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2014年 6月 11日 

報道関係各位 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

『UBER×GMO Pallet』コラボ企画 「ディナーは Palletで、帰宅は UBERで」 

無料乗車クーポン 4,000円分をプレゼント 

～お財布を出さずスマホだけで決済や配車が可能に～ 

 

GMOインターネットグループの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、“カードを出さずにテーブル会計”ができる新しいスマートフ

ォン決済サービス「GMO Pallet」において、スマートフォンを活用したハイヤー配車サービス「UBER
ウ ー バ ー

」を提供する

Uber Japan 株式会社（東京都渋谷区）とのコラボレーション企画「ディナーは Pallet で、帰宅は UBER で」を本日

2014年 6月 11日（水曜日）より開始いたします。 

「GMO Pallet」で初めてお支払いいただいたお客様に、「UBER」の初回利用時に使える 4,000円分の無料乗車クー

ポンをプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラボ企画「ディナーは Palletで、帰宅は UBERで」について】 

「GMO Pallet」は、飲食・アパレルなどリアル店舗でのお支払いがスマホアプリ上で完結する新しい決済サービスで

す。お客様は決済時に現金やクレジットカードをお財布から出す必要なく、スマホだけで簡単に支払いが可能です。 

一方、「UBER」は、ハイヤーの配車依頼から支払いまでスマホアプリ上で完結できる、米国発の注目サービスです。

現在、米国の全都市部やヨーロッパ主要都市、中国・上海、韓国・ソウルなど、36 カ国 126都市でサービスを展開し

ています。 

今回「GMO Pallet」、「UBER」のどちらも“お財布を取り出さず、スマホだけでお支払いができるサービス”であること

から、スマートなスマホ生活を提案する「ディナーは Palletで、帰宅は UBERで」を共同で企画いたしました。 

本企画では、「GMO Pallet」と「UBER」を初めてご利用いただいたお客様へ、初回の「GMO Pallet」でのお支払い時

に、「UBER」4,000円分の無料乗車クーポンをプレゼントいたします。 

 

※写真はイメージです 

（GMOPallet） 

（UBER） 
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＜プレゼント概要＞ 

対 象 期 間 
2014年 6月 11日（水）～2014年 8月 31日（日） 

※ご利用は 2014年 9月末日まで 

対 象 者 

初めて「GMO Pallet」で決済し、かつ初めて「UBER」の配車サービスを利用される方 

※これまで「UBER」「GMO Pallet」ともに登録・ご利用経験のない方が対象と 

なります  

プ レ ゼ ン ト 内 容 

「UBER」4,000円分の無料乗車クーポンをプレゼントいたします。 

① 「GMO Pallet」にご登録の上、お店でのお支払いにご利用いただくと、「UBER」4,000

円分の無料乗車クーポンコードが「GMO Pallet」アプリに送付されます。 

② 「UBER」にご登録後、「GMO Pallet」アプリに送付されたクーポンコードを、「UBER」

アプリの「プロモーションコード」欄に入力いただくと、「UBER」にクーポンが適用され、

使用可能となります。 

 

 

【「GMO Pallet」について】 

GMO-PGが開発した「GMO Pallet」は、スマートな消費体験を提供する全く新しいタイプの決済サービスです。他の

多くのスマホ決済とは異なり、飲食・アパレルなどリアル店舗での支払いがスマホアプリ上で完結するため、お客様

は決済時に現金やクレジットカードをお財布から出す必要がありません。店舗側にとっても、決済処理にかかる業務

の効率化を実現できます。 

料金を支払うお客様（消費者）は、事前に「GMO Pallet」アプリ（無料）をダウンロードし、クレジットカード情報(*1)を登録

しておくだけで、店舗での支払いをスマートフォンでの 2 タッチ（1 スワイプ＝チェックインと、1 タイプイン＝4 ケタ暗証

番号）で行うことができます。また、利用店舗のクーポンなどを入手できるため、お得にお食事やお買い物を楽しめま

す。 

一方、店舗側は、「GMO Pallet」へのお申込み手続き後(*2)、店舗専用の「GMO Pallet レジ」アプリ（現在 iOS 対応

端末のみ。Android 版は今夏提供予定）をモバイル端末（スマートフォン・タブレット）にダウンロードし、GMO-PG が

発行する ID・パスワードを登録することで、お客様（消費者）に「GMO Pallet」による決済手段を提供できるようになり

ます。決済処理業務の効率化に加え、来店・販売履歴など顧客情報を管理することが容易なため、リピート客率・利

用単価向上施策へ有効活用いただくことができます。 

(*1) VISA、MasterCardでの利用が可能です（2014年 6月 11日現在） 

(*2) クレジットカード会社によるカード加盟店審査がございます。 

 

＜「GMO Pallet」利用イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①お客様：店舗にチェックイン 

 

②店舗：金額入力 

 

③お客様：金額確認・ 

暗証番号入力（決済完了） 

 

④お客様：レシートの通知 
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■「GMO Pallet」消費者用・店舗用アプリ概要 

アプリ名称 ① 消費者用「GMO Pallet」 

② 店舗用「GMO Pallet レジ」 

価格 無料 

対応端末 iPhone（iOS7以上）／iPad（iOS7以上）／iPad Mini（iOS7以上） 

ダウンロード App Store 

① 消費者用「GMO Pallet」  https://itunes.apple.com/jp/app/id830551218 

② 店舗用「GMO Pallet レジ」  https://itunes.apple.com/jp/app/id830562009  

 

【「UBER」について】 

「UBER」は、スマートフォンアプリを利用した、米国発のオンデマンド配車サービスです。現在、世界 36 カ国 126 都

市でサービスを展開しており、日本では東京の六本木・渋谷・恵比寿・丸の内・汐留エリアなどに限定してサービスを

展開しています。 

iOS および、Android 向けに提供されるスマートフォンアプリにクレジットカード番号を登録すれば、キャッシュレスで

指定の場所への配車依頼、移動が可能になります。また、配車する車種ごとの料金や、目的地までの料金の見積も

り額、車の現在地などもアプリ上で確認できるため、お客様のプランに合わせてスマートにハイヤーを利用できます。 

 

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】 

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処理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】 

・UBERサイト URL： https://www.uber.com/ 

・GMO Palletサイト URL： https://www.gmo-pg.com/pallet 

・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 

【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 

 

【キャンペーン・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 

 スマートフォンビジネス推進室 

TEL：03-3464-2323 FAX：03-3464-2477 

E-mail：info@gmo-pg.com 

 

https://itunes.apple.com/jp/app/id830551218
https://itunes.apple.com/jp/app/id830562009
https://www.uber.com/
https://www.gmo-pg.com/pallet
http://corp.gmo-pg.com/
http://www.gmo-pg.com/
http://corp.gmo-pg.com/
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【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 

※iPhone・iPadは Apple Inc.の登録商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※ iOS商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。 

※ その他、本文に記載されている製品、会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

 
Copyright (C) 2014 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 

http://www.gmo.jp/

