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＜本件に関するお問合せ先＞ 

軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア広報事務局（電通パブリックリレーションズ内） 

  担当：新井 

〒105-7135 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 35階  

TEL： 080-1061-3043 ／ FAX：03-6263-9333 

E-mail： takashi.arai@contract.dentsu-pr.co.jp  

 

2019 年 5 月 28日 

報道関係各位 

一般社団法人日本能率協会 

産業振興センター 

 

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己、本部：東京都港区芝公園 3-1-22）は、

経済産業省・中小企業庁とともに、2019 年 10 月 1 日（火）に実施される軽減税率制度への

対応やキャッシュレス化の推進に向け、「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア in 東京」

を 6月 4日（火）と 5日（水）の 2日間にわたり、東京国際フォーラムで実施します。 

本フェアでは、消費税・軽減税率の実施に伴う各種制度説明のほか、レジ補助金制度の説明会

を行います。また、展示ブースではレジメーカーやキャッシュレス決済事業者が一堂に会し、

最新機器・サービスの紹介とともに、各種補助事業の申請方法の説明や、相談コーナーの開設

など、軽減税率対応が求められている方や、キャッシュレスサービス導入をご検討されている

方々をサポートします。 

 このたび、東京会場の開催概要が決定しましたので、ご案内申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金＞ 

小売・サービス・飲食業の支払いが変わる！ 

軽減税率対応レジ・キャッシュレス端末の導入を！ 

「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア in  

東京」  

開催概要決定！ 

軽減税率実施に向けて小売・サービス・飲食業の事業者をサポート 

レジ・キャッシュレス端末の導入を支援するイベントを実施 

日時 ： 2019 年 6 月 4 日（火） 13：00～18：00 （受付開始 12：30～） 

          6 月 5 日（水） 11：00～17：00 （受付開始 10：30～） 

会場 ： 東京国際フォーラム E1 （東京都千代田区丸の内 3-5-1） 
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＜「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア in東京」開催概要＞ 

■タ イ ト ル：「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア in東京」 

■主 催：経済産業省、中小企業庁／一般社団法人日本能率協会 

■後   援：独立行政法人中小企業基盤整備機構、一般社団法人キャッシュレス推進協議会、日

本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組

合連合会、公益社団法人日本青年会議所 

■日 時：2019年 6月 4日（火）13：00～18：00（受付開始 12：30） 

2019年 6月 5日（水）11：00～17：00（受付開始 10：30） 

■会 場：東京国際フォーラム E1（東京都千代田区丸の内 3-5-1） 

■内 容： 

6 月 4 日（火） 

 

 

時間 メインステージ プレゼンテーションコーナー 

13:00 ～

13:30 

「軽減税率対応・キャッシュレス化 総決起大会」 

(1)あいさつ 

経済産業省 

日本商工会議所 全国商工会連合会 

全国中小企業団体中央会 全国商店街振興組合連合会 

(2)フォトセッション 

 

13:30 ～

14:00 

特別講演 

「キャッシュレス化の付加価値と最新動向」 

（一社）キャッシュレス推進協議会 

常務理事 福田 好郎 氏 

 

（14:00～17:00 各社 15分） 

★カシオ計算機（株） 

●パーク 24（株） 

★（株）APPLILAB 

●（株）クラブネッツ 

■（株）スマレジ 

★（株）アルファクス・フード・システム 

●コイニー（株） 

■パーソルプロセス＆テクノロジー（株） 

★NEC プラットフォームズ（株） 

●（株）ジェイエムエス 

■まいどソリューションズ（株） 

★（株）FSイノベーション 

 

※★レジ、●キャッシュレス、■POSレジ 

14:15 ～

14:45 

テーマ別セミナー 

「キャッシュレス導入によるメリット（効果）」 

（株）クレディセゾン 

東京支社長 松本 憲太郎 氏 

15:00 ～

15:30 

「キャッシュレス・消費者還元事業セミナー」 

（一社）キャッシュレス推進協議会 

15:45 ～

16:30 

テーマ別セミナー 

「キャッシュレスにおけるセキュリティ対策」 

（株）ロイヤルゲート 

代表取締役社長 梅村 圭司 氏 

16:45 ～

17:15 

「軽減税率制度について」 

国税庁 

17:20 ～

17:50 

「軽減税率対策のためのレジ・システム補助金について」 

（独）中小企業基盤整備機構 

課長 前田 和彦 氏 
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6 月 5 日（水） 

 

※上記の他、会場内では 

・レジメーカー・キャッシュレス決裁事業者展示会 

・キャッシュレスの体験コーナー 

・軽減税率対応やレジ・システム補助金の相談コーナー」等を実施予定です。 

詳細は下記「推進フェア特設サイト」からご覧ください。 

※内容は順次更新いたします。【推進フェア特設サイト】https://regi-cashlessfair.jp/ 

 

＜会場アクセス＞ 
 

■JR線 
有楽町駅（国際フォーラム口）より徒歩 1 分 
東京駅より徒歩 5分 

■地下鉄 
有楽町線：有楽町駅 

(D5出口、B1F 地下コンコースにて連絡） 
千代田線：二重橋前駅（1番出口）より徒歩 5分 

日比谷駅より徒歩 7分 
丸ノ内線：銀座駅より徒歩 5 分 
銀座線  ：銀座駅より徒歩 7 分 

京橋駅（3番出口）より徒歩 7分 
三田線  ：日比谷駅より徒歩 5分 

時間 メインステージ プレゼンテーションコーナー 

11:20 ～

11:50 

「キャッシュレス・消費者還元事業セミナー」 

（一社）キャッシュレス推進協議会 

 

 

12:00 ～

12:45 

テーマ別セミナー 

「キャッシュレス導入によるメリット（効果）」 

（株）クレディセゾン  

北関東支社長 渋谷 淳一 氏 

（12:00～15:45 各社 15分） 

★シャープ（株） 

●PayPay（株） 

■（株）USEN 

★（株）スペース 

■（株）ユビレジ 

★（株）タスネット 

●（株）メルペイ 

■（株）リクルートライフスタイル 

★（株）寺岡精工 

●（株）リクルートホールディングス 

★（株）テンポス情報館 

●（株）りそな銀行 

★東芝テック（株） 

●ルミｰズ（株） 

★（株）ビジコム 

 

※★レジ、●キャッシュレス、■POSレジ 

13:00 ～

14:00 

特別講演 

「キャッシュレス化促進に向けた Visaの取り組みについて- 

タッチ決済の拡大（仮）」 

ビザ・ワールドワイド・ジャパン（株） 

マーチャント セールス＆アクワイアリング ディレクター 

山田 昌之 氏 

14:15 ～

14:45 

「軽減税率制度について」 

国税庁 

14:50 ～

15:15 

「軽減税率対策のためのレジ・システム補助金について」 

（独）中小企業基盤整備機構 

課長 前田 和彦 氏 

15:30 ～

16:15 

テーマ別セミナー 

「キャッシュレス化から広がる顧客データ活用の新たな戦略」 

東京大学 

大学院経済学研究科・経済学部教授 柳川 範之 氏 


