャッシュレス時代のサロン経営
α・

1．明確なサロンコンセプトの打ち出し

2．Webマーケティングによる集客向上

3．会計コスト削減によるサービスの充実

4．提案の充実による客単価の向上

5、　　　　　忽）



5G通信による社会の変革
α・

　≦屡蟹ξ哩垂　　　5Gとは？

〃V／▽OVA7’70N　5th　Generation（第5世代移動通信システム）

　7985年
　　アナログ

1993年　　2000年　　2010年
デジタルmova　　　FOMA　　　Xi　PREMIUM4G

着メロ・写メール　i－mode　TV電話スマホiPhone

　　　　インターネット　　　　動画アカゲ＿ム

20f9年
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5G通信による社会の変革
α・

」■■r」■L

INNOVA「ION
　　最大20Gbps
　　★FTTH（光）の10～20倍

　　1ms（1000分の1秒）
　　★［rEの10分の1

　　100万デ八イスノk㎡

　　★［TEの10倍



5G通信1こよる社会の変革
α・

　ρ一A　　　＋エツジコンピューテイング

　韮≡L≡　　＋触力覚通信端末
INI▽OVA710N　＋AI、　V　R、　A　R技術

　　　　　　　　　　　　　畢
　　　　　　　・n★自動車の自動運転化

　　★救命治療の遠隔化
　　★様々な産業のロボツト化

5G通信による社会の変革
c・s・

　　　」■－A■h

　〃VNOVA710N
トヨタが自動車屋をやめる1

5Gとエッジコンピューテイングで

　自動運転が普及すると

　　車を造って売る

　　自動車メーカー

　　　　畢
車を使ったサービスを売る

モビリティカンパニー

　　　MaaS
（Mobility　as　a　Service）

　サービスとしての移動車

　月々定額で提供



5G通信による社会の変革
α・

　　嬰■置A　　　　　／r対面ならではの強みを生かした提案＼＼、

　　’＝’＝≡曇　　　　／　　　　　　スマートフォーン教室
　　コ　　　コ　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〃V願偏OA1　＼＼トータルライフサポート拠点

　　一一一　オムニチャネル化　1　．／…一一て乱．～

　　　　　　　　　　　ドコモショ・～つ゜
ビッグデータを活用　　　　　　　　　　　　　　1　　よくあるお問合せに

　した最適な端末、　　）　　　dδc。m。　　　　　、　　A：で素早く対応

　商品の販売　　　　　　　　　．　　，

　　　　　　　　　　　　　つ＼

＼　　　　む　　　　　口　　　　　　Ll　　一
　　りへへりり　　　　　

　　　　　　l　　　　l　　　　l

5G通信による社会の変革
（勲・

」■臥」■h
理容業はどう変わるのか？




