
大きなビジネスチャンスは一晩でやっ
てきますが、その処理に日数がかかると
その分費用が発生し、売上利益が失わ
れます。Allied Wallet を利用すると、クレ
ジットカード処理を 24 時間以内に開始
することができます。ビジネスチャンス
を活かして利益を得ることを今すぐご
検討ください。 

多くの業界につながりを持つ当社は、
支払処理だけでなく、電子商取引ビジ
ネスを管理するために必要なツールを
取得するという長期にわたるプロセス
も効率化することができます。
競合モデルでは、販売業者は販売業者
口座を取得し、支払処理システムおよび
ショッピンクカートソリューションを導
入する必要があります。
これらすべてを用意するには、貴社の開
発者がそれらを 1 つのソリューションに
統合する場合で、数か月かかります。
Allied Wallet がこれらのサービスを統
合することで、貴社の時間とコストを節
約できます。
当社の API により、販売業者は、豊富な
機能を利用して、安全性の高い支払処
理を行うことができます。また、当社の
サービスはすべての大手ショッピング
カートソリューションと統合されていま
す。
さらに、貴社の Web サイトの統合作業
を貴社に代わって行います。
当社のソリューションを選択することに
より、機能をシームレスに導入し利用で
きるようになります。 Allied Wallet を選
択すれば、利益を最大化することができ
ます。貴社の商品やサービスをより簡単
な方法で販売できるようになります。 

当社が 24 時間以内と約束したことは、24 時間で実現します。 

ビジネスの成功を実現する Allied Wallet

Allied Wallet 
が申し込みを確認

Allied Wallet 
 が事前承認または拒否を提案

販売業者が
引受確認を提出

18 時間6 時間

販売業者がショッピ
ングカートモジュー
ルを導入 

Allied Wallet 
が適合性検査を
実施

Allied Wallet 
が正式確認を開始

販売業者が支払処理
をテスト 販売業者の 

Web サイトが
運用を開始

販売業者がショッピ
ングカートソリューシ
ョンを選択

Allied Wallet 
が販売業者に処理契
約を申し出

販売業者の 
Web サイトが 
Allied Wallet 
に統合 

Allied Wallet 
が申し込み者を
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貴社のサイト、ゲートウェイ、ショッピン
グカートソフトウェアの統合作業を行
うために開発者を雇用していますか?

支払ゲートウェイを利用したことがありますか?

販売業者口座を取
得していますか?

ショッピングカート
の提携先が注文
を処理していますか?

顧客サー
ビスチー
ムのための人
員を雇用して
いますか? 今後海外からの

注文を受けた場
合、どのように通
貨為替を処理しま
すか? 

スクリーニング
および PCI 適合
認定を受けて
いますか?
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当社の Payment 
Gateway を導入
すると、世界中の 
164 種類の通貨の処理、お
よび 25 種類の通貨での決
済が可能になります。

                Allied Wallet の販売
業者 ID サービスにより、販売
業者口座を取得する手間がは
ぶけます。従来の方法では 
4 ～ 6 週間かかるところ、
24 時間で Web サイト運用
を開始できます。

PCI Level 1 に適合するには、
範囲評価に約 130,000 ドル
、さらに要件を満たすために
約 600,000 ドルかかるとさ
れています。 Allied Wallet と
提携すれば、そうしたことを
当社がお引き受けします。

ショッピングカートの提携
先を選択し、貴社の支払ソ
リューションとシームレス
に統合するには、多くの場
合困難が伴います。 Allied 
Wallet はほぼすべての大
手ショッピングカートと提
携しているので、このプロ
セスが簡素化されます。

通貨為替は困難が伴うことが多く、
支払処理システムによっては不可
能なこともあります。 Allied Wallet 
が貴社の通貨為替をすべて管理し
ます。為替手数料や管理手数料は
かかりません。

顧客サービスチームには人
件費がかかり、またその管
理を社内で行うには時間が
かかります。 Allied Wallet 
のチームが貴社の顧客に 
24 時間対応します。

開発者と契約して貴社のサイトの
統合作業を行うことは、費用がかか
るうえ、信頼性に疑問が残ります。 
Allied Wallet が貴社のサイトの統
合作業を貴社に代わって行います。
追加費用はかかりません。

    貴社のビジネスを保
護することは多額の費

用がかかるうえ、選択した企業がどれだ
け信頼できるかにかかっています。 

Allied Wallet は 7 年以上にわたって
最大限の保護を実現してきました。
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7 ～ 10 日

最高 600,000 ドル

最高 1,000 ドル

2,000 
ドル以上/月

4 ～ 6 週間

最高 4,000 ドル/月

7 ～ 10 日

最高 3% 
の手数料

4 か月と追加費用 607,000 ドルを要する作業が、

費用なしで一晩
で実現可能だと
したらどうでしょ
う? 

その可能性を想像してみてください。
24 時間以内で処理
運用開始が可能

Allied Wallet の手法

22 時間

24 時間


