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DG フィナンシャルテクノロジーと QAL startups が 
動物病院向けオンライン決済事業で業務提携 

～動物病院・トリミングサロン専用オンライン決済サービス「VETSHIP いつでもPAY」をリリース～ 

 

 株式会社デジタルガレージ（東証一部 4819、本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO：林 郁、以

下：DG）の子会社で、決済事業を手がける株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長共

同COO：篠 寛、以下：DGFT）と、動物医療およびペット市場における事業支援を行う株式会社QAL startups（本社 東京都町

田市、代表取締役：生田目 康道、以下：QAL）は、動物病院およびトリミングサロン領域におけるオンライン決済サービスにお

いて、業務提携を行うことに合意しました。 

 

また、DGFTが提供する「VeriTrans4G」クレジットカード決済サービスを基盤に、動物医療関連施設における運営の改善を目

的としたオンラインサービス「VETSHIP いつでもPAY」をリリースします。提携後は、「VETSHIP」をサービスブランドとし

て、オンライン決済サービスを軸に各種オンラインサービスを展開します。 

 

           

■今回の背景 

動物病院は、全国に16,000院あり（2021年現在）、年間200院ほどのペースで増加していますが、動物病院の獣医師や動物

看護師は診察や運営業務に忙殺されています。人員補充やDX化による運営改善を行うことで本来の診療業務に集中できるもの

の、動物医療に携わる人材採用が難しいことや業界全体としてオンライン化が遅れていることから、抜本的な運営改善に着手でき

ていない病院が多いのが現状です。 

 

QALは動物病院が抱えるこれらの課題を解決するため、DGFTが強みとする、可用性、機能、安定性の高い決済プラットフォ

ームや運用体制を基盤とした、動物病院・トリミングサロン専用オンライン決済サービス「VETSHIP いつでもPAY」を開始しま

す。「VETSHIP いつでもPAY」は、日本初となる動物病院・トリミングサロンを対象とした決済専用サービスで、動物病院やト

リミングサロンでの支払いを、事前に登録したクレジットカードで、いつでも、どこでも行うことができるオンライン決済アプリ

ケーションです。事前に決済を行うことで、動物病院内で会計する必要がなくなり飼い主様の会計待ち時間をなくせるほか、フー

ドなど取り置き商品の未払いリスクを軽減します。また、総合決済プロバイダーであるDGFTのセキュアな決済プラットフォー

ム「VeriTrans4G」を基盤としているため、安心・安全・快適に支払いが可能です。 

 

■「VETSHIP いつでもPAY」概要 

① 決済機能 

 ・「さき払い」機能 

フードやサプリメントの取り置きや、後日、薬などを取りに来る飼い主様に対して、事前に決済を行う機能です。事前に決

済が完了していることで、窓口での会計業務がなくなるため、飼い主様にとっては待ち時間の短縮に、動物病院にとっては

受け渡し当日の業務効率を改善することができます。 

 

 

https://www.veritrans.co.jp/payment/
https://vets.vetship.jp/landing_page
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・「あと払い」機能 

診察終了後、会計待ちをすることなく帰宅し、あとから自宅で決済を行うことができる機能です。動物病院にとっても、薬

の調合時間や会計時間を気にする必要がなく、空いた時間に会計・請求処理ができるため、業務効率改善につながります。 

 

② サービスリリース時期 ： 2022年1月20日 

 

③ 利用料金 

ベーシックプラン ： 登録料0円、月額利用料0円、決済手数料6％ 

プロプラン    ： 登録料0円、月額利用料5,500円（税込）、決済手数料3.5％ 

 

④ プロプラン導入キャンペーン（動物病院対象） 

・お申込期間    ： プロプランリリース日（2022年2月予定） ～ 2022年 6月30日（木） 

・適用期間     ： 登録完了日 ～ 2023年6月30日（金） 

・キャンペーン内容 ： プロプランの月額利用料を3,850円(税込)でご利用いただけます 

・お申込方法    ： QALサービスページよりお申し込みください。https://vets.vetship.jp/landing_page 

 

■「VETSHIP いつでもPAY」に期待する獣医師のコメント 

【関内どうぶつクリニック 代表 牛草 貴博 先生】 

この数年の短い間に、日常生活の中でキャッシュレスを前提としたサービスが急速に浸透してきました。最初は戸惑いがありま

したが、皮肉にもそれをコロナが強力にサービス浸透の後押しをしました。残念ながら動物病院はほかの業種に比べると3歩以上

遅れているのが現状です。しかしこの動きは間違いなく既定路線でありユーザーである飼い主様のほうが敏感になっています。そ

のような中、イニシャルコストがほとんど必要なく、飼い主様に先進的な決済サービスをご提供できる「いつでもPAY」の導入は

今がチャンスです。ぜひこの機会に導入をご検討ください。 

  

■「VETSHIP」について 

「VET（獣医師）」と「SHIP（船）」から成る造語です。QAL startupsの理念である「動物と人間は、同じ家族。その暮らし

に新しい当たり前を。」を掲げながら、 動物とそのご家族の暮らし（海）に、獣医師が寄り添いながら（partnership）進むため

のツール（船）。そんなQAL startupsの想いを表した言葉です。 

 

さまざまなオンラインサービスの開発と展開を行うプラットフォームで、アプリケーションシステム上で、決済サービスを軸に

展開を予定しています。 

 

■「VeriTrans4G」クレジットカード決済サービスについて 

「VeriTrans4G」は、クレジットカード、コンビニ、銀行などの基本決済はもとより、電子マネー、キャリア決済、PayPayを

はじめとする各種 ID決済のほか、銀聯、Alipay、PayPal等の国際決済まで業界最多レベルの決済手段に対応した次世代型総合決

済ソリューションです。クレジットカード決済サービスは、カード情報の非保持化に完全対応した国内最高水準のセキュアなシス

テムを基盤に、継続課金やカード情報更新機能などの基本機能や不正利用を防止する多様なセキュリティオプションを標準提供し

ています。 

 

 

 

 

 

https://vets.vetship.jp/landing_page
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【株式会社DG フィナンシャルテクノロジーについて】 

ECを始めとしたオンライン事業者や店舗などの対面事業者へ決済サービスを提供し、年間取扱高3兆円超の決済を取扱う総合

決済プロバイダー。2021 年4 月にベリトランス株式会社から現：株式会社DG フィナンシャルテクノロジー（DGFT）に社名

を変更。DGグループが掲げる、決済とデータを融合したグループ戦略「DGフィンテックシフト」の核として、事業者における

キャッシュレス化やDX推進を、決済や金融の領域から支援しています。加盟店やエンドユーザーである消費者へ、利便性の高い

機能やサービスを提供していくと共に、安心・安全・快適な支払い体験の提供を通じて、世の中の役に立つインフラ事業として、

持続可能な社会の発展に貢献し続けていきます。 

 

■会社概要 

・商 号 ：株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（英名：DG Financial Technology, Inc.） 

・設 立 ：1997年4月24日 

・資本金 ：10億6,845万円 

・所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-5-7  

・代表者 ：代表取締役会長CEO 林 郁 

代表取締役社長共同COO 踊 契三 

代表取締役社長共同COO 兼 執行役員SEVP 篠 寛 

・事業内容： 

① 決済情報処理サービス 

②  収納代行サービス 

・コーポレートサイト URL：https://www.dgft.jp/ 

 

【株式会社QAL startups について】 

「ペットの生活の質が向上する取り組みを」Quality of Animal Life（QAL）を土台として、スタートアップスタジオである

quantumと動物医療のプロフェッショナル各社が共同で具現化した会社、それがQAL startupsです。動物医療と飼い主様の関

係をより良好にし、QAL向上につながる製品・サービスを連続的に作り出しています。 

 

■会社概要 

・商 号 ：株式会社QAL startups（英名：QAL startups Inc.） 

・設 立 ：2020年7月 

・資本金 ：5,000万円 

・所在地 ：東京都町田市中町1-16-3  

・役 員 ：代表取締役 生田目 康道 

取締役社長 久野 知 

取締役   浅沼 直之 

・事業内容： 

① 動物医療・ペット市場における共創/協業事業支援 

② リサーチ・コンサルティング事業 

③ 動物病院/トリミングサロン運営支援 

・コーポレートサイト URL：https://qalstartups.co.jp/ 

・メインパートナー企業： 

① 株式会社 Mirai Nihon Ventures（本社 東京都港区、代表取締役社長 高松 充） 

② 株式会社 quantum（本社 東京都港区、代表取締役社長 高松 充） 

③ 株式会社 エデュワードプレス（本社 東京都町田市、代表取締役社長 坂本 佳弘） 
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④ 株式会社 QIX（本社 東京都町田市、代表取締役社長 生田目 康道） 

⑤ 株式会社 VCL（本社 東京都町田市、取締役社長 五十嵐 時夫） 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

 株式会社QAL startups 担当：立石 

 〒194-0021 東京都町田市中町1-16-3 

 TEL：042－860-7937 

 E-mail：info@qalstartups.co.jp 
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