キャッシュレス決済とは…？

クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード等を利用して、紙幣・
硬貨といった現金を使わずに支払い・受け取りを行う決済方法のことです。
● クレジットカード

お店などで支払い時に提示すると、その場で現金を支払うことなく商品やサービスを受け取ることができ、
後で代金の請求が来る（後払い）カードのことです。

● デビットカード

お店などで支払い時に提示すると、代金が預金口座から即時に引き落とされるカードのことです。

● 電子マネー

様々な会社が独自に発行している電子決済サービスです。かざして使えるICカードや携帯電話のタイプや、
ネットワーク型があり、支払い方法は、前払い式と後払い式のものがあります。

● スマートフォン

スマートフォンに、クレジットカード、電子マネーなどを複 数登録し、お店などでの支払いに利用できます。
また、決済会社が提供する専用アプリを利用し、QRコード・バーコードを使って支払うことができます。

キャッシュレス決済を導入するメリットは…？

● 新規顧客の 獲 得

今、多くの消費者が、キャッシュレス決済が利用できるかどうかをお店の選択基準の1つにしています。
現金以外の決済方法を導入して、今まで取りこぼしていたお客様の獲得が可能です。

● 客単価アップ

クレジットカード等での支払いは、現金決済よりも客単価が高くなる傾向があると言われています。

● 会計時間の 短 縮・ミスの 防 止

キャッシュレス決済導入後は、現金を扱うことが減るので、銀行振込の手間や、計算間違いが少なくなります。
決済端末をPOSレジと連動させれば二度うちの手間もなくなり、会計ミスを防止できます。

「宗像キャッシュレス化推進パートナー」のご紹介

●宗像市、
宗像市商工会、
（ 一社）宗像観光協会と一緒に市内のキャッシュレス普及を進める

「宗像キャッシュレス化推進パートナー」を紹介します！（詳細は中面をご覧ください）
● 各パートナーのサービスについて相談を受付け、
お取次ぎすることも可能です。

● 消費者への利用促 進として、
キャッシュレス決 済による商品・サービス等の購入等で抽選等による

特典付きキャンペーンの実施やイベントの開催を予定。

N EWS

2019年10月〜2020年2月末まで、参加店舗（8月頃募集予定）で の
キャンペーン実施予定。

宗像キャッシュレス化推進パートナー

宗像市、宗像市商工会、
（一社)宗像観光協会と連携して、市内のキャッシュレス決済促進を
行っていただく、
決済事業者「宗像キャッシュレス化推進パートナー」5社の紹介です。

決済手数料
事業者名

株式会社
クレディセゾン

キャッシュレス決済の
全てに対応！

Jペイメントサービス
株式会社

対応可能なキャッシュレス決済方法・ブランド

■クレジットカード

VISA・MASTER・SAISON・銀聯
■クレジットカード・電子マネー
Coiney（スマホ・タブレット決済に対応）
※以下については、各提携先にお取次ぎいたします。
●クレジッ
トカード
（JCB・American Express・Diners Club）
●電子マネー
（交通系電子マネー各種・iD・楽天Edy・nanaco・
WAON・QUICPay）
●QRコード
（Pay Pay・LINE Pay・Origami Pay・メルペイ・
au Pay・ゆうちょPay・ｄ払い・Alipay・WeChatPay）

■クレジットカード

VISA・MASTER・JCB・American Express・
Diners Club・Discover・銀聯・
韓国ローカルカード・台湾金融カード
■デビットカード

安心・安全・
まとめて入金！

左記対象期間後
（2020年7月以降）

■VISA・MASTER・
SAISON・銀聯

■VISA・MASTER・
SAISON・銀聯

2.16%

■電子マネー

2.17%

■Coiney

2.16%

■クレジットカード

2.17%

■デビットカード

1.67%

Ｊ-Debit

交通系電子マネー各種・iD・楽天Edy・nanaco・
QUICPay・WAON

■QRコード

■QRコード

Alipay・WeChatPay

「キャッシュレス・消費者還元事業」対象期間
（2019年10月から2020年6月まで）
（※1）

3.24%

■電子マネー

3.25%

■Coiney

無料

3.24%

入金（精算）

左記対象期間後
（2020年7月以降）

※端末の種類によって
金額が異なります。

【入金のタイミング】
月1回 月末締め→翌月末振込
月２回 15日締め→当月末振込/
【店舗訪問】
末日締め→翌月15日振込 柔軟に対応します。

（柔軟に対応します）

2.17%
2.5%

＊2019年6月末現在

弊社九州支社（博多区）
より
社員がお伺いいたします。

3.25%／3.95%

【入金回数】
月2回（振込手数料無料）

■デビットカード

2.5%

3.25%／3.95%

■QRコード

無料

2.5%

ご相談に応じます

楽天ペイメント
株式会社

■QRコード

PayPay・Alipay

0%

※端末の種類によって
金額が異なります。

※宗像市においては特別に
通常より1.5%〜1.75%
引き下げています。

0%
※2021年9月末まで。
その後は未定です。

■電子マネー

カード決済、アプリ決済、 交通系電子マネー各種・楽天Edy・nanaco・
ApplePay・QUICPay・iD
電子マネー決済、
すべてが1つに！
■QRコード

【電話相談】
【入金回数】
年中無休のコールセンターで
月1回または累計決済金額
１万円以上の下記入金タイミング お問い合わせが可能です。

無料

無料
2.16%

3.24%／3.74%

※下記、
３プランから選択
・カードリーダーのみ
・カードリーダー＋プリンター
・カードリーダー＋タブレット

楽天ペイ

株式会社
リクルートライフスタイル
（Airペイ）

■クレジットカード

VISA・MASTER・JCB・American Express・
Diners Club・Discover
■電子マネー

交通系電子マネー9種・iD・QUICPay・
カード・電子マネー・QR・ ApplePay

ポイントも使える
お店の決済サービス

■QRコード

PayPay・LINE Pay・d払い・Alipay・
WeChatPay

2.16%

3.24%／3.74%

①当社とのご商談でクレジッ
ト、電子マネー、QRコード
等、
キャッシュレス決済をま
とめてご導入いただけます。
②当社HP上の優待ショップ
ページに無料で掲載いた
します。3,700万人の会員
へ訴求が可能です。
③経験豊富な社員が親切丁
寧にサポートいたします。

① 安 心・安 全 にまとめ て
キャッシュレス決済を導入
したい事業者様。

の9時から17時まで）。

無料

【入金のタイミング】
①締め日の翌々営業日
②締め日の翌日
（ジャパンネット銀行口座
利用が条件）

■クレジットカード

VISA・MASTER・JCB・American Express・
Diners Club・Discover

【電話相談】
■新規導入相談は、裏面記載
の連絡先にて承ります。
■導入後の決済処理に関して
は、当社指定の決済端末機
を設置頂いた場合、365日
24時間体制のデスクにて
電話相談可能です。

このような
事業者様にオススメ

②お店のニーズに沿った適
【入金のタイミング】
切なキャッシュレス決済に
当月15日締め当月末日払い
対応したい事業者様。
当月末日締め翌月15日払い
【店舗訪問】
③キャ
ッシュレス導入は地元
（オプション）
事前にお電話にてご連絡の上、
の金融グループを希望す
締め日の5営業日後（220円/回） ご訪問の手配を致します
（092る事業者様。
452-4431 平日
（祝土日を除く）

PayPay株式会社

いつでもどこでも
PayPayで

【電話相談】
■新規導入相談は、裏面記載
の連絡先にて承ります。
■導入後の決済処理に関して
は、当社指定の決済端末機
を設置頂いた場合、365日
24時間体制のデスクにて
電話相談可能です。

【入金回数】
クレジットカード：月1回/月2回

■クレジットカード

■電子マネー

サポート体制

個別調整

※JCB・Diners Club・Discover
は 3.74%

■電子マネー

■電子マネー

導入費用（※2）

「キャッシュレス・消費者還元事業」対象期間
（2019年10月から2020年6月まで）
（※1）

無料

【入金回数】
下記参照

無料／18,800円
※QRコードのみ利用の場合
は無料、
クレジットカード・
電子マネー導入の場合は
端末（18,800円）
の購入が
必要となります。

＜PayPay加盟店サポート窓口＞
②お店に集客をしたい。
0120-990-640（24時間受付）

【店舗訪問】
③外国人の方も手軽にお買
電話相談にて解決しない場合は、 い物して欲しい。
後日訪問にてサポートさせて頂き
ます。

【電話相談】
加盟店サービスセンター
0570-200-234
（9:30〜23:00）
※土日祝・年末年始も対応

【入金のタイミング】
①楽天銀行の場合：365日
翌日自動入金
②その他の金融機関の場合：
管理画面から入金依頼後、 【店舗訪問】
ご要望があれば、店舗への
翌営業日入金（振込手数料
ご訪問も可能です。
210円/回）

【入金回数】
下記参照
【入金のタイミング】
【電話相談】
〈Airペイ〉
無料／iPad購入
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・ 導入相談：0120-038-516
（平日10時〜19時）
（Wi-ﬁモデルは37,800円） みずほ銀行は月6回の振込
その他の銀 行は月3 回の振 込
※キャンペーン時、
カードリーダー （5日、15日、25日 ただし土日祝 【店舗訪問】
は無償提供となります。
の場合は後ろ倒し）
なし
※ゆうちょは対応不可
〈AirペイQR〉
末締め翌月末支払い

※１ 経済産業省が実施する
「キャッシュレス・消費者還元事業」
の対象期間。
同期間中は、
中小・小規模事業者
（フランチャイズ加盟店除く）
における手数料は3.25％以下 となりその1/3が経済産業省より補助されるとともに、
決済端末費用が実質無料となります。
「宗像市キャッシュレス化推進パートナー」
5社においても、
これが適用されます。
※2 利用するサービスによっては、導入費用の他に、インターネット環境整備、タブレット端末費、通信料、等が発生する場合があります。事前に各決済事業者にご確認く ださい。

①もっと楽にお会計がしたい。

①クレジットカード決済、
アプ
リ決済、電子マネー決済を
一括で導入したい。
②楽天スーパーポイントの利
用を取り込みたい（アプリ
決済のみ）。
③売上を早期に現金化した
い
（最短翌日入金）。

①26種の決済方法を１台の
カードリーダーで対応。
②お店の規模や業種を問わ
ず、決済手数料業界最安
水準。
③月額固定費0円。振込手数
料0円。

申込先・問合せ先については裏面をご覧ください。

申 込 先・問 合 せ 先

❶ 比較しながら決めていきたいので、まずは相談したい。

導入するか迷っている、または導入したいサービスを検討中。

宗像市商工会

TEL：0940-36-2268
（一社）宗像観光協会

TEL：0940-62-3922

FAX：0940-36-7822

FAX：0940-62-3921

宗像市産業振興部商工観光課

TEL：0940-36-0037

FAX：0940-36-0320

〈事務局〉株式会社アド通信社西部本社むなふ編集室（本業務委託先）

TEL：0940-39-3672

FAX：0940-39-3682

メール：y̲shinto@adtsu.co.jp

❷

担当：進藤・三島

導入したいサービスがあり、
「 宗像キャッシュレス化推進パートナー」の
サービス内容等について詳しく聞きたい。

株式会社クレディセゾン 九州支社

TEL：092-481-1834

FAX：092-481-3329

Jペイメントサービス株式会社 営業部

TEL：092-452-4431

FAX：092-452-4440

PayPay株式会社 九州ブロック 博多拠点

TEL：080-3120-1757

メール：kozo.yamakawa@paypay-corp.co.jp

担当：山川

楽天ペイメント株式会社 九州営業チーム

TEL：050-5581-2360

メール：rpay-kyusyu@mail.rakuten.com

担当：日與川、田脇

株式会社リクルートライフスタイル エアペイ導入相談

TEL：0120-038-516（平日10時〜19時）

※申し込みはWeb申込となります。https://airregi.jp/payment/

