
 
 
 
 

 
2014 年 6 月 3 日 

報道関係各位 
GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 

タイで海外決済サービス「GMO-PG Global Payment」提供開始 
～海外 5 拠点目として、タイに現地法人を設立、タイの大手決済代行会社も出資～ 

 

GMO インターネットグループで非対面クレジットカード等の決済事業を展開する GMO ペイメントゲートウェイ株式会

社（東証一部：証券コード 3769 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：相浦 一成 以下、GMO-PG）は、2014 年

6 月 3 日（火）より、タイ王国（以下、タイ）の現地法人 GMO PAYMENT GATEWAY (THAILAND) CO., LTD. にお

いて、海外決済サービス「GMO-PG Global Payment」の提供を開始いたします。 

「GMO-PG Global Payment」は、海外各国に進出して E コマース等の非対面ビジネスを展開する日本の事業者向

けの海外決済サービスです。GMO-PG は、同サービスの提供エリア拡大のためアジア圏における海外拠点の設置

を進めており、今回サービス提供を開始するタイ現地法人は、シンガポール、香港、マレーシア、台湾に続く 5 カ所

目の海外拠点となります。 

なお、GMO-PG はこのたびのタイへの事業展開に際して、タイの大手決済代行事業者で GMO-PG の出資先でも

ある 2C2P (THAILAND) CO., LTD. (以下、2C2P）と業務提携するとともに、2C2P よりタイ法人への出資も受けて

おります。 

 

【概要】 
GMO-PG は、2012 年 10 月のシンガポール連結子会社 GMO PAYMENT GATEWAY PTE. LTD. の設立を皮切

りに、アジア圏を中心に決済事業の展開を推進し、現在ではシンガポール法人および、香港法人とその台湾支店、

マレーシア現地法人を通じて、海外決済サービス「GMO-PG Global Payment」を提供しています。 

GMO-PG は、アジア圏で事業展開を進める中で、E コマース等の非対面ビジネスを展開する日本の事業者の海外

進出先として、タイへの参入ニーズが高いと判断いたしました。その背景には、タイは政情不安があるものの、これ

までも政情不安をたびたび乗り越え、過去 30 年間で 10 倍以上の経済成長を遂げていること(*1)、及びタイへ進出し

ている日本企業が最近 2 年余りで約 25％増加して 3,924 社(*2)にのぼり、今後も進出企業の増加が見込まれるう

え、タイにおける E コマースやゲーム・デジタルコンテンツ販売等を行う非対面ビジネス市場が急速に拡大している

ことがあります。 

そこで GMO-PG は、タイへの事業展開の弾みをつけるべく、2014 年 5 月初旬に、クレジットカード決済および現金

収納代行等の決済サービスを提供しているタイの大手決済代行事業者の 2C2P と業務提携し、同社等の出資を受

け入れ、タイに現地法人を設立いたしました。そしてこの度、タイ現地法人において、現地の日本企業および今後進

出予定の事業者向けの海外決済サービス「GMO-PG Global Payment」の提供を開始いたしました。 

GMO-PG は、今後も東南アジアや東アジアの国・地域に現地法人または支社を設立し、各国・地域の主要な決済

手段を提供する最適なアライアンス・パートナーとの提携により、サービスを拡大してまいります。 

(*1) 出典：IMF - World Economic Outlook Databases 
(*2) 出典：帝国データバンク 

 

【海外決済サービス「GMO-PG Global Payment」について】 
海外決済サービス「GMO-PG Global Payment」は、海外各国に進出して E コマース等の非対面ビジネスを展開す
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る現地法人を持つ日本の事業者向けのサービスです(*3)。事業者様は海外決済代行サービスの利用に必要となる

GMO-PG のシステム「GMO-PG Global Platform」に接続することで、複数の国において複数の決済手段が利用可

能になります。 

GMO-PG が「GMO-PG Global Platform」をご利用いただける各国に現地法人や支社を設置し、日本語での交渉か

ら運用サポートまで支援を行うほか、サービス利用各国の現地通貨で売上金を入金するため、安心してご利用いた

だくことができます。 

この度のタイでのサービス展開においては、クレジットカード決済サービスに加え、タイの大多数の消費者がクレジッ

トカードを保有していないことから、現地小売店 5 万拠点超(*4)が参加する現金収納代行サービスや ATM 支払い・

オンラインバンキングサービスも提供いたします。 

また GMO-PG では、決済サービスの提供にとどまらず、E コマース等の非対面ビジネスを行う際に必要となる、物

流やプロモーション、マーケティング等についても、各国の現地事業者とタイアップして日本の事業者のお客様のサ

ービス展開に最適なソリューションを提案いたします。 

 (*3) 日本国内法人が本サービスを利用する場合は、クレジットカードブランドのクロスボーダー取引の制約や海外各国の法律

などに抵触しない範囲でのご提供となります。 
(*4) 2C2P 調べ 

 
【2C2P (THAILAND) CO., LTD.について】 

2C2P は、シンガポール、マレーシア、香港、インドネシア、フィリピン、ラオス、ミャンマー、カンボジアにおいて、クレ

ジットカードをはじめとする決済処理サービスおよび、現地小売店 5 万拠点超が参加する現金収納代行サービス等

を提供するタイの大手決済代行事業者です。タイのナショナルフラッグキャリアであるタイ国際航空の国内外航空券

の非対面販売での決済サービスを担うなど、多数の加盟店にサービスを提供しております。 
なお、2C2P は GMO-PG のシンガポール連結子会社 GMO PAYMENT GATEWAY PTE. LTD. の出資先です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<2C2P 事業展開図> 
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【GMO ペイメントゲートウェイ株式会社について】 

GMO ペイメントゲートウェイは、ネットショップや SNS・スマートフォン上で展開するコンテンツなどの非対面販売型

の事業者、NHK など月額料金課金型の事業者、並びに日本年金機構や東京都等の公的機関など 4 万 7,000 店舗

以上（GMO ペイメントゲートウェイグループ 2014 年 3 月現在）の加盟店に、クレジットカードをはじめとする決済代

行サービスを提供しております。消費者と事業者にとって安全性が高く便利な決済を実現し、日本の決済プロセスの

インフラになることを目指しております。決済業界のリーディングカンパニーとしてイノベーションを牽引し、日本のEC
化率の向上に貢献いたします。 
 

 

【関連 URL】 
・2C2P コーポレートサイト URL ： http://www.2c2p.com/ 
・GMO-PG Global Payment ページ URL ： http://www.gmo-pg.com/service/gmo-pg global payment 
・GMO-PG グローバルサイト URL ： http://www.gmo-pg.com.sg/ja/ 
・GMO-PG コーポレートサイト URL ： http://corp.gmo-pg.com/ 
・GMO-PG サービスサイト URL ： http://www.gmo-pg.com/ 
 

以上 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【GMO ペイメントゲートウェイ株式会社】 （URL：http://corp.gmo-pg.com/） 

会 社 名 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 （東証第一部 証券コード：3769） 
所 在 地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 14 番 6 号 ヒューマックス渋谷ビル 
代 表 者 代表取締役社長 相浦 一成 
事 業 内 容 ■クレジットカード等の決済代行サービス及び付帯するサービス 

 
【GMO インターネット株式会社】 （URL：http://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 
所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 
代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 
事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■モバイルエンターテイメント事業 ■インターネット証券事業 
 
Copyright (C) 2014 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 

【報道関係お問い合わせ先】 
●GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 

 企業価値創造戦略 統括本部 IR・広報グループ 

TEL：03-3464-0182 FAX：03-3464-2387 
E-mail：ir@gmo-pg.com 

●GMO インターネット株式会社 グループ広報・IR 部 細田・石井・島田 

TEL：03-5456-2695 FAX：03-3780-2611 
E-mail：pr@gmo.jp 

 

【サービスに関するお問い合わせ先】 
●GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 

 グローバル・ビジネス戦略室   
TEL：03-3464-2381 FAX：03-3464-2387 
E-mail：globalbusiness@gmo-pg.com 
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