
既存加盟店用FAQ 更新日： 2022/11/08

番号 カテゴリー サブカテゴリー 質問 回答

1 店舗での利用 売上精算
いつ高崎通貨で支払われた売
上が振り込まれますか？

入金サイクルは既存のJ-Coin Payの契約内容に
より異なります。契約しているアクワイアラ
にお問い合わせください。

2 店舗での利用 売上精算
高崎通貨の精算分が振り込ま
れるのはJ-Coinと同じ口座で
すか？

ご認識の通りです。高崎通貨とJ-Coinの売り
上げを合算した額がご登録いただいた金融機
関口座に振り込まれます。

3 店舗での利用 対象期間
実際に高崎通貨が利用できる
のはいつから、いつまでです
か？

高崎通貨として給付された、それぞれのJ-
Coin Payボーナスに定められた有効期限によ
ります。中小企業就職奨励金として交付され
る高崎通貨（J-Coin Payボーナス）の有効期限
は交付後６ヶ月です。

4 店舗での利用 店舗情報変更
店舗情報が変更になった場合
はどうすればよいですか？

審査完了前に店舗情報が変更となった場合
は、みずほ銀行高崎通貨事務局
（takasaki.info@mizuho-bk.co.jp）までお問い
合わせください。
審査完了の連絡を受け取った後（J-Coin Pay加
盟店キットの到着後）については、各アクワ
イアラまでお問い合わせください。

5 店舗での利用 決済
現在店頭に置いているJ-Coin
PayのQRコードはそのまま利
用できますか？

現在店頭に置いていただいているJ-Coin Payの
QRコードをそのままご利用いただけます。10
月下旬ごろに送付する、高崎通貨オリジナル
キットに同封されているポスター、スイング
ポップも併せて店頭にご掲示ください。

6 店舗での利用 決済
ユーザーにどのように支払っ
てもらいますか？

基本的には、ユーザーが店舗に掲示されてい
るQRコードを読み込み、金額を入力して支払
う形になります。詳しくはJ-Coin Pay公式サイ
ト（https://j-coin.jp/user/guide/）をご確認くだ
さい。
※一部J-Coin Pay既存加盟店さまにおかれまし
ては、CPM方式でご利用いただく場合があり
ます。

7 店舗での利用 決済
決済時に決済音は鳴ります
か？

J-Coin Pay及び高崎通貨利用時に決済音がなり
ます。ただし、マナーモードの場合は鳴りま
せん。

8 店舗での利用 決済
支払い完了はどのようにして
分かりますか？

支払時にユーザーのJ-Coin Payの画面に支払完
了の画面がでます。そちらを店舗さまの方で
もご確認ください。
加盟店さま専用サイトである加盟店専用のGW
管理ポータルより履歴をご確認いただけま
す。

9 店舗での利用 決済
決済履歴はどこで見られます
か？

加盟店さま専用サイトである加盟店専用のGW
管理ポータルより履歴をご確認いただけま
す。



10 店舗での利用 決済
高崎通貨（J-Coinボーナス）
のみ決済を受け付けることは
できますか？

加盟店規約に、「J-Coinでの支払ができる旨
掲示した場合には、ユーザーからの支払を拒
否できない」旨定めております。したがっ
て、高崎通貨のみ決済を受け付けることはで
きません。
（群馬銀行加盟店規約より抜粋）第 7 条 加盟
店としての遵守事項
④ 加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が
発信するツール（店頭における告知等、その
媒体を問いません。以下同じです。）におい
てコインにより対象商品の代金決済または寄
付金の支払を行うことができる旨表示したと
きは、ユーザーによる
コインの利用を拒むことはできないものとし
ます。ただし、コインが盗取されたものであ
るとき、ユーザーがコインを不正に取得した
とき、またはユーザーが不正に取得されたコ
インであることを知りながら使用したときは
この限りではありません。

11 店舗での利用 決済
高崎通貨（J-Coinボーナス）
とJ-Coin残高は、どちらが優
先して決済されますか？

高崎通貨（J-Coinボーナス）は有効期限が設
定されているため、高崎通貨（J-Coinボーナ
ス）が優先して決済されます。

12 店舗での利用 決済
決済が正常に完了したことは
どこでわかりますか？

決済完了後、ユーザーの画面に「支払いまし
た」の表示があることをご確認ください。ま
た加盟店専用のGW管理ポータルには、即時で
取引履歴に反映されます。

13 店舗での利用 決済
静的QR台紙を再発行するには
どうすればよいですか？

ご契約先のアクワイアラへお問い合わせくだ
さい。

14 店舗での利用 決済取消
MPMで間違った金額を決済し
てしまった場合、どうすれば
よいですか？

加盟店専用のGW管理ポータルにて、決済の取
消オペレーションを行ってください。取消が
成功した決済については即時でユーザーアプ
リに返金されます。
決済の取消が確認できてから、正しい金額に
て再度決済を行ってください。

15 店舗での利用 決済取消
J-Coinでの支払や、高崎通貨
での支払は取り消しできます
か？

システム上で決済のお取消しは可能です。お
取消しいただける期限については、契約いた
だくアクワイアラによってルールが異なりま
す。J-Coin加盟店キットに記載の問い合わせ
までご確認ください。

16 店舗での利用 決済取消

高崎通貨（J-Coinボーナス）
決済分を取り消した場合、高
崎通貨（J-Coinボーナス）の
残高が戻るのでしょうか？

高崎通貨（J-Coinボーナス）で決済いただい
た分については、高崎通貨として残高が戻り
ます。



17 店舗での利用 申込
参画したいのですが、申し込
みが必要ですか？

J-Coin Pay加盟店でない場合は、申し込みが必
要となります。高崎市内の以下金融機関にご
連絡ください。
【申込受付可能金融機関（五十音順）】
　あかぎ信用組合、群馬銀行、群馬県信用組
合、ぐんまみらい信用組合、しののめ信金
（12月1日より申込可能）、高崎信用金庫
既にJ-Coin Payの加盟店となられている場合
は、原則、本事業に参加いただけるため、申
し込みは必要ありません。

18 店舗での利用 申込

既に本社が契約している高崎
市内の店舗が、J-Coinに加盟
しているという認識が無く店
舗独自で申込をしてしまった
場合、どのような取扱いにな
りますか？

事務局への特段の問い合わせがなく、新規店
舗申請されたものに関しては重複して登録さ
れます。加盟店契約上、重複して登録はでき
ないので、重複登録判明時にどちらかの登録
が採用されます。
問い合わせ時に既存加盟店であることに気づ
いた場合は、新規店舗申請は不要です。
なお、既存加盟店であるかどうかは、J-Coin
の加盟店マップ（https://j-coin.jp/user/shop/）
でご確認ください。

19 加盟店登録 申込
参画したいのですが、申し込
みが必要ですか？

既にJ-Coin Payの加盟店となられている場合
は、原則、本事業に参加いただけるため、申
し込みは必要ありません。

20 加盟店登録 申込
J-Coin加盟店かどうか調べる
方法はありますか？

アクセプタンスマークの有無をご確認くださ
い。J-Coin既存加盟店である場合は、お手元
にアクセプタンスが送付されています。アク
セプタンスマークがお手元に届いているか確
認ができない場合は、J-Coinの加盟店マップ
（https://j-coin.jp/user/shop/）でご確認くださ
い。

21 加盟店登録 対象期間
高崎通貨の期間が終了して
も、J-Coin Payは使えます
か？

高崎通貨の事業期間が終了しても、J-Coin Pay
は引き続きご利用いただけます。J-Coin Payア
プリをご自身の端末にダウンロードしている
状態であれば、今後高崎通貨に関する別の給
付事業が開始した場合においても、再登録不
要でそのままご利用いただけます。



22 加盟店登録
対象商品／
サービス

高崎通貨が使える商品／サー
ビスは何ですか？

次に該当する商品／サービス以外にご利用い
ただけます。
 （１）公序良俗に反するもの。
 （２）銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条
約、医薬品医療機器等法、不正競争防止法、
商標法等法令の定めに違反するもの。
 （３）第三者の著作権、肖像権、知的財産権
等を侵害する恐れがあるもの。
 （４）偽造品、模造品、模倣品等。
 （５）商品券、プリペイドカード、印紙切
手、回数券、有価証券等(但し、アクワイアラ
が個別に認めた場合はこの限りではない)。
 （６）その他、事務局が不適当と判断したも
の

23 加盟店登録 定義 高崎通貨とは何ですか？

高崎市内限定で利用できる電子地域通貨で
す。みずほ銀行が提供するスマホ決済サービ
ス「J-Coin Pay」のボーナス機能を活用して配
布します。

24 加盟店登録 定義 J-Coin Payとは何ですか？

J-Coin Payはみずほ銀行が提供するスマホ決済
サービスです。J-Coin Pay加盟店での支払い
や、ユーザー同士の送金をすることができま
す。また、口座登録をすることで、口座から
のチャージや、アプリの残高を口座へ戻すこ
とも可能です。すべての操作が手数料無料で
ご利用いただけます。

25 加盟店登録 定義 アクワイアラとは何ですか？

J-Coin Pay新規加盟店にとってのアクワイアラ
とは、群馬銀行とユーシーカードを指しま
す。
J-Coin Pay既存加盟店（高崎通貨事業以前より
J-Coin Payを導入いただいている企業さま）に
とっては、J-Coin Pay導入時に契約を結んだ金
融機関や協業企業を指します。

26 加盟店登録 定義
ゲートウェイ事業者（決済代
行事業者）とは何ですか？

店舗様に代わり、各ペイメントサービス事業
者との間の契約手続きや決済端末の提供、売
上代金の精算等を行う事業者のことです。代
表的なサービス例ではAirPayやCloudPayなど
がございます。
現時点でのゲートウェイ事業者（決済代行事
業者）は以下の通りです。
・株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
・株式会社イーコンテクスト
・株式会社ネットスターズ
・インタセクト・コミュニケーションズ株式
会社
・綜合警備保障株式会社
・株式会社寺岡精工
・TFペイメントサービス株式会社
・株式会社ジャックス
・株式会社日本コンラックス
・SBペイメントサービス株式会社
・ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会
社
・GMOペイメントゲートウェイ株式会社



27 加盟店登録 定義 加盟店手数料とは何ですか？

みずほ銀行が加盟店から代金債権を譲り受け
る（J-Coin加盟店規約ご参照）際に加盟店か
ら徴収する金額（代金債権額に所定の控除比
率を乗じた金額とし、かかる金額を代金債権
額から控除した金額を譲受対価に設定する形
で徴収します。）のことを、ここでは便宜上
「加盟店手数料」と表示等しています。

28
事業全般につ
いて

定義 加盟店とは何ですか？

高崎通貨における加盟店とは、J-Coin Payを利
用できる加盟店（店舗・施設）のことを指し
ます。

29
事業全般につ
いて

加盟店手数料
補填

高崎通貨の売上にかかる加盟
店手数料は全額補填されます
か？

高崎通貨で支払われた売上高にかかる加盟店
手数料について、当面の間、高崎市より全額
補填 が受けられます。ただし、ゲートウェイ
事業者（決済代行事業者）を利用する店舗に
ついては、高崎通貨で支払われた売上高に定
率を乗じた手数料相当額の補填となります。

30
事業全般につ
いて

加盟店手数料
補填

高崎通貨の売上にかかる加盟
店手数料の補填にかかる手続
きは必要ですか？

補填を受けるには別途申請が必要になりま
す。申請方法については高崎市HP
（https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/202
2092100053/）ならびに郵送にて通知を行いま
す。なお、J-Coin Pay 新規加盟店事業者、既
存加盟店事業者に関わらず、申請が必要で
す。

31
事業全般につ
いて

加盟店手数料
補填

高崎市から補填を受けられる
のは、高崎通貨（J-Coinボー
ナス）での決済分のみでしょ
うか？

ご認識の通りです。ユーザーが自分の銀行口
座からチャージしたJ-Coin残高での決済につ
いては対象外です。

32
事業全般につ
いて

加盟店手数料
補填

加盟店手数料補填の詳細はい
つ・どのように告知されます
か？

高崎市のHPに公開済です。
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/20220
92100053/
また、郵送されるオリジナルキットに手数料
補填案内文を同封しております。

33
事業全般につ
いて

加盟店手数料
補填

加盟店手数料補填額は、店舗
側で計算する必要があるので
しょうか？

加盟店手数料を計算していただく必要はござ
いません。
みずほ銀行側で、高崎通貨で決済された額に
応じて定率を乗算した金額を算出し補填させ
ていただきます。

34
事業全般につ
いて

加盟店キット
／オリジナル
キット

J-Coin Payの加盟店キット、
および高崎通貨のオリジナル
キットには何が入っています
か？

J-Coin Payの加盟店キットは取扱店用ポス
ター、QRコード、QRコード台紙、マニュア
ル、アクセプタンスマークなどになります。
高崎通貨のオリジナルキットには、高崎通貨
に関する店舗掲示用ポスターと、高崎通貨オ
リジナルのスイングポップ、高崎通貨に関す
る案内文、手数料補填を受けるための申請
フォーム案内文が送付されます。

35
事業全般につ
いて

加盟店キット
／オリジナル
キット

高崎通貨の店舗掲示用ポス
ターを追加で欲しいのです
が、どうすればよいですか？

高崎市役所商工振興課までお問合せくださ
い。（027-321-1256）
ご自身で印刷していただける方は高崎市HPに
掲載しておりますポスターを印刷してご利用
ください。



36
事業全般につ
いて

加盟店キット
／オリジナル
キット

高崎市の事業ポスターはもら
えますか？

J-Coin Payの加盟店として登録いただいている
各店舗宛に送付させていただきます。10月下
旬ごろから、随時高崎通貨オリジナルキット
に同封し、送付させていただきます。

37
事業全般につ
いて

その他
参加店一覧にはいつ掲載され
ますか？

審査完了後、高崎市のHP等により、取扱店情
報（店舗名称、所在地、業種等）を10月下旬
以降、随時広報させていただきます。

38 その他 その他
子育て臨時クーポン事業等の
紙クーポンとは何が違うので
すか？

紙クーポンと異なり、金融機関での精算処理
が不要となります。
入金サイクルは既存のJ-Coin Payの契約内容に
より異なります。契約しているアクワイアラ
にお問い合わせください。


