
報道関係各位 2019年7月22日
株式会社大庄

株式会社大庄（本社︓東京都大田区、代表取締役社長︓平 了寿）は、7月22日（月）よりスマホ決済サービス
「LINE Pay」と「PayPay」を98店舗で新規に導入し、サービスを開始します。
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大庄、7月22日に「LINE Pay」「Pay Pay」を
98店舗で新規導入

「WeChat Pay」「Alipay」決済もさらに59店舗追加！

PRESS RELEASE

キャッシュレス広げます！

なお、98店舗のうちカラオケ『ファンタジー』を中心とした59店舗では、中国のスマホ決済サービス「微信支
付（ウィーチャットペイ・WeChat Pay）」と「支付宝（アリペイ・Alipay）」のサービスも同時に新規導入します。
残りの『庄や』『日本海庄や』など39店舗はすでに「WeChat Pay」と「Alipay」のサービスを行っております。

今回の新たなスマホ決済サービスの導入により、当社の98店舗では「LINE Pay」、「Pay Pay」、
「WeChat Pay」、「Alipay」のサービスをご利用できます。

大庄は今後も国内外のお客様の利便性向上に力を入れていきます。



1 カラオケ歌うんだ村  八戸長横町店 青森県
2 カラオケ歌うんだ村  福島店 福島県
3 カラオケ歌うんだ村  横浜西口店 神奈川県
4 カラオカ歌うんだ村  登戸店 神奈川県
5 カラオケ歌うんだ村  古淵店 神奈川県
6 カラオケ歌うんだ村  流山おおたかの森店 千葉県
7 カラオケ歌うんだ村  松戸東口店 千葉県
8 カラオケ歌うんだ村  高崎店 群馬県
9 カラオケファンタジー　赤羽南口店 東京都
10 カラオケファンタジー　十条店 東京都
11 カラオケファンタジー　綾瀬店 東京都
12 カラオケファンタジー　上板橋店 東京都
13 カラオケファンタジー　北千住サンロード店 東京都
14 カラオケファンタジー　篠崎店　 東京都
15 カラオケファンタジー　船堀店 東京都
16 カラオケファンタジー　新宿東口店 東京都
17 カラオケファンタジー　水道橋店 東京都
18 カラオケファンタジー　とうきょうスカイツリー駅前店 東京都
19 カラオケファンタジー　新秋津駅前店 東京都
20 カラオケファンタジー　高幡不動店 東京都
21 カラオケファンタジー　立川南駅前店 東京都
22 カラオケファンタジー　田無店 東京都
23 カラオケファンタジー　西国分寺店 東京都
24 カラオケファンタジー　武蔵境店 東京都
25 カラオケファンタジー　横浜西口店 神奈川県
26 カラオケファンタジー　仲町台店 神奈川県
27 カラオケファンタジー　宮前平店 神奈川県
28 カラオケファンタジー　元住吉店 神奈川県
29 カラオケファンタジー　愛甲石田店 神奈川県
30 カラオケファンタジー　鎌倉店 神奈川県
31 カラオケファンタジー　橋本北口店 神奈川県
32 カラオケファンタジー　小田原店 神奈川県
33 カラオケファンタジー　朝霞台南口店 埼玉県
34 カラオケファンタジー　桶川店 埼玉県
35 カラオケファンタジー　草加西口店 埼玉県
36 カラオケファンタジー　蘇我店 千葉県
37 カラオケファンタジー　下総中山店 千葉県
38 カラオケファンタジー　船橋店 千葉県
39 カラオケファンタジー　アトレ新浦安店 千葉県
40 カラオケファンタジー　水戸店 茨城県
41 カラオケファンタジー　取手店 茨城県
42 カラオケファンタジー　掛川店 静岡県
43 カラオケファンタジー　浜松南口店 静岡県
44 カラオケファンタジー　長岡駅前店 新潟県
45 カラオケファンタジー　長野駅前店 長野県
46 カラオケファンタジー　富山店 富山県
47 カラオケ＆ダイニング　Ｆlat　松本店 長野県
48 カラオケ＆ダイニング　Ｆlat　四ッ谷店 東京都
49 カジュアルスタイリッシュカラオケ　花-hana-　橋本店 神奈川県
50 RUMP CAP（ランプキャップ）　渋谷店 東京都
51 しゃぶしゃぶドレミ  横浜西口店 神奈川県
52 日本海庄や  八重洲店 東京都
53 日本海庄や　ヤマダ電機LABI1池袋店 東京都
54 築地日本海  キュープラザ池袋店 東京都
55 築地日本海  千葉駅前店 千葉県
56 大庄水産  わらび店 埼玉県
57 Cafe&Bakery MIYABI　大森店 東京都
58 Cafe&Bakery MIYABI　神保町店 東京都
59 館山道市原SA下り線　BOSO FUN CLUB 千葉県

「ＬINE Pay」「PayPay」「Alipay」「WeChat Pay」新規導入59店舗
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■本リリースについてのお問い合わせ■

株式会社大庄　広報室
担当︓楊（ヤン） 、都筑（つづき）

TEL︓03-5764-2270　FAX︓03-5764-2227
e-mail : yang@daisyo.co.jp　　　e-mail :tsuzuki@daisyo.co.jp

1 大庄水産　札幌・読売北海道ビル店 北海道
2 庄や　池袋西口店 東京都
3 庄や　有楽町店 東京都
4 庄や　上野本店 東京都
5 庄や　門前仲町店 東京都
6 庄や　木場店 東京都
7 庄や　錦糸町店 東京都
8 庄や　伊勢佐木町店 神奈川県
9 庄や　ユーカリが丘駅前店 千葉県
10 日本海庄や　新宿西口店 東京都
11 日本海庄や　池袋北口店 東京都
12 日本海庄や　新大久保店 東京都
13 日本海庄や　月島店 東京都
14 日本海庄や　溝の口店 神奈川県
15 日本海庄や　小田原店 神奈川県
16 大庄水産　水道橋店 東京都
17 大庄水産　溜池山王店 東京都
18 大庄水産　京急蒲田あすとウィズ店 東京都
19 築地日本海　新宿西口店 東京都
20 築地日本海　日本橋室町店 東京都
21 銭函バーベキュー　銀座店 東京都
22 呑兵衛　銀座１丁目店 東京都
23 RUMP CAP（ランプキャップ）　銀座店 東京都
24 庄や　静岡北口店 静岡県
25 庄や　御殿場店 静岡県
26 日本海庄や　中日ビル南店 愛知県
27 日本海庄や　高山駅前店 岐阜県
28 日本海庄や　金沢駅前店 石川県
29 日本海庄や　富山駅前店 富山県
30 大庄水産　錦店 愛知県
31 大庄水産　静岡駅前店 静岡県
32 京の都庄や　烏丸七条店 京都府
33 庄や　新大阪店 大阪府
34 庄や　肥後橋土佐堀通り店 大阪府
35 庄や　岡山駅前店 岡山県
36 RUMP CAP（ランプキャップ）　三宮店 兵庫県
37 日本海庄や　中洲川端店 福岡県
38 日本海庄や　博多グリーンホテルアネックス内店 福岡県
39 大庄水産　佐世保店 長崎県

「ＬINE Pay」「PayPay」新規導入39店舗
（「Alipay」「WeChat Pay」は導入済）
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