
 
 
 

 
 

 

2016 年 10 月 25 日 

TOHO シネマズ株式会社 

ＴＯＨＯシネマズ公式アプリ、公式ホームページ 

本日より Apple Pay への対応開始 
   

   

 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社は、本日から国内でサービス開始するApple Payに対応いたします。Apple Payは常に

持ち歩いているiPhone7やApple Watch Series 2などのデバイスで1日を通してより簡単に、クイックに、そして安心、

安全に交通機関での利用や、店舗、アプリケーション、ウェブサイトでのお買い物の際にご利用いただけます。 Apple 

Payは安全性と個人情報の保護についても高いレベルの配慮がなされています。  

 

ＴＯＨＯシネマズ株式会社が運営する公式アプリ、公式ホームページにおいて、インターネットチケット購入時の決

済方法としてApple Payをご利用いただけるようになります。これにより、インターネットチケット購入時に必要な個人

情報や、クレジットカード情報入力の手間を省略し、簡単・スピーディーにチケットをご購入いただけます。 

日本の映画業界において初となるApple Payを国内でのサービス開始時から導入することによって、チケットをより

簡単に購入できる環境をご提供することで、より多くの映画ファンの皆様に映画を楽しんでいただきたいと考えており

ます。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

【Apple Pay について】 

Apple Payの設定は簡単で、クレジットカードのポイントプログラムや特典は引き続き対象となります。Apple Pay 

は最新のiOS、watchOS、macOSにアップデートしてお使いください。アップデートは本日から無料のソフトウェアアップ

デートとして提供されます。  

American Express, JCBまたは MasterCardが付帯されたカードをご利用のお客様は、店舗での利用に加えて、

アプリケーションやオンラインショッピングの支払いにもApple Payをご利用いただけます。Touch IDに指を触れるだけで

簡単に支払いが完了し、配送先や連絡先、クレジットカード番号などをお買い物の都度入力する必要がないため、

外出先でも簡単にお買い物を済ませることができます。アプリケーション・オンラインショッピングでのApple Payのご利

用は iPhone 6以降のiPhone、またはiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3以降のiPadが対応しています。また、

2012年以降のmacOS SierraがインストールされたMacでもSafariでのお支払いにApple Payをご利用いただけます。

その際は、iPhone 6以降のiPhoneとApple Watchで支払いを承認していただきます。  

 

安全性と個人情報の保護はApple Payの基礎となる重要な要素です。iPhoneやiPad、Apple Watchを紛失し

た場合でも、「iPhoneを探す」機能で紛失モードに設定していただくことで、簡単にApple Pay のご利用を一時停

止することができます。リモートワイプ（遠隔消去）を実行していただくことで端末に保管されるApple Payを含む個人

情報をすべて消去することもできます。iCloud. com にログインしてApple Payからの支払いを停止することもできま

す。 

  

Apple PayをiPhone等の端末に設定した場合も、お客様がお持ちのクレジットカード番号はお客様のデバイスや

Appleのサーバーに保管されることはありません。お客様の端末には、各デバイス固有のアカウント番号が発行され、

暗号化された状態で安全にデバイス内のセキュアエレメントに保管されます。 Apple Payをご利用いただく際、お客

様がお持ちのクレジットカード番号が、加盟店に通知されることはありません。 

 

  



 

 

Apple Pay の詳細は http://www.apple.com/jp/apple-pay/ をご確認ください 
 
 
 
 
 
 
 
Apple Pay Coming to Toho Cinema’s Offical App & Website’s Customers 
 
[Tokyo, Japan] —[DATE], 2016— Toho Cinemas Co. Ltd., today brings its customers 
Apple Pay, an easy, fast and secure way to make mobile payments and ride transit that 
is private and convenient in stores, apps and on the web with devices including the new 
iPhone 7, iPhone 7 Plus and Apple Watch Series 2. 
 
Customers can use Apple Pay to purchase cinema tickets via the official Toho Cinemas 
app and website, and will not be required to enter personal information or credit card 
numbers to easily and quickly purchase cinema tickets. This will be the first 
ever implementation of Apple Pay in the theater industry in Japan, and by making 
purchasing cinema tickets much easier for customers, we hope to provide more movie 
fans many more opportunities to enjoy movies. 
 
Apple Pay is easy to set up and users will continue to receive rewards and benefits 
offered by their cards. To begin using Apple Pay, customers should update to the latest 
software for iOS, watchOS and macOS, available today as free updates. 
 
Online shopping in apps and on websites accepting Apple Pay is as simple as the touch 
of a finger on Touch ID with your iPhone or iPad, so there’s no need to manually or 
repeatedly type in shipping and contact information or credit card numbers.  When 
paying for goods and services on the go in apps or Safari, Apple Pay works with iPhone 
6 and later, iPad Pro, iPad Air 2, and iPad mini 3 and later. You can also use Apple Pay 
in Safari on any Mac introduced in or after 2012 and confirm the payment with iPhone 6 
or later or Apple Watch. 
 
Security and privacy is at the core of Apple Pay. If your iPhone, iPad or Apple Watch is 
ever lost, you can use Find My iPhone to put your device in Lost Mode to suspend 
Apple Pay, or you can wipe your device clean completely. You can also stop the ability 
to make payments with Apple Pay on iCloud.com.  
 
When you use a credit card with Apple Pay, the actual card numbers are not stored on 
the device, nor on Apple servers. Instead, a unique Device Account Number is assigned, 
encrypted and securely stored in the Secure Element on your device. When you use 
Apple Pay, your credit card number will not be shared with the merchant. 
 
For more information on Apple Pay, visit: http://www.apple.com/jp/apple-pay/  
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