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１．キャッシュレスの現状、必要性について



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
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キャッシュレスの現状-QRコード決済の特徴とは？-

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。キャッシュレス決済には３つの
決済方式がありますが、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



4
出所：インフキュリオン「決済動向2021年4月調査」全国の16歳〜69歳男女20,000人を対象
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QRコード決済の利用率が2019年3月から40％以上増加し、過去最高の54％を記録

キャッシュレスの現状-各キャッシュレス決済方式の成長率
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2年で4.5倍

国の政策やコロナ禍の後押しもあり、他のキャッシュレス決済方式であるクレジットカードと

電子マネーと比較しても、QRコード決済はここ数年急速に利用率が伸びています

他のキャッシュレス形式との比較



QRコード決済市場はここ数年で急速に利用金額・件数ともに拡大しており、さまざまな業界

から各企業が参入し、顧客ニーズに応じた多様なQRコード決済サービスを展開しています
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QRコードの普及状況はどのようになっているのか①

QRコード決済の市場 QRコード決済サービスごとの保有ユーザー

QRコード決済の店舗利用金額が急速に増加

出所：一般社団法人キャッシュレス推進協議会：コード決済利用動向調査

https://www.paymentsjapan.or.jp/publications/code-payment-trends-202009/

を基に事務局にて加工

出所：各決済事業者プレスリリース等を基に事務局にて加工

3,000万人
※2020/6/29時点

502万人
※2020/2/29時点

2,300万人
※2020/5/21時点

2,526万人
※2020/3/31時点

80万人
※2020/7/1時点

3,700万人
※2020/6/19時点

1,500万人
※2020/6時点

2.7億人
※2020/3/5時点

各社とも多くのQRコード決済会員がいます
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2年で
約25倍

※LINE Payの新規申込受付は

2021年9月30日で終了します



会計支払いのスムーズ化だけでなく、コロナ禍における非接触対策としても注目されています
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QRコードの普及状況はどのようになっているのか②

QRコード決済活用の効果

6

新型コロナ対策としてのキャッシュレスの可能性

新型コロナウィルスの感染拡大により、人々の衛生意識の向上
と、新たな生活様式（非接触）の変化をもたらしました

67.8

75.9

現金以外の決済⼿段が利用

できる場所が増えたから

50.5

58.7

支払いの際に、店員との接触

が最⼩限で済むから

48.3

55.6

現金を触らず衛生的だから

2019 2020

+8.1%

+8.2% +7.3%+7.3%

厚生労働省「新しい生活様式」の実践例

キャッシュレス決済⼿段の利用理由の変化
※「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した利用者の割合

出所：キャッシュレス推進協議会 より作成

（ https://www.paymentsjapan.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/insights_fy2020.pdf）

出所：厚生労働省 より作成

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html）

・日本フードサービス協会

・全国商店街振興組合連合会

・日本⼩売業協会

などの業界団体のガイドラインに、

「キャッシュレス決済の利用促進」追加

（参照）株式会社JCB『決済速度に関する実証実験結果』https://www.global.jcb/ja/press/00000000162855.html

現金

QRコード決済 （12秒〜32秒）

（15秒〜40秒）

※1

平均17秒

平均28秒

コロナ対策としても推奨

キャッシュレス決済は、厚生労働省

「新しい生活様式」や東京都「事業

者向け東京都感染拡大防止ガイド

ライン」でも感染拡大防止に向けた

有効な⼿段として、利用を推奨され

ています

会計時間が⼿短に

QRコードの置き場に困って

いたので、レジ横がすっきりした。

また、非接触決済なので

衛生面が向上した

高齢のスタッフが多いため、

とりあえず JPQR を出して

おけばよいので、探す⼿間も

なく非常に助かる

JPQR導入店舗からの声

4割減少

（参照）東京都ホームページ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007942/1007968.html



２．「JPQR」とは何か
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「JPQR」はたくさんある決済QRコードを、１枚にまとめたQRコードの規格であり、⼩売業、

飲食業を中心に導入店舗が広がっています
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総務省統一QR「JPQR」の概要と導入実績

対応済決済サービス（R3.5月時点）

*1福岡銀行のみ対象 *2楽天ペイ（アプリ決済）

国内大⼿QRコード決済サービスを含む、約20社

のQRコードに対応した、統一的なQRコードです

店頭には、JPQRを一つ置くだけで複数のQRコード

決済に対応できます

JPQRは、これまで⼩売業や飲食業をはじめ幅広

い業種のみなさまに導入されてきました

導入件数も、徐々に増加し、現在のところ全国

約12,000店舗*に導入済となっています
*MPM方式にてお申し込みをいただいた総数

出所：JPQR HP（https://jpqr-start.jp/shop/）

導入実績等JPQRの概要



「JPQR」は、3ステップで簡単に決済できます。決済の際、接触することはございません。

また、店舗別の売上や入金日は、2つの管理画面でいつでも確認することが可能です
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JPQRの使い方、売上管理方法

Step1. お客様が、スマホの

決済アプリでQRコードを読取

Step3. 画面を店員に見せ、

確認し、決済完了！

Step2. お客様が金額入力し「支払」

ボタンを押す

××商店

支払

¥1000 ¥1000

お会計金額

¥1000 お会計金額

¥1000

JPQR売上管理画面
JPQR対応の各社サービス管理画面へのリンク

や決済履歴をまとめて管理できる画面です

※一部サービスのみ対応が準備中

各社が提供している売上管理画面
タイムリーな売上管理、返金処理等、登録情報の変更

等が可能です

店舗の売上管理は、Webで閲覧可能なJPQRの売上がまとめて閲覧できる「JPQR売上管理画面」と返金処理等のより詳細な

操作が可能な「各社が提供している売上管理画面」の2つをご利用いただけます。

決済方法動画

公開中！

店舗売上管理

JPQRの決済方法



決済サービス・店舗で絞り込

みも可能です

連携している全決済サービスの明細

が一つの画面で確認できます

※返金処理自体はJPQR売

上管理画面ではできません※

こちらのボタンを押すと、当該

決済サービスの個別管理画面

へ遷移できます

・各社個別管理画面ではログイン

が必要です

・ログイン後各社管理画面のトップ

ページに遷移します
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利用者の声を反映し、今年度より便利にリニューアルしました。連携した決済サービスの売

上をまとめて閲覧できます。更新ボタンを押すと最新情報を取得でき、またCSVでのダウン

ロードが可能です

参考：JPQR売上管理画面（画面イメージ）

更新ボタンを押すと最新情報を取

得できます

CSVでダウンロード可能です
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３．会員様にとってのJPQRのメリット



JPQRは「複数のQRコード決済サービスを一括で申し込める」、「店頭に置くQRコードステッ

カーは1種類」、「導入費・維持費が0円」の3つが大きなメリットであり、店舗のキャッシュレス

導入および幅広い決済サービス導入を大きく後押しいたします

12

統一QR「JPQR」の３つのおすすめポイント

一括申し込み 店頭のステッカーは１種類でOK 導入費・維持費０円



従来の申込の⼿間を省いて、申込フォーム入力も書類提出も、一括で⼿続き可能です

導入したいサービスを任意に選択し、後日追加も可能です

13

複数のQRコード決済サービスを一括申し込み

申込フォーム

申込フォームの入力 必要書類の準備・提出

利用したい決済サービスを

好きなだけ選択し一度に申請

今まで JPQR

Aサービス、Bサービス、Cサービスを導入したい

申込フォーム

A社申込

フォームの入力

必要書類の

準備・提出

申込フォーム

B社申込

フォームの入力

必要書類の

準備・提出

申込フォーム

C社申込

フォームの入力

必要書類の

準備・提出

✓ 異なる入力フォーム

✓ 同じ審査書類の複数取得

C PayB PayA Pay

各社異なる申込フォーム入力と、書類の複数部の準備が必要 フォームは一括入力！書類も一括登録！（郵送不要）

好きなサービスだけのお申し込みも可能

※審査は個別に実施し、審査不備がある場合は対応が必要

※一度登録いただければサービス追加申請も基本的に再入力不要

※すでにご契約がある方もJPQRにステッカーを統一することが可能



１枚のステッカーで各社の決済サービスに対応。スペースを取らず、シンプルで使いやすい

QRステッカー１つで、幅広い決済サービス利用者を取り込めます
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店頭のQRステッカーは１種類でOK

対応決済サービスの間口を広げることで、

幅広いユーザーの需要取り込みを実現できます

11.2

4.4

4.6

10.3

20.2

21.6

27.7

0 5 10 15 20 25 30

その他

メルペイ

auPAY

d払い

楽天ペイ

LINE Pay

PayPay

最も利用しているQRコード決済サービス（n＝4,683）

（参照）MMD研究所 「2020年7月スマートフォン決済（QRコード）利用動向調査」

https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1873.html

多様な決済サービスが

利用されている

（％）

特定のサービスだけでは顧客の

ニーズに対応できず不便さを

感じたため、複数サービスが利用

できるところに魅力を感じた

お客様が複数のQR決済を

利用することが多く、スタッフ

の⼿間を省くことができた

JPQR導入店舗からの声

今まで

JPQR

A Pay B Pay C Pay

D Pay E Pay F Pay

✓ A pay
✓ B pay
✓ C pay
✓ D pay
✓ E pay
✓ F pay

各サービス独自規格のQRコードなので、スペースをとり、ごちゃご

ちゃとした印象を与えてしまう。店側も管理が煩雑

お客様が好きな決済サービスアプリを立ち上げて、１つのコード

を読み取るだけ！見た目もスッキリ！QRステッカーの管理も楽に！

複数サービス導入のメリット



国のキャッシュレス普及推進活動の一環のため、JPQRそのものの導入費・維持費は無料。

ご契約いただいている各QRコード決済サービスの⼿数料のみ、お支払いの対象となります
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導入費・維持費は０円

JPQR自体の導入・維持費は無料
※JPQR経由での申し込みに伴う中間

⼿数料などは発生しません

各QRコード決済サービスの

導入費・維持費も無料
※カード読み取り専用の端末等も必要

ありません

お客様がQRコード決済サービスで

支払いをした金額に対して手数料

が発生します
※一部サービスのみ振込⼿数料がかかる場合がございます

お客様が、

お客様の端末で、

お会計金額入力

専用端末の導入・維持費不要

導入準備をして

ポップを置いておくだけなら

⼿数料はかかりません！

JPQRの維持・導入はコスト負担なし！ お客様が使ってはじめて⼿数料が発生



＜JPQR導入店舗の声-自動車・二輪車整備業-＞
お客様のご自宅に納車する際に、台紙一枚持参すればその場で決済できるので、スタッフ

の負担軽減につながっています
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case.1： バイクショップ「半田モータース」

QRコードを持ち出して、店舗以外の納車先でも

決済できるのが便利です。

世の中全体でキャッシュレス決済の需要が増えていることを感じ、

導入を決めました。当初想定していたよりも、多くのお客様にご活

用いただいています。JPQRはたくさんの決済サービスを使えて、一度

に申し込みできるところがよいですね。QRコードがひとつにまとまるの

も便利です。店舗以外でお客様のご自宅に納車する際なども、台

紙一枚を持っていけばその場で決済ができるため、助かっています。

会計のやりとりもとてもスムーズになり、売上管理もパソコンでまとめ

て見ることができるので、とても楽になりました。

●対応する決済サービスが多く

一度に申し込めるので便利！

●外出先でも、QRコードを持っていけば

手軽に決済できる！

●パソコンの管理画面で、売上を一括で確認することができる！

店頭の様子

JPQR導入の決め手



JPQR ＜参考＞決済代行会社

契約関係イメージ図

運営主体 協議会*（普及推進は総務省） 民間企業

対応決済サービス 20社以上（QR決済:MPM静的） サービスによる

導入申込 一括 一括

契約締結 各社（申請は一括で可能） 一括

└審査 各社 とりまとめ

└決済⼿数料率 各社（比較的安い、0%～3%程度） 一律（比較的高い、3.24%〜）

└入金日・サイクル・⼿数料 各社ごと 一括

└売上管理 各社＋一括* 一括

導入・維持コスト ０円 サービスによる

契約や入金等を一括管理している決済代行会社と比較して、JPQRは各社との個別契

約となるため、審査や入金は各決済サービスごとに行われます。また、JPQRは決済⼿数料

率が比較的低いという特徴があります

加盟店
加盟店 決済代行

会社

*1:一般社団法人キャッシュレス推進協議会、 *2:JPQR売上管理画面にて一括管理可能

協議会

決済事業者
決済事業者

2

1

個別契約

決済代行会社を

介しての契約

複数の決済⼿段

をまとめて管理

・一括申込システム

・JPQR売上管理

画面の提供

とりまとめ

17

＜参考＞決済代行会社との違い
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４．JPQRを導入するにはどうしたらいいか



JPQRの導入は3ステップで完了します

申込サイト、メールをよくご確認いただき、適宜コールセンターもご活用ください

19

JPQR導入までの全体像

店舗様ご対応

利用開始！
Step1
申込手続き

1. 必要書類の準備

2. システムへのアクセス＆登録

3. 契約条件等の確認

4. 必要情報の入力・審査書類

のアップロード

Step2
審査対応・初期設定対応

1. 審査不備があった場合、各

社からの指示に従い対応

2. 各社審査完了メールが来た

ら記載内容に従い、管理

画面の登録

Step3
ステッカーの設置

1. 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

審査期間について

各決済サービスで審査が行われ、一

社でも終わればスタートキットが送ら
れてきます。通常3〜4週間程度です

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

台紙、マニュアルなども郵送されます

審査・初期設定が

完了したサービスの

ロゴシールを張付

申込者専用サポートついて

JPQR専用コールセンターにて対応

各決済サービス詳細については、
各社の窓口も適宜ご利用ください

JPQRコールセンター

0120-206-100

（平日9:00～18:00）

申込はこちらのQRから！



申込に際して、基本情報のほか、以下の審査書類をスマホ等のカメラで

撮影しアップロードいただきます。
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Step1-1 必要書類の準備

※2020年８月31日時点の情報です、最新情報は申請時に確認いただけます

法人

① 許認可写し ※許認可写しのある業種のみ
…取り扱い商材によって、許可証の提出が必要です

飲食店・宿泊業・卸売／⼩売業・運輸業・サービス業・医療福祉・

不動産業・鉱業・建設業の方など

② 登記簿謄本（履歴事項全部証明書 発行日より３ヶ月以内）

③店舗の内観・外観の写真

④ 事業内容が分かる資料 ※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
…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

⑤ 以下決済サービスを申請する場合上記に加えて必要書類があります
※マイナンバーカードは不可

●PayPay「新規利用」を希望の場合：法人(申込担当者)の本人確認書類

下記のうちいずれか一つ

・運転免許証（表裏両面）

・日本国発行パスポート(顔写真付きページ＋住所記載欄)＋住所確認書類

・在留カード/特別永住者証明証

●銀行Pay「新規利用」を希望の場合：法人(代表者)の本人確認書類
下記のうちいずれか一つ

・運転免許証（表裏両面）

・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

① 許認可写し ※許認可写しのある業種のみ
…飲食店・宿泊業・卸売／⼩売業・運輸業・サービス業・医療福祉・

不動産業・鉱業・建設業の方など

② 本人確認書類（有効期限内）

※マイナンバーカードは不可

下記のうちいずれか一つ

・運転免許証（表裏両面）

・日本国発行パスポート（顔写真付きページ＋住所記載欄）

●PayPay「新規利用」を希望の場合：

パスポートを提出する場合には、

・日本国発行パスポート（顔写真付きページ＋住所記載欄）

＋住所確認書類 が必須となります。

③ 店舗の内観・外観の写真

④ 事業内容が分かる資料 ※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
…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



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を導入済みの場合、当受付システムからJPQR導入として新規申請いただくことで、JPQRにまとめることが

可能です
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Step1-2 Web受付システムへのアクセス＆登録

①事業Webサイトにアクセスして、

Web受付システムまで移動

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

「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

③本登録の情報でログインしたら、

新規申込をクリック

②Web受付システムでメールアドレスを

登録して、ユーザー本登録完了

右下「店舗様向け

導入申込みへ」

クリック

次ページ「Web申込

はこちらから」クリック

Web受付システムログインページ ※イメージ

ログイン仮登録ページ ※イメージ

「新規登録」クリック

メールアドレス記入後

「登録」クリック

届いたメールに従い、

生年月日など本登録⼿続き

Web受付システムログインページ ※イメージ

メールアドレス、本登録

のパスワードを入力後

「新規登録」クリック

「新規申込」

クリック



各社の最新の⼿数料・規約等はWeb受付システムの契約条件で確認できます

またトップページから簡易的な⼿数料確認もできますので、申込の検討のご参考にしてください
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Step1-3 契約条件等の確認

最新⼿数料の確認方法 簡易的な⼿数料確認方法

JPQR 事業Web受付システム「申込に関する同意・確認事項」

「申込に関する同意事項および各決済事業者規約・契約条件等」

クリック

各社サービス決済⼿数料、入金サイクル、入金⼿数料

JPQR 事業Webサイトトップページ

「導入をお考えの店舗さまへ」クリック

各社サービス決済⼿数料（簡易版）
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参考：手数料参考情報
※最新の各社⼿数料に関しては、Web受付システムよりご確認ください

payment_operators (jpqr-start.jp)
出所：JPQRホームページ「導入をお考えの店舗さまへ（2021年8月23日）」



Step2-2 初期設定対応

各サービスの審査状況は、JPQR Web受付システムの「審査状況照会」にて確認できます。
審査通過次第サービスごとに送付される審査結果メールに従い、「各社売上管理画面」を

初期設定ください。並行して、各社の売上をまとめて閲覧できる「JPQR売上管理画面」も、

スタートキット同梱のマニュアルに沿って設定ください

※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24

①申込サービスの審査結果メールの確認

２．JPQR売上管理画面の初期設定１．各社売上管理画面の初期設定

対応が必要な初期設定

JPQR管理画面にて、各社のアカウント情

報などを入力しデータ連携を行います審査結果メールの案内に従い、アカウント（ID

やPASS等）設定し、初回ログイン等を事前に

お済ませください

②アカウント（IDやPASS等）の設定

審査結果メールの留意点

• 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

• 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

審査が通過した決済事業者から審査結果のメールまたは郵送が届

くので、内容を確認し大切に保管ください

※売上管理画面については、申込んだ決済サービス分、それぞれご設定いた

だく必要がございます

JPQRスタートキットに同梱されいている

「JPQR売上管理画面ご利用案内」に

沿って、JPQR売上管理画面のアカウント

を設定ししてください

① JPQR売上管理画面のアカウント設定

②各社のデータ連携

• データ連携方法や対応決済サービスおよび設定詳細については、マ

ニュアルをご覧ください

• 連携可能な決済サービスは随時拡大予定です

登録する



審査が1社でも通過すると、スターターキットが郵送されます。スターターキットが届いたら、

台紙にシールを張り付けて、利用ください

Step3 ステッカーの設置
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スターターキット内容物

POP台紙にロゴシール

貼り付け

全てのサービスのものが送られてくる

ので、申込、審査、初期設定が終
わったものを台紙に張り付ける標準で6枚送付

汚れ、破れでも

再発行可能（無料）

完成！



おわりに
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QRコード決済は、全世代で広まってきています01

02 JPQRは一括⼿続、1つにまとまり、導入費維持

費0円と入れやすく使いやすいです

03 申込みや追加はHPから簡単に可能です

これを機に是非、JPQRの導入をご検討ください！



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（平日9:00～18:00）

（ご不明点・お申込み方法のお問合せ）

◼ JPQRに関する情報：https://jpqr-start.jp/

「JPQR スタート」で検索

JPQRへのお申し込みは、ホームページからいつでも受け付けています。

ご不明な点などございましたら、問い合わせ窓口にお問合せください。



返金処理は、各社の売上管理画面から操作できます。

（参考）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: 

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: 

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

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。
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JPQR普及事業は、総務省が主体的に実施し、キャッシュレス推進協議会とも連携して

進めている事業であり、今年度も多様なアプローチで事業を進める予定です
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参考）JPQR普及事業の概要

2019年度は、岩⼿県、長野県、和歌山県、福

岡県、栃木県にて先行導入を実施しました

2020年度はWeb受付システムを整備し、全国展

開を実施。47都道府県にて300回超の説明会を

開催しました

JPQRは総務省が主体となって昨年度から全国に

普及する事業を行っています

更に、キャッシュレス事業者等で構成される「一般

社団法人キャッシュレス推進協議会」と連携・調

整しながら、事業を進めています

JPQR普及事務局 キャッシュレス推進協議会

• 全国におけるJPQR

普及活動

（説明会開催）等

連携

連携連携

• JPQR発行・管理

• JPQRステッカー配送管理等

• JPQR普及主体

説明会の実施イメージ

Web受付システム

普及活動の概要JPQR普及事業の概要
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参考）JPQRで統一されるもの、個別手続きになるもの

各社それぞれの手続きとなるもの

✓ 審査⼿続き（不備修正等含む）

✓ 入金

✓ 売上管理（各社管理画面にて確認）

✓ 解約⼿続き

✓ 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

✓ 申込⼿続き（追加店舗申込含む）

✓ 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
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ログインまたは更新ボタンを押すと、連携している決済サービスの最新情報を取得でき、

ユーザーの好きなタイミングで決済・売上を確認することができます

参考）JPQR売上管理画面：機能例

データ取得中である旨を表示

（取得完了後消える）

【補足】

・更新ボタン押下後のデータ反映は、すべての決済サービスで取得完

了するか、１分刻みでそれ以内に取得できたサービスから反映される

・データ取得時間は各サービス数十秒を想定

（混雑状況により多く時間を要する可能性あり）

・データ取得中も画面遷移や絞り込み操作等可能

更新ボタンを押すとボタンが変化

⇒

１．任意のタイミングで最新データ取得
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連携している全決済サービスの明細（決済日時、決済事業者、店舗、決済金額）が

一つの画面で確認できます

参考）JPQR売上管理画面：機能例

２．決済履歴表示

決済サービス・店舗で絞り込

みも可能です

連携している全決済サービスの明細

が一つの画面で確認できます

返金処理はこのボタンを押せ

ば、当該決済サービスの個別

管理画面へ遷移できます

※各社個別管理画面ではロ

グインが必要です

※ログイン後各社管理画面の

トップページに遷移します
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決済履歴は、決済事業者ごと・店舗ごとともに絞り込みができるため、複数店舗事業者に

も利便性高く利用できます

参考）JPQR売上管理画面：機能例

３．絞り込み機能

「売上履歴」だけでなく「決済

履歴」画面にも絞り込み機能

搭載

絞り込み条件は、ログイン中、

その他画面に遷移しても保存

される（決済履歴・売上履歴

画面で連動）

右端のプルダウンマークを

押下すると、登録済の各

店舗名が表示される

デフォルトでは全店舗にチェックが

入っており、１店舗でもチェックが入

ると、決済事業者にもチェックが入る

仕様となっている

店舗名３列表示で、視認性向上

決済事業者別に一括選

択できるボタンも追加

決済履歴、売上履歴画面

ポップアップ
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事業者リンクは、名前順に表示され、ユーザーが連携している決済サービスのリンクのみ表

示されており、個別管理画面へ遷移ができます（ブックマークとして機能します）

参考）JPQR売上管理画面：機能例

４．事業者リンク

ユーザーが連携してる決済サー

ビスのリンクのみ表示する

※ユーザーが一つの決済サービ

スも連携していない（初期状

態）場合、すべての決済サー

ビスリンクを表示

※あいうえお順に整頓



JPQR参加決済サービスの紹介
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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。

■会員登録して間もないなどご利用履歴が不十分な場合、ご利用いただけない場合がございます。

atone(アトネ)は、

翌月コンビニ払いのスマホ決済。

優良な後払いユーザーが

あなたのお店のお客様に。

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%

年間流通総額

2,900億円

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。

https://aupay.wallet.auone.jp/

1. 満足度No.1決済サービス

2.約2,600万人超の会員数

3.最短翌々日までに入金可能

4. 24時間のサポート体制

au PAY 導入メリット！

※1

※1

※2

※3 2021年3月時点の実績です。

※3

※4
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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

（2021年6月1日現在）

《注意事項》

・こいPayのご加盟には広島銀行の普通預金口座または当座預金口座が必要です

・審査の結果によっては、ご希望に沿えない場合がございますのであらかじめご了承ください。

〈ひろぎん〉の決済サービス

お近くの〈ひろぎん〉がいつでもサポートいたします。

〜顔が見えるあんしん〜

最短入金

翌日

入金手数料 販促ツール

無料 無料
売 上 金 の 入 金 は

翌 営 業 日 入 金 、

月１回、月２回から

お 選 び い た だ け ま す

ど の 入 金 サ イ ク ル を

お選びいただいても、⼿数

料 は 一 切

い た だ い て お り ま せ ん

クーポンやスタンプカード

な ど の 機 能 も

自 由 に お 使 い

い た だ け ま す

https://www.hirogin.co.jp/corporation/service/efficie

ncy/recovery/coi-pay/



発行・販売して払う人 用途 使う人

地方自治体
地域振興券，観光振興券
給付金，補助金 etc. 住民

お店 プレミアム商品券，割引券 お客様

企業
福利厚生（食事補助等）

経費（精算フリー）
社員

親・祖父母 現金の代り、お⼩遣い etc. 子・孫

3838

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♪

その他GoToトラベル、GoToイート的な電子商品券や子育て支援、マイ

ナンバーカード活用例等ございます。お気軽にお問合せ下さい。

株式会社コモニー 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-32

フリーダイヤル 0120-93-4465 http://commoney.jp/

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

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

コモニーは、電子チケットで地方自治体、一般店舗、企業、消費者、

全てのプレイヤーの『代りに支払う』を実現し地域経済を支援します。

■プレミアム商品券としての活用事例（ＪＰＱＲ対応）

福岡市支援事業「川端通商店街」 一般事業者によるプレミアム商品券発行

詳しくは

コチラ

詳しくは

コチラ

加盟店の皆さまに、J-Coin Payをおすすめしたい３つの理由

＜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、
✓ 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。

✓ お店での支払いもQRコードをかざすだけ。

✓ 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

• 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/

※ｄ払いは、デジタルガレージ社・DGフィナンシャルテクノロジー社との加盟店契約・提供になります。

・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
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こちらに収まる範囲で記載をお願いいたします

https://www.hokugin.co.jp/cs/other/hokuhokupay/

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/cashless

/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…

アa

https://moneytap.jp/

チャージ不要の

かんたん銀行送金アプリ

Money Tapは、新しい銀行体験アプリです

24時間365日

いつでもすぐに即送金

Money Tapは、銀行口座から銀行口座へ直接送金、

即着金を実現したアプリです

チャージ不要で、提携金融機関に銀行口座を

お持ちの方なら誰でもかんたんにはじめることができます

Money Tapの支払い操作はシンプルです。

支払を選んでコードを読取るだけ。

銀行口座から支払いするので、チャージの必要もありません。

安価な決済手数料

1.5 %
初期導入コスト

¥０

※管理システムのご利用方法については、ウォレットステーション利用マニュアルをご確認ください。

※Money Tap決済にはご利用可能金額が設定されております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

※決済の取消を行う場合、決済取消⼿数料は発生いたしませんが、該当決済に対しての加盟店⼿数料が発生いたします。

※審査の過程でマネータップ加盟店サポートから連絡させていただく場合がございます。

加盟店様

の

メリット

QRコードでお支払い
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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2.6%
※初期導入費・⼿数料はメルペイコード決済（店舗読み取り式、お客さま読み取り式）を使

用した場合

加盟店数：206万か所
コンビニ・飲食店・ドラッグストア等全国のお店
※2021年3月末時点、iD/QR重複除く、導入予定も含む

※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1,900万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6,259億円のメルカリの売上金がお店で使われる

❹メルペイ利用者数1,000万人突破※2021年4月21日時点

❺ 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

❻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

❼ Google Play ベストオブ2019 ベストアプリ受賞

■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。

入金サイクル

⼿数料 (税別) 2.6%
月2回または月1回を選択

https://www.jp-

bank.japanpost.jp/hojin/cs/yuchopay/hj_cs_yp_index.html

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!!

※1

※2

※2

※1 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。

※2 2021年3月末時点。



サービス紹介

JPQR留意点等

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

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！

※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。

 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

https://pay.line.me/portal/jp/main

国内登録者数

3,900万
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9月31日まで0%、以降
2.45%となります。
※2：2021年2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
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楽天ペイホームページ

https://pay.rakuten.co.jp/business/ 
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銀聯HP: https://www.unionpayintl.com/jp/

UCカードHP: https://www2.uccard.co.jp/


