
店舗向け
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総務省 統一QR「JPQR」普及事業
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JPQR普及事業コールセンター：0120-206-100（9:00～18:00 土日祝日含む）



はじめに
総務省では、2019年度より本日ご紹介する「JPQR」の先行導入事業を
実施して参りました。その成果として、岩手県・栃木県・長野県・和歌山県・
福岡県の5地域の店舗に先行導入されています。

2020年度は、「JPQR」の全国展開に向けて、全国からお申し込み可能な
JPQRWeb受付システムを構築し、説明会等のサポートを全国で実施してい
ます。

本資料では、「JPQR」の概要および申込方法について、
今年9月から開始される総務省マイナポイント事業との関連にも触れながら
ご説明します。
JPQRについてご理解いただき、ぜひ導入をご検討いただけますと幸いです。

統一QR「JPQR」普及事業 事務局
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1．総務省JPQR普及事業とマイナポイント
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ユーザーが提示する
磁気・ICカードの情報を
接触型の専用端末で

読み取り、決済する方式

ユーザーが提示するICカー
ドやスマートフォン等の情報
を非接触型の専用端末で
読み取り、決済する方式

店舗が提示するQRコード
の情報をユーザーがスマート

フォン等で読み取り、
決済する方式

クレジットカード
デビットカード 電子マネー

4

キャッシュレス決済・QRコード決済とは？
キャッシュレス決済とは現金を使わない決済方法のことです。
なかでもQRコード決済はその手軽さから注目を集めています。

QRコード決済

代表的なキャッシュレス決済

※店舗提示型の場合

長所
〇 利用者が多い
〇 高額決済時でも利用可
〇 付帯サービスが充実

短所
× 導入・維持費用（端末・通信）
× 手数料が高い（業種・規模）
× 入金までの期間が長い

長所
〇 交通利用など利用者が多い
〇 決済スピードが速い

短所
× 導入・維持費用（端末・通信）
× 手数料が高い（業種・規模）
× 入金までの期間が長い

長所
〇 維持・導入コストが不要
〇 相対的に手数料が安い
〇 入金までの期間が短い

短所
× 普及段階にあるため、不慣れな

ユーザーは決済に少し時間が
かかる

本日ご説明する

QRコード決済です！
は



政府は店舗のキャッシュレス普及を推進しており、今年度は統一QRコードの
全国店舗への導入サポートを行う「JPQR普及事業」、および
ユーザーの利用促進を行う「マイナポイント事業」が予定されています。
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2020年度政府キャッシュレス施策：JPQR普及事業とマイナポイントとは？

総務省 JPQR普及事業

¾ 消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、
キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です

¾ マイナポイントの申込を行った決済サービスの利用
（チャージまたは購入）額に応じて付与されます

マイナポイントに対応するQR決済サービスは、ほぼ全て で導入できます！

¾ 「JPQR」は一般社団法人キャッシュレス推進協議会に
より策定されたQRコード決済の統一規格です

¾ 総務省では、説明会等の実施やJPQRWeb受付システ
ム等により、全国店舗のJPQR導入サポートを行います

総務省 マイナポイント事業

¾ 対象：対面販売を行う店舗様

事業内容

JPQR説明会を全国で実施！

一括申込可能なWeb受付の実現！

¾ 対象：ユーザー(一般消費者)

事業内容

決済サービスで利用可能

マイナンバーカードを取得後、
マイナポイントを予約・申込みした方に

上限5000円分のポイント付与

参考：総務省 マイナポイント事業（https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/）

専用コールセンターで導入をサポート！

事業期間 2020年4月～2021年3月末 事業期間 2020年9月~2021年3月末



本事業で対象とするJPQRはステッカー読み取り型です。複数の決済サービスが
１枚にまとまり、店頭にステッカーを1枚設置するだけで簡単に決済ができます。
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JPQRってなに？

2020年6月22日時点の情報です

JPQRを使った決済の流れ
Step1. 決済アプリで店頭のQRコードを読取 Step3. 支払完了画面を店員に見せ、

間違いないか確認
Step2. 金額入力し「支払」タップ

××商店

支払

¥1000 ¥1000お会計金額
¥1000

お会計金額

¥1000

参加決済サービスは20社近く！今後も増える予定です

WEBサイトから一括でお申込み可能です！詳細は後ほどご説明します。

2020年度普及事業
参加決済サービス一覧

*1福岡銀行のみ対象 *2楽天ペイ（アプリ決済）
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マイナポイントってなに？JPQRとの関係は？
マイナポイントはユーザーに対して、各決済サービスのポイント
(例:○○Payポイント)という形で付与されます。※店舗は特別な申請不要
マイナポイントに対応するQRコード決済サービスは、ほぼ全てJPQRで導入
できます！

※マイナポイントは各サービスのポイントの総称であり、
「マイナポイント」というポイントがあるわけでありません

本日ご説明する、
対応決済サービスの多くは
マイナポイント登録事業者です

JPQRを導入すれば、
マイナポイントによる集客も合わせて期待できます！

P

○○
Pay

条件
9 マイナポイント対応決済

サービスであること
9 上限5000ポイントまで

○○Payポイント
（決済サービスのポイント）

利用金額に応じて
決済サービスのポイント
（プレミアム）が付与

事前登録した決済サービスを利用
（事前チャージ／購入）

各決済サービスのポイントという形で付与されます

店舗は○○Payを導入していれば、
ユーザーがお買い物時にマイナポイントを利用可能！

P￥
チャージ後残高

+

￥
JPQRで効率的に決済サービス導入！



2．本事業で推進するJPQRの特徴

8



9

ポイント①複数サービスへ一括申込可能！
JPQRWeb受付システム（オンライン申込フォーム）から、JPQRに
参加する複数のQRコード決済サービスへ、一括のお申し込みが可能です。
また、専用コールセンターで、申込手続きのご不明点をサポートします。

Before After
それぞれの決済サービスの申込サイトを探して手続き JPQRWeb受付システムなら１０以上の決済サービスに

一括申込可能（一部のサービスを選択することも可能）

Web受付
システム

一括申し込み

9 複数サービスを一度に導入可能× 同じ内容を何度も入力しなければならない

× Payが多すぎてどれが良いかわからない…

× Webってどう手続きするのかわからない…

9 申込の不明点は専用コールセンター*でサポート

*JPQR普及事業コールセンターは2021年3月まで利用可能です *1福岡銀行のみ対象 *2楽天ペイ（アプリ決済）
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ポイント②統一QRコードにより、手軽に決済・管理できる！
JPQRなら、店頭での現金や端末設置に伴う煩雑さを解消し、従業員による
管理やレジ会計のオペレーションが、簡単＆スピーディーになります。

Before After
A Pay B Pay

C Pay D Pay

9 ステッカー一つで複数決済アプリに対応

9 導入費用、維持費0

9 現金管理コスト減 9 スムーズなお会計× 小銭のおつり間違い

× 衛生面の問題

× 現金管理コスト

× 紛失、盗難リスク

× 店頭スペースを圧迫

9 紛失、盗難リスク減

9 従業員も、手順が簡単でわかりやすい！

× 従業員教育がたいへん…

× キャッシュレス導入、維持費
（機器費・修理対応）
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ポイント③ マイナポイント+主要QRサービスによる集客UP！

各決済サービスは独自の利用促進策を実施しており、これら多くの決済サービス
に対応することで、ユーザーの選択肢を広げ、集客が期待できます。
また、マイナポイント開始による集客効果も同時に期待できます。

Before After
キャッシュレス手段を導入していない店舗や、
１つのPayだけ導入している店舗ではユーザーの
選択肢が限られます。

一度に多くのマイナポイント対応サービスを受け入れ
可能になるため、選択肢が他店より広くなります。
各Payのキャンペーン効果も合わせて期待できます。

B店

A店

ユーザー ユーザー

マイナポイント一人最大
5000円分付与

各Pay○○億円
還元キャンペーン 等

B店

A店は、▲Payだけか～、
キャンペーン終わっちゃったなぁ。

B店は、キャッシュレスないから
マイナポイント使えないのかぁ。

マイナポイント対応の▲Payも
■Payも使えるから、B店にしよう！

対応！
▲ Pay

対応！

▲ Pay ■ Pay

◆ Pay

● Pay

▲ Pay

■ Pay

現金のみ

参考：総務省 マイナポイント事業（https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/）
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JPQR便利そう！審査や売上入金まで統一化されるの？

各社それぞれの手続きとなるもの
9 審査手続き（不備修正等含む）
9 入金
9 売上管理（各社管理画面にて確認）
9 解約手続き

9 JPQR売上管理画面（無料）
JPQR対応サービスの管理画面への遷移・
決済履歴をまとめて管理できる画面

お申込みやスタートキットは統一されますが、審査や入金は各決済サービス
ごとに行われます。審査基準は各決済サービスにより異なります。

JPQRで手続きが統一化されるもの

統一ではないが、管理が便利になるもの

9 申込手続き（追加店舗申込含む）

9 QRコード・スタートキット（郵送物）

Web受付
システム

JPQR売上管理画面(提供:MoneyForward)：https://jpqr.moneyforward.com/
※2020年6月時点の情報です



13

初期費用・維持費用がかからないJPQR(QRコード決済)は、
今だからこそ、導入をおすすめできるものと考えます。

今こそ、JPQRをおすすめさせてください

「今」 JPQRをおすすめしたい理由

現金の手渡しがないから衛生的

初期費用・維持費用がかからない

今後の政府消費活性化策への準備
9月のマイナポイントを含め、キャッシュレスと絡めた今後の政府の消費活性
化策に備えて、今から導入準備を進めましょう

決済利用があって初めて手数料が発生する仕組みであり、
導入や維持に当たってコストはかかりません



3. JPQRの申込方法

14



JPQR一括申込は、事業Webサイトにある「JPQR Web受付システム」から、
いつでも手続き可能です。事業Webサイトに申込手順を詳しく掲載しています。
※〇〇Payをいくつか導入済みの場合、JPQRにまとめるためには受付システムから新たに申請が必要です。
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どこから申込手続きができるの？

事業Webサイトにアクセスし、「導入をご希望の店舗さまはこちら」をクリック 「JPQRWeb受付システム」に遷移します。
メールアドレス・パスワード等本登録完了後、
「新規申込」をクリック！

JPQR Web受付システム トップページイメージ

JPQR 事業Webサイト トップページ ※イメージです

「JPQR スタート」で検索
https://jpqr-start.jp/

※フィッシング詐欺(JPQRを装ったメールやサイト)にご注意ください。パスワード設定の際は他者から推測の難しい組合せを推奨します



申込に際して、基本情報のほか、以下の審査に
必要な書類をアップロードいただきます。スマートフォン
やタブレットなどで撮影したデータでOKです。
事業Webサイトに申込手順を詳しく掲載しています。
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申込手続きには何が必要？

審査に必要な書類（例）（※JPEG形式のデータ） 対象者

①許認可写し
• 許認可写しのある業種の方のみ
（飲食店・宿泊業・卸売/小売業・運輸業・サービス業・製造業・
医療福祉・不動産業・建設業の方等）

② 本人確認書類のコピー ※有効期限内
下記のうちいずれか一つ
運転免許証（表裏両面）、または
日本国発行パスポート（顔写真付きページ＋住所記載欄）

• 個人事業主の方のみ

③登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
※発行日より3ヶ月以内、コピー可 • 法人の方のみ

④事業内容が分かる資料
各行政機関発行の許認可証、会社案内、パンフレット、チラシなど

• 事業内容が確認できるホームページURLをお
持ちでない方のみ

⑤店舗内観・外観の写真 • 全員

※2020年6月時点の情報です
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申込できる決済サービスは？
JPQR決済対応サービスは拡大しています！

分類 サービス名 申込可能時期 JPQR決済開始時期 マイナポイント対応（ポイント名）

国内決済
サービス

atone 6月22日 ― (対応済み) ―
au PAY 6月22日 ― (対応済み) 〇（au WALLET 残高）
J-Coin Pay 6月22日 ― (対応済み) 〇（J-Coin Pay）
d払い 6月22日 ― (対応済み) 〇（dポイント）
FamiPay 6月22日 10月* 〇（FamiPay）
メルペイ 6月22日 ― (対応済み) 〇（ポイント）
ゆうちょPay 6月22日 ― (対応済み) 〇（ゆうちょPayポイント（仮称））
YOKA!Pay（福岡銀行のみ） 6月22日 ― (対応済み) ―
LINE Pay 6月22日 ― (対応済み) 〇（LINEポイント）
楽天Pay(アプリ決済) 6月22日 2020年冬頃* 〇（楽天ポイント）
OKI Pay 8月下旬以降 7月末 ―
commoney 8月下旬以降 ― (対応済み) ―
はまPay 8月下旬以降 7月末 〇（はまPayポイント）
PayPay 8月下旬以降 7月末 〇（PayPayボーナス）
ほくほくPay（北陸銀行・北海道銀行） 8月下旬以降 7月末 ―
Money Tap 8月下旬以降 6月 ―

国際決済
サービス

Union Pay(銀聯) 6月22日 ― (対応済み) ―
WeChat Pay 8月下旬以降 12月* ―

(*)申込可能時期と読取対応時期が異なりますのでご注意ください

※申込可能時期ごとに五十音順
2020年6月22日時点の情報です、最新情報は申込ページから確認いただけます

参考 総務省マイナポイント事業：
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/payment_service/
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各サービスの手数料等はどこで確認するの？
決済手数料や入金サイクルなどの契約条件は、JPQRWeb受付システム
新規申込ページより申込手続きのなかで確認できます。

各社手数料、入金サイクル
※各決済サービスにより異なります。

申込時にご確認ください。

JPQRWeb受付システム 「申込に関する同事項および各決済事業者規約・契約条件等」ページ イメージ
※稼働開始以後アクセス可能

※イメージ



本日のまとめ

政府は、総務省 JPQR普及事業およびマイナポイント
制度により店舗のキャッシュレス化を今年サポート1

JPQRは、「統一QRコードにより、手軽に導入できる！」2
JPQRは、「複数サービスへ一括申込可能！」3
JPQRは、「マイナポイント+主要QRサービスの集客効果が

期待できる！」4
初めてのキャッシュレスにも、対応サービス拡大にも、
是非JPQRをお申込みください。

お申込みはコチラ⇒
19



【参考資料①】
JPQRの利用方法

お申込後、利用開始までの手続きをまとめた資料です
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JPQR申込から導入までの流れ

JPQRWeb受付システム
での申込手続き
9 必要情報の入力
9 審査書類のアップロード

スターターキットの郵送
9 ステッカー、ロゴシールなど
9 各社マニュアル、販促物など

初期設定対応
9 各社審査完了メールに従い

管理画面の登録を実施

ステッカーの設置
9 審査完了通知があった

決済サービスのロゴシー
ルをPOPに貼付

完了

各決済サービス審査
9 もし書類不備があれば

JPQRWeb受付システ
ムより、店舗へメールで
ご連絡

通常3週間～4週間程度

お問い合わせ
9 JPQR専用コール

センターにて対応
9 各決済サービスの

窓口も適宜ご利用
ください

決済サービスの追加申込
店舗の追加登録
9 JPQRWeb受付システムから

追加申込・追加登録が可能
9 １店舗あたり、

ステッカーは６枚発送されます

店舗様ご対応

審査完了した
決済サービス各社

から順次メール送付

メールに従いID、
パスワード等設定

※決済サービスや申請者の属性等によって
審査期間が異なる場合があります

利用開始！
店舗審査開始

オプション申込

○○Pay

新規受付開始

お申込みいただいた決済サービスのうち、１社でも審査を通過したらスタート
キットが郵送されます。審査期間は各サービスにより異なります、審査を通過
したサービスからステッカーにロゴシールを貼り付けてご利用ください。

※すでに〇〇Payをいくつか導入済みである場合にも、JPQR登録が完了したら審査結果のメール通知があります
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利用開始手続き（初期設定）
申込手続き後、各社から審査結果のメールがきますので、記載内容に従っ
て売上管理画面の初期設定をお願いいたします。なお、各サービスの審査
状況はJPQRWeb受付システムからも随時確認できます。

各社の売上管理画面の初期設定をお願いいたします

※JPQR管理画面は株式会社マネーフォワードが提供しています

審査結果メールの留意点
①審査結果は各社別々にメールで
通知されます。迷惑メールフォルダへ
の振り分けやのメールの見間違いがよ
く起こりますので、ご注意ください

②キャリア携帯のメールアドレス宛で
すと設定によってはメールが届かない
可能性があります。ドメインの解除手
続きをお願いいたします

JPQR売上管理画面の初期設定もお願いいたします

情報連携により売上の一括確認が可能に

9 JPQR売上管理画面のログインの際は、メール
アドレスの登録が必要です

9 対応決済サービスおよび設定詳細については、
スタートキット同梱のマニュアルをご覧ください

9 連携可能な決済サービスは随時拡大予定です

9 売上管理画面については、お手数ですが、申
込んだ決済サービス分、それぞれご設定ください

9 審査結果メールの案内に従い、アカウント登録
などの初期設定、初回ログイン等を事前にお済
ませください
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売上履歴の確認や返金処理は、各社の売上管理画面から操作できます。
売上履歴の確認・返金処理方法

Step1: 
決済サービスの「管理画面」にログインします

Step4: 
【返金の場合】画面の「返金ボタン」を押すと返金処理が
完了します。再度正しい金額にて決済を行ってください

• 決済が完了した後に、取引された金額を変更することはできません
• まず該当の取引を取消した後、お客様に正しい金額を打ち込んでいただき、再度決済を行ってください
• 返金処理はなるべく即時に行っていただくようお願いいたします。各決済サービスによって返金可能な期間が異なりますので、ご注意ください

※管理画面を閲覧する際に、
スマートフォンやタブレット、パソ
コン等のインターネット接続端末
が必要となります

返金

Step2:
管理画面のメニューから「取引一覧」を選択すると売上の
履歴一覧を閲覧することができます

Step3: 
【返金の場合】取引一覧の中から返金したい該当の取引を
選択し、詳細画面を開きます

売上履歴管理、返金処理方法（メルペイの例）

※詳しい個社ごとの返金操作方法は各社マニュアル等をご確認ください。



【参考資料②】
JPQR参加決済サービスの紹介

一括申込いただける決済サービスの紹介資料です
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https://atone.be/

■ご利用開始前に、審査完了後のご案内メール及び、お手元に届く「店舗向けマニュアル」を必ずご確認ください。
■会員様毎にご利用いただける「ご利用可能金額」を設定しており、利用状況等に応じて変動します。

a tone ( ア ト ネ )なら、
誰でもすぐにスマホ決済。

クレカ登録
不要

口座登録
不要

事前チャージ
不要

年間ユニークユーザー数

1,450万人

初期導入費

0円

固定費

0円

決済手数料

2.4%

翌月にまとめてコンビニ支払い。ポイントも貯まってお得。

年間流通総額

2,500億円

atoneは、通販向け決済サービスを20年間運営している
(株)ネットプロテクションズが提供しています。

【ご利用条件】au PAY プリペイドカードのお申込みとau PAY アプリが必要です <対象機種>iOS8.0以上
/Android™4.2以上のスマートフォン・タブレット（4GLTE）
※au PAYでのお支払いにはau PAY 残高へのチャージが必要です。※1回あたりのお支払い上限額は250,000円
（税込）です。

・

バーコードやQRコードで

お支払い可能なスマホ決済サービス

・約2,350万人のau PAY ユーザーが対象
・約1,100万MAUのアプリですぐに利用開始可能
・約1,000億円超のau PAY 残高で決済

au ユーザー以外の方もご利用可能に！
au PAY 利用者・残高がみなさまのお店へ

ローソンとの業務提携により、Ponta会員と合わせ
1億超の会員規模に！（2020年5月以降）

★キャンペーン期間中につき、
2021年7月（予定）まで、決済手数料「0円」
※キャンペーン終了後の決済手数料率3.25%（予定）

https://aupay.wallet.auone.jp



加盟店の皆さまに、J-Coin Payをおすすめしたい３つの理由
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＜ご留意点＞
・アクワイアラによってはJPQRの取り扱いを実施していない場合がございます。
すでにJ-Coinをご契約頂いている場合は、「JPQR WEB受付システム」より、
ご契約先のアクワイアラ名があることをご確認下さい。

・契約アクワイアラでJPQRを取り扱っていない場合はJPQRへのお申し込みはできません。

全国の銀行ネットワークを
活かしながら、安価な加盟
店料率を実現。

全国展開の銀行に加え、
各地方銀行も参画。充実
のネットワークにより、利用
者も拡大中。

お近くの取扱金融機関等に
て、スタッフがお手続きからお
困りごとまできめ細かく対応。

スマホ決済サービス 「J-Coin Pay」 は、
9 お金を送ることも、もらうことも、すべてがスマホであっという間。
9 お店での支払いもQRコードをかざすだけ。
9 銀行口座直結だから、お金の管理もラクラクです。

※1 加盟店料率はWEB受付システムでご確認下さい。
既存の契約がある場合は、そちらの料率が優先されます。

※2 JPQRのステッカー（静的QRコード）を利用する場合
※3 別途通信料が発生します

QRコードで、
お財布なしのササッと会計！

https://j-coin.jp/

電話料金合算払い※

dカード/クレジットカード

dポイント充当

ウォレット(チャージ)

お支払方法

ドコモユーザー
以外もご利用可能

かんたん 便利 おトク

加盟店
様

加盟店
様

加盟店様へ送客

年間消費
2,000億ポイント

※ｄ払いは、デジタルガレージ社・ベリトランス社との加盟店契約・提供になります。

• 携帯電話料金のお支払だけでなく、ｄ払いによるご利用時にもｄポイ
ントがたまります。

• ｄ払い加盟店様に申込いただくことでコード決済にてｄポイントが利
用可能になります。

• 店舗様の購入単価・客単価の増加、新規顧客獲得を促進します。

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/



https://famidigi.jp/famipay/

※JPQRでの決済サービス開始は2020年10月を予定しております。
※加盟店様向けアプリをサービス開始に合わせ現在開発中です。
※2020年9月初旬以降に、ご登録いただいたメールアドレスに管理画面及び、
詳細のマニュアル等が閲覧できるログインID、パスワードを送付いたします。
（送付時期は早まる場合があります）

FamiPay優良顧客をあなたのお店へ！
FamiPay会員の特徴

主な利用者層
店舗での現金チャージが大半
で、FM店舗への来店がチャー
ジに直結しています。キャッ
シュレス初心者層の広さが他
社に比べ高い点が特徴です。

ユーザー数 FMでの利用頻度
CVSの特性を活かし、高頻度で
の利用される方が多く、定期的
なクーポン配信等が、高いアク
ティブ率を支えています。

500万人超のユーザーは順調に
拡大中（2020年2月末現在）
2020年度中に1,000万ユーザー
を目指しています。

https://www.merpay.com/merchant/

初期導入費・固定費0円
メルペイはずっと手数料1.5%
※初期導入費・手数料は加盟店アプリを使用した場合

加盟店数：170万か所
コンビニ・飲食店・ドラッグストア等全国のお店
（90万か所：ID決済に対応、80万か所：コード決済に対応）
※一部利用のできないお店もございます

❶ 日本最大のフリマアプリ「メルカリ」のアプリでそのまま使える

❷ 利用者は約1,500万人のメルカリユーザー
※インターネットでの売買を日頃からしている（いわゆるキャッシュレス決済に慣れている）20代～60代

❸ 年間約5,000億円のメルカリの売上金がお店で使われ
る

❹ メルペイのチャージに設定可能な金融機関数は300以上 ※予定
を含む

❺ 事前チャージが不要で使った分だけ翌月に支払う
「メルペイスマート払い」もサポート
❻ 2019年度 総合満足度No.1※MMD研究所「2019年7月 QRコード決済の満足度調査」

❼ Google Play ベストオブ2019 ベストアプリ受賞

■メルペイ コンセプトムービー https://youtu.be/7cLEsqU8VUI
■注意事項：申込書にご記入いただいたメールアドレス宛に「メルペイ加盟店サ
ポート」よりメールが届きますので必ずご確認ください。メールに記載のリンク
をクリック頂いて、利用開始されますのでご注意ください。

手数料 (税別)

入金サイクル
1.5%
月2回または月1回を選択

(✱)

27



28

https://www.jp-
bank.japanpost.jp/hojin/cs/yuchopay/hj_cs_yp_index.html

※ ゆうちょPayのご利用には、ゆうちょ銀行の総合口座が必要です。

お得な情報は公式サイト
「ペイレンジャーのアジト」でご確認ください！

☝詳細はこちら

初期費用・月額費用無料

原則翌営業日に売上金を入金

顧客の口座から即時払いだから未収納リスクなし

使いすぎ防止等の安心・安全機能で幅広い顧客に対応

国内随一の顧客基盤 約1.2億人の顧客

国内最多の顧客接点 約24.000の郵便局・ゆうちょ銀行

"あんしん"＆"べんり"な
ゆうちょのスマホ決済!!

× マイナポイント事業

マイナポイントへの対応で集客力UP
（ゆうちょPayはマイナポイント事業に参加しています）

※

JPQR留意点等

暮らす人と街のお店を結ぶ“YOKA!Pay”
会計をより簡単・スピーディーに。

クーポン発行やお知らせ配信でPR効果も！

�売上代金を最短翌銀行営業
日に入金！

�店舗写真等自由に掲載！クー
ポン発行で販売促進ツールとし
ても利用可能！

スピーディな入金
� 使えば使うほど、mycoin（ポイン

ト※）が貯まる！

� 事前チャージ不要！支払分だけ
口座から即時引き落とし！口座
があれば、誰でも使える！

※現金として口座入金可能です。

個人のお客さま

ポイント還元

チャージ不要・即時引落 アプリ内にて無料で店舗PR♪

加盟店さま

http://www.fukuokabank.co.jp/corporate/yokapay/

※YOKA!Payのご利用には、福岡銀行の普通預金口座が必要です。
売上代金は指定口座へ翌銀行営業日に入金、決済手数料は翌月10日
に引落し致します。
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https://pay.line.me/portal/jp/main

国内登録者数

3,690万
ユーザー突破

LINEユーザーなら誰でも登録可能

銀行口座、コンビニ、ATMで簡単チャージ

LINE Pay加盟店で簡単にすばやくお支払い

LINEの友だちにも手軽に送金できる

「LINEポイントプログラム」でポイント還元や
クーポンの特典を受けられる

リピーター獲得につながる

低コストで導入可能

新規集客も見込める

今なら決済手数料・導入手数料・月額費用・入金手数料 0円※

で導入可能です。

LINE Payをご利用のお客さまへポイント還元などの多くのキャンペーン
を実施しています。利用メリットがあるため店舗からもLINE Payでの決
済をおすすめしやすく、新規集客、単価アップが見込めます。

※1 プリントQR/ LINE Pay 店舗用アプリの決済手数料は2021年7月31日まで0%、
以降2.45%となります。
※2：2019年9月末時点

コード決済でお支払いの際、お客さまへ企業・店舗のLINEアカウント
の友だち追加を促すことができ、商品・イベント・サービス情報やキャ
ンペーン情報などを配信することができます。

LINE Pay
だから
できる!

※2

https://pay.rakuten.co.jp/business/

※指定口座を楽天銀行にした場合。楽天銀行以外の金融機関でも翌営業日に入金可能ですが、入金
依頼毎に手数料がかかります。
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https://www.okinawa-
bank.co.jp/kojin/shohin_service/okipay/index.html

沖縄銀行のスマホ決済サービス

※OKI Payのご利用には、沖縄銀行の普通預金口座が必要です。
※OKI Pay加盟店管理画面は審査完了後、指定のWebページより初期設定を実施いただ
くことでご利用いただけます。詳細は審査完了後にお送りするメールをご確認ください。
※myCoin受け取りには「Wallet+」（ウォレットプラス）のダウンロードと普通預金口座登録
が必要です。代表口座が同一の場合のみmyCoinを付与します。
※myCoinはWallet+を運営するiBankマーケティング㈱が提供するポイントサービスであり、
Wallet+のアプリ内で貯まるポイントです。

１. 「OKI Pay」は沖縄銀行に口座をお持ちの
お客さまがスマートフォンでお支払ができる
決済サービスです。

２.チャージ不要、口座から即時引き落としだから
便利で安心です。

３.使える店舗はアプリでラクラク検索。

４.売上金の入金サイクルは「翌銀行営業日」、
「月1回」、「月2回」から選択可能です。

５.ご利用額に応じて、銀行公式無料アプリ
「Wallet+」のmyCoinが貯まります
（1枚=1円相当）。

オ キ ペ イ

https://commoney.jp/

※commoneyのご利用が確定した段階で、株式会社コモニーより、commoney for Bizのご利用方法等、各種ご案内を
本申込のメールアドレス宛に送付させていただきます。

「お店限定で使える電子チケット」をcommoneyアプリ内で販売
できます。電子チケットの利用をお薦めすることで、顧客の囲い込
みを期待できます。

また、お店から顧客へ割引券として使える電子チケットを配布する
こともできます。配布用QRコードをスキャンしてもらうだけでお渡し
することが出来るので、あらゆる方法で効果的に配布できます。

来店客はスマホでチケットを受け取ってお店で使うだけ。
チケット設定額の範囲内で手軽に支払えます！

手持ちの現金がない時もcommoney払いで安心♪

お店限定の電子チケットを販売できます。

決済手数料、売上のご入金について
※決済手数料3.25%（税別）を頂戴いたします。
※売上のご入金は原則月末〆、翌月末入金となります。（個別に短期入金のご相談をお
受けいたします。お気軽にお問合せ下さい。）

集客・売上アップが見込める攻めのQRコード決済サービス
価値あるキャッシュレスを提唱する新しい電子チケットサービス

クーポン（割引券、引換券）配布で売上アップ！

※画像はイメージです。

commoneyなら
代りに払える！

使った分だけ、800円を代わりにお支払い
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・メリット①売上金は翌営業日に入金！
売上代金は、翌銀行窓口営業日に加盟店さまの口座に
入金します。

・メリット②初期費用０円！
お使いのスマホやタブレットに加盟店向けアプリを
ダウンロードすれば、すぐに管理機能を使えます。

・メリット③多彩なマーケティング機能！
個人のお客さまに店舗で作成したお知らせやクーポンを
配信して、お客さまを誘致できます。

・メリット④サポート体制も充実！
専用コールセンターで、24時間サポートさせていただきます。

※はまＰａｙのご利用には、横浜銀行の普通預金もしくは当座預金口座が必要です。

※審査期間中に横浜銀行から申込書に入力いただいたご連絡先に連絡することがございます。

＝横浜銀行のスマホ決済サービス

初期費用

０
円

入金手数料

０
円

決済手数料

2.2
(税込み) ％

●お取引条件

https://www.boy.co.jp/kojin/hamapay/index.html https://www.hokugin.co.jp/cs/other/hokuhok
upay/business.html

【ご注意事項】
・「ほくほくPay」ユーザーアプリのご利用は、北陸銀行本支店に口座をお持ちの個人の
お客さまが対象となります。

・「ほくほくPay」の加盟店契約は、北陸銀行本支店に口座をお持ちの法人・個人事業主の
お客さまが対象となります。(*)決済手数料相当額を差し引いた金額を入金いたします。

・詳細なサービス内容は、北陸銀行のホームページをご覧ください。

北陸銀行が運営する、
スマホ決済サービスです。

詳しくは
こちら！

使えるユーザーさま増加中！
ほくほくPayは、 に対応！

に対応した

他のアプリユーザーさまもご利用いただけます。

銀行Pay

銀行Pay

入金がスピーディ！
入金タイミングは月２回。
入金手数料も不要です。(*)

チャージ不要
使いすぎの不安なし！

お支払い後、口座からすぐに引き落としされ、
あとからまとめて請求されることがありません。

詳しくは
こちら！

加
盟
店
さ
ま
は…

ユ
ー
ザ
ー
さ
ま
は…
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https://www.hokkaidobank.co.jp/business/ca
shless/hokuhokupay/

【ご注意事項】
・「ほくほくPay」ユーザ向けアプリのご利用には、北海道銀行本支店に口座をお持ちの個人の
お客さまが対象となります。

・「ほくほくPay」の加盟店契約には、北海道銀行本支店に口座をお持ちの法人・個人事業主の
お客さまが対象となります。(*)決済手数料相当額を差し引きの上入金いたします。

・詳細なサービス内容は、北海道銀行のホームページをご覧ください。

北海道銀行が運営する、
スマホ決済サービスです。

詳しくは
こちら！

使えるユーザが拡大中！
ほくほくPayは、 に対応！

に対応した

他のアプリユーザーさまもご利用いただけます。

銀行Pay

銀行Pay

入金がスピーディ！
入金タイミングは翌営業日。
入金手数料も不要です。(*)

チャージ不要
使いすぎの不安なし！

お支払い後、口座からすぐに引き落としされ、
あとからまとめて請求されることがありません。

詳しくは
こちら！

加
盟
店
さ
ま
は…

ユ
ー
ザ
さ
ま
は…

※

銀聯HP: https://www.unionpayintl.com/jp/
UCカードHP: https://www2.uccard.co.jp/

※2020年5月まで統計



総務省 統一QR「JPQR」普及事業 事務局

をはじめよう

� JPQR普及事業コールセンター：
0120-206-100（9:00～18:00 土日祝日含む）
（ご不明点・お申込み方法のお問合せ）

�事業 WEBサイト：https://jpqr-start.jp/


