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1．⾼崎通貨の概要︓⾼崎通貨とは
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⾼崎通貨とは...
⾼崎市内限定で利⽤できる電⼦地域通貨の名称であり、

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。

なお、「⾼崎通貨」を店舗で利⽤するためには、

店舗の皆様にJ-Coin加盟店となっていただく必要があります。

⾼崎通貨ロゴイメージ

⾼崎通貨画⾯イメージ
※画⾯イメージは変更になる可能性があります

残⾼



1．⾼崎通貨の概要︓今回の給付事業（中⼩企業就職奨励⾦事業）について
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「
中
⼩
企
業
就
職
奨
励
⾦
事
業
」
給
付
概
要

以下、①～③のいずれの条件にも該当する者
1.大学や専門学校、高校などを卒業後1年以内に、市内に本社を置く中小企業に就職した29歳
以下の者

※市外に本店を有する中小企業者であっても、最初の就業の場所が市内の事務所である者は

対象

2.申請時点で市民であり、同一企業の就業期間が6カ月を経過した者
3.令和4年4月1日以後に正規従業員となった者

市内の給付対象者に対し、市内の店舗で利⽤可能なJ-Coinボーナス「⾼崎通貨」を利⽤して給付しま
す。

• １⼈あたり10万円分の電⼦地域通貨「⾼崎通貨」
• 予算額１億円

給付対象

給付⾦額



2．J-Coinとは︓基本機能
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送⾦

• いつでも、どこでも、無料で
友⼈/家族と送り合え、飲み
会や会社の経費の精算も即時
に受け取れる

• 電話番号/LINE ID/QRで送
り合える

決済

• ⼤規模店舗はもちろん、
地⽅や⼩規模のお店でも
スマホだけで簡単に⽀払い

預⾦⼝座との⼊⾦

• 登録済の預⾦⼝座との
間で いつでも、どこ
でも、無料で⾃由なや
りとり（チャージ/⼝座
に戻す）が可能

• リアルタイムで登録の
預⾦⼝座に戻せる

お⾦の「やりとり」「お店での⽀払い」がスマホで簡単に無料にできるアプリです。

*J-Coinボーナス「⾼崎通貨」は、「送⾦」・「チャージ／⼝座に戻す」は利⽤不可



2．J-Coinとは︓ ⾼崎通貨への画⾯変更
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着せ替え前

ユーザーの操作により、J-Coinの画⾯を「⾼崎通貨」仕様の画⾯変更することが可能です。
「⾼崎通貨」画⾯に変更いただくことで、「⾼崎通貨」の残⾼などがより⾒やすく表⽰されます。

注1）アプリを着せ替えなくてもそのまま⾼崎通貨を使⽤することが可能
注2）着せ替えが適⽤されない画⾯もございます（新規登録時の画⾯、決済時の画⾯など）
注3）実際にご提供する画⾯は変更となる可能性がございます

着せ替え後

専⽤コ
ード
⼊⼒＊

＊⾼崎市より別途通知

中小企業就職奨励金事業
___

▲▲▲事業___。。。
_

42

■■■事業___。。。
_

残⾼



2．J-Coinとは︓ 導⼊に伴う加盟店さまのご対応事項
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J-Coinアプリでは、新規加盟店は紙のQRコードのみで導⼊可能であり、店舗さまの負担を極⼩化。
また、既存J-Coin加盟店でPOSレジ等の連携済みであれば、既存インフラを活⽤可能です。

既存加盟店

店舗によりJ-Coinの決済⽅法は異なるが、何れも
そのまま利⽤することが可能

動的CPMでの決済 静的MPMでの決済

新規加盟店

新規の申し込む市内加盟店は、機器を利⽤しない
紙のQRコード（静的MPM）の設置のみ

QRコードの設置

紙のQRコードの
設置負担のみ

新たな機器の
購⼊は不要

*MPM︓Merchant-Presented Modeの略、店舗が提⽰するQRコードを利⽤者が読み取る⽅式。
対して、利⽤者が提⽰するQRコードを店舗が読み取る⽅式はCPM(Consumer-Presented Mode)。



2．J-Coinとは︓お会計時の操作⽅法
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お客さまに、J-CoinのQRコードを読み取っていただき、店舗従業員さまに決済結果を確認いただく
ことでお会計は完了

QRコードの読み取り 決済⾦額の⼊⼒・決済 決済画⾯確認

お客さまには「⽀払う」のタ
ップから各店舗に配付する
J-CoinのQRコードを読み取っ
ていただく

お客さまには購⼊する商品の
合計⾦額をJ-Coinアプリ上で
⼊⼒し、「この⾦額をはら
う」をタップいただく

1 2 3

店舗従業員さまは、お客さま
の決済完了画⾯で購⼊⾦額と
決済⾦額が合っていることを
確認

注）現在⾼崎通貨の画⾯仕様検討中のため、実際の操作画⾯は、上記と異なる場合がございます

残⾼

⽀払い確認画⾯は
背景が動的に変化

※スクリーンキャ
プチャによる不正
を防⽌する⽬的



2．J-Coinとは︓お会計時の会話事例
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お会計は何でなされますか。

⾼崎通貨、またはJ-Coinで
お願いします

QRコードを読み取って
1,000円⼊⼒してください

1,000円と⼊⼒しました

ありがとうございます。
⽀払操作をお願いします

⽀払完了です

確認できました。
ありがとうございました。



2．J-Coinとは︓精算スケジュール
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• 精算は⽉2回指定の⼝座に、お申し込みいただいた企業から振込をいたします。
• 精算額は、 J-Coin「加盟店決済管理ポータルシステム」から出⼒が可能です。

精算スケジュール

⾼崎通貨および⾼崎通貨以外のJ-Coin残⾼は、以下のスケジュール*で各契約先企業（アク
ワイアラ）より、指定の⼝座に振込をいたします。

1. 15⽇締め、当⽉末払い

2. ⽉末締め、翌⽉15⽇払い
*休⽇調整がある場合は、原則翌営業⽇、但し⽉末のみ前営業⽇に実施
（詳細はお申し込みいただいた企業にお問い合わせください。）

精算額の確認

• 精算⾦額は、J-Coin「加盟店決済管理ポータル」*から出⼒される振込明細書にて確認
可能です。（複数店舗がある場合、個々の店舗ごとの精算⾦額も同明細書にて確認可能)

*加盟店決済管理ポータル
詳細は、お申し込みいただいた企業より申込より1ヵ⽉を⽬途に通知いたします。

注）「加盟店決済管理ポータル」の振込明細書では、売上が⾼崎通貨もJ-Coinと同⼀の
ものとして表⽰されます。



3．加盟店申込⽅法および⼿数料補填の概要
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「⾼崎通貨」加盟店申込後、群⾺銀⾏またはユーシーカードいずれかの企業が審査を実施いたします。
また、「⾼崎通貨」加盟店には、⼿数料補填を⾏う事を想定しております。

募
集
要
領
（
抜
粋
）

• 申込された事業者については、群⾺銀⾏またはユーシーカードのいずれかの企業が審
査を実施。審査後、１ヶ⽉程度で「J-Coin加盟店キット」を送付。

• 審査の結果、契約ができない場合あり

⾼崎市内に店舗や事業所を営む事業者を対象とし、次の１から４までに該当する店舗及び事業者を除きま
す（⾼崎通貨の取り扱いを希望される事業者について、申込受付後、群⾺銀⾏またはユーシーカード（以
下、アクワイアラといいます）が審査を⾏います）。

1. ⾵営法第２条第１項第１号から第３号までに掲げる営業で、同法第３条第１項の許可を受けていない店舗
2. ⾵営法第２条第５項に規定する「性⾵俗関連特殊営業」及び同じテーブルに同席して接客するような類の店舗
3. ⾼崎市暴⼒団排除条例（平成 24 年⾼崎市条例第 72 号）第２条第１項第１号から第３号までの規定に該当す

る事業者
4. 前各号に掲げるもののほか、⾼崎通貨発⾏⽬的から⾼崎通貨事務局としての⾼崎市またはみずほ銀⾏、および

アクワイアラが取扱店として不適当と判断した事業者

申込後の
審査および
承認

取扱店の
参加資格

⼿
数
料
補
填

• 「⾼崎通貨」残⾼により決済された分に関するJ-Coinの加盟店⼿数料を補填
• 補填⽅法や補填⾦額、時期は別途⾼崎市より詳細を通知予定（HPを予定）

補填内容

• 原則、みずほ銀⾏より各加盟店の⼝座に振込を実施予定補填⽅法

（※）加盟店⼿数料について
当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。



4．加盟店申込⽅法︓申込スケジュール
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本事業開始に向けて、⾼崎市HP上での加盟店募集を 8/1〜11/13 まで実施しております。
11/14以降に加盟店申込を実施される場合は、各⾦融機関さまにご連絡をお願いいたします。

注）上記期間以降の申込の際には、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、⾼崎信⽤⾦庫

• ⾼崎市HPに掲載の
加盟店募集フォームから
申込

• 期間は 8/1〜11/13
※上記期間終了後は、同フォーム

は閉鎖予定

①〜9/18までの受付分
・J-Coin加盟店キット︓申込〜1ヵ⽉
・オリジナルキット ︓10⽉下旬

➁〜10/9までの受付分 ※初回給付に間に合うのは10/9申込分まで

・J-Coin加盟店キット︓申込〜1ヵ⽉
・オリジナルキット ︓11⽉中旬

➂〜11/13までの受付分
・J-Coin加盟店キット︓申込〜1ヶ⽉
・オリジナルキット ︓12⽉中旬

概要 加盟店さま向け送付物*送付時期

*加盟店さま向け送付物（詳細はP13記載）
【J-Coin加盟店キット】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
【オリジナルキット】⾼崎通貨参加店舗⽤ポスター、スイングポップ



4．加盟店申込⽅法︓申込フォーム
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⾼崎市HPからの加盟店募集フォームでは、⼤きく3つのステップで申込が可能

募集要項の確認 加盟店募集フォーム⼊⼒ 規約同意・申込

⾼崎市HPにアクセスいただき、
内容をご確認
https://www.city.takasaki.gun
ma.jp/docs/2022070700022/ 

• 法⼈情報、店舗情報、⼝座情
報の情報を⼊⼒

• また、紹介を受けた⾦融機関
を⼊⼒する項⽬で、⾦融機関
名をご選択

1 2 3

• 規約に同意し申込を完了
• 問い合わせ情報に⼊⼒したメ

ールアドレス宛に申込完了メ
ールが送付

⾼崎HP QRコード
【参考】加盟店募集フォームイメージ

法⼈加盟店⽤ 個⼈事業主加盟店⽤

法⼈⽤と
個⼈事業主⽤

で
フォームが異

なるので
ご注意くださ

い



5．加盟店さまへの送付物
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加盟店審査完了後、加盟店さまには「J-Coin加盟店キット」に加え、「⾼崎通貨オリジナルキット」
を送付しますので、店頭等わかりやすい箇所に設置をお願いします。

J-Coin加盟店キット

⾼崎通貨
オリジナルキット

申込いただいた企業から、J-Coin加盟店キットを送付

【J-Coin加盟店キット内包物】
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

みずほ銀⾏、または⾼崎市から、⾼崎通貨オリジナルキットを送付

【⾼崎通貨オリジナルキット内包物】
⾼崎通貨店舗掲⽰⽤ポスター（画像左）
スイングポップ（画像右）

【参考】
QRコード台紙

ポスター スイングポップ



6．本事業に関するよくあるお問い合わせと回答事例
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No. 質問 回答

1 ⾼崎通貨とはなにか︖
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。

2 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。毎⽉２回（「毎⽉15⽇締め、末⽇払
い」「毎⽉⽉末締め、翌⽉15⽇払い」）指定の⼝座に売上⾼を振り込みます。
なお、⾼崎市電⼦地域通貨で⽀払われた売上⾼にかかる当⾯の加盟店⼿数料については、⾼崎市より
補填を⾏います。

3 本事業で給付される⾼崎通貨が利⽤で
きるのはいつから、いつまでか︖

⾼崎市電⼦地域通貨として給付された、それぞれのJ-Coin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市電⼦地域通貨（J-Coinボーナス）の有効期限は交付後６
ヶ⽉です。

4 本事業期間が終了しても、J-Coinは使
えるのか︖

⾼崎市電⼦地域通貨の事業期間が終了しても、J-Coinは引き続きご利⽤いただけます。J-Coin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、今後⾼崎市電⼦地域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。

5 加盟店⼿数料について、どうすれば補
填が受けられるのか︖

補填⽅法の詳細については、別途⾼崎市より通知を⾏います。
当該通知に基づき、補填を⾏います。

6 個⼈事業主だが、申し込めるか︖
個⼈事業主の⽅でも申し込みは可能です。「個⼈事業主⽤加盟店募集フォーム」よりお申し込みくだ
さい。

7 本社が⾼崎市外だが、申し込めるか︖

本社が⾼崎市外でも、⾼崎市内に店舗がある場合はお申し込みできます。但し、⾼崎市電⼦地域通貨
の利⽤店舗は⾼崎市内に限ります。⾼崎市HP記載の加盟店募集フォームからは、市内の店舗分のみお
申し込みください。万が⼀、⾼崎市内以外の店舗についてもJ-Coin加盟店としてお申し込みされたい
場合には、みずほ銀⾏⾼崎市電⼦地域通貨事務局（takasaki.info@mizuho-bk.co.jp）までご連絡く
ださい。

本スライド掲載外のFAQについては、⾼崎市HPに掲載しております。合わせてご確認ください。

（※）加盟店⼿数料について
当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。



7．推奨環境
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• iOS︓10以上
• Android︓6以上

「J-Coin」
アプリ

• 対応OSはiOS9以上、Android4.1以上
• オートフォーカス機能のない端末はダウンロード不可

• iOSはiPad mini、iPad Air、
iPhone5/5s,6/6s,6Plus,7/7Plus,8/8Plus,iPhoneX, iPhone11が推奨端末

（４以前は不可）

「J-Coin Shop」
アプリ

動作環境

ユーザー
向け

店舗さま
向け



この機会にユーザーとしても、J-Coin Pay を使ってみませんか︖

J-Coin Payアプリのダウンロードは
こちらから︕

アプリのダウンロード後、
⼝座の登録を⾏います

16



＜参考＞⾼崎駅周辺の J-Coin Pay 利⽤可能な店舗はこちら



＜参考＞⾼崎駅周辺の J-Coin Pay 利⽤可能な店舗はこちら
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ご清聴ありがとうございました。
加盟店募集フォームは

こちらから

【お問い合わせ先】
みずほ銀⾏⾼崎通貨事務局（受付時間︓平⽇9:00〜17:00）
• お電話でのお問合せ︓ 03-6731-5535
• メールでのお問合せ︓takasaki.info@mizuho-bk.co.jp

mailto:takasaki.info@mizuho-bk.co.jp

