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紙でも電子でも利用可能な地域クーポン システムＤＸ

ALPHA

※短期間でのシステム構築となるため、

今後内容が変更となる場合があります。



confidential

region PAY の特徴
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①地域／業種単位で運用範囲が決められる

②1円単位／予め設定した単位で使用できる

③原資の一元管理が可能

④ミニアプリ内のカスタマイズ （Faceデザイン/決済音/通貨名）

⑤決済や利用者データなどの提供（管理画面より入手可）

⑥アプリ保有者へのPUSH通知が可能

大阪・東京・神奈川・静岡で実装済

①発行事業者用の管理画面を実装

②事業者に発行権限（ID/PW）を付与し、

③ポイント取得QR台紙（紙クーポン）で出力・手交可能

（スマホ非所有者への配慮に有効）

region PAYだけの機能（ビジネススキーム特許出願中）

全国各地の地域通貨を格納できる決済アプリ について

region PAY および regionPAY ALPHAの違い

①クーポン発行時に旅行代金の入力はせず、クーポン発行に特化

②原資管理はクーポンのみ（宿直の割引原資管理は別途必要）



confidential

紙クーポンで支払い

アプリで

スマホを持たない方

紙クーポンで

QR取得台紙（紙クーポン）

アプリで支払い

紙クーポンを店舗側のスマートフォン・

タブレット等で読み取って支払い

店舗に設置されたQRコードを

アプリで読み取って支払い

該当地域のPAYを選んで チャージを選択 紙クーポン券面の

QRを読込み

紙クーポン残額の確認方法

・クーポン加盟店舗で利用時に確認

又は

・コールセンターへ問い合わせ

region PAY アプリをインストールし、

券面のQRコードをスマートフォン等で

読み取るだけで、チャージが可能
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region PAY ALPHAの利用方法

残額

チャージ

一部利用後であっても紙クーポンの

途中残額をアプリへチャージ可能
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アプリ決済の場合のフロー 利用者のスマホで店舗QRコードを読み取り（MPM：全店舗）

2.アプリ立ち上げ 4.支払金額を入力 4.確認画面提示 5.完了

3.店舗のQRコードをスキャン

3.内容確認 4.決済確認

1. アプリ利用申し出

取引額・店舗名を確認

※スクリーンショットなどの

不正防止対策として、

カウントダウン画面を

表示予定

決済金額・利用店舗名・

決済時間を確認

お店の方にこの画面を

必ず見せてください

イメージ図

利用者

クーポン

加盟店舗

0.準備

アプリインストール

チャージ

0.準備

QR台紙印刷/設置
（レジ付近）

2.店舗のQRコードを提示

イメージ図

完了

アプリで
お願いします

クーポン

加盟店舗

こちらの

QRでどうぞ

1.QR案内
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1.商品券（紙）利用申し出

クーポン加盟店舗側で、スマホやタブレット、

既存のQRコードリーダーを使用します

1.管理画面にログイン 3.取引金額を入力 4.確認画面 5.完了

2.利用者のQRコードをスキャンする

QRをうまく読み取れない場合は

商品券に記載のチャージコード（20桁）を

管理画面に入力する方法でも決済が可能です

1000ポイント

イメージ図

紙決済の場合のフロー 店舗のスマホ/タブレットで利用者のQRコードを読み取り（CPM対応店舗）

利用者

クーポン

加盟店舗

2.商品券（紙）提示

紙クーポンで
お願いします

3.金額など確認

OK
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店舗区分
店舗側コード決済（MPM）

のみ対応の店舗

店舗側コード決済（MPM）

利用者側コード決済（CPM）
の両方に対応した店舗

利用イメージ

利用方法 店舗側で掲示したQRをスマホで読み取り

店舗側で掲示したQRをスマホで読み取り

＋

店舗側のバーコードリーダーで紙クーポンを読み取り

利用者の対応 region PAYアプリが必要 region PAYアプリ ／紙クーポンでも利用可能

店舗側の対応 店舗QRを掲示するのみ 決済用のスマホ・タブレット端末が必要

※店舗側の対応方式により、紙クーポンの利用可否が異なります。

店舗にてCPM対応の選択が可能

アプリ利用 紙クーポン利用 アプリ利用

店舗側端末

利用者側アプリ

利用者側アプリ

クーポン加盟店舗の決済方法・対応について
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管理画面イメージ

事業参加に必要な情報を一元的に管理し、情報登録／資料出力などを行う管理画面を提供します

クーポン加盟店舗用管理画面について

２階層の店舗管理に対応予定

本社での各店舗の一元管理

が可能です。

管理画面で提供する主な機能

売上管理 入金管理 店舗QR

出力

お知らせ店舗管理 メルマガ

管理

地図登録 資料

ダウンロード

簡単モードを用意

パソコン操作等に不慣れな

店舗様用の簡単操作画面

参加店舗について

都道府県事務局にて、

お知らせ掲載、

資料アップロードが可能です

メイン画面

店舗画像変更 店舗住所設定
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管理画面イメージ

事業参加に必要な情報を一元的に管理し、情報登録／資料出力などを行う管理画面を提供します

発行事業者用管理画面について

本社ー支店

管理画面で提供する主な機能

売上管理 入金管理 店舗QR

出力

お知らせ店舗管理 メルマガ

管理

地図登録 資料

ダウンロード

参加店舗について

クーポン発行

２階層の店舗管理に対応予定

メイン画面

都道府県事務局にて、

お知らせ掲載、

資料アップロードが可能です

※クーポン発行時の入力項目は

全国統一で調整中
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都道府県

都道府県事務局

発行事業者 クーポン加盟店舗 利用者

ALPHA

宿泊施設など 地域の店舗 クーポン給付対象者
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ALPHA

クーポン発行 QR決済
クーポン利用

機能の概念図

◎各種データをリアルタイムに反映

発行店、発行情報、利用店、決済情報、利用者情報

データ出力

各種報告
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ブラウザ対応 アプリ対応

発行事業者/クーポン加盟店舗様、

都道府県事務局は

WEBブラウザから管理画面へアクセスし

必要となる管理機能の利用が可能
アプリからチャージや決済を行うことが可能

発行事業者

クーポン加盟店舗

利用者

Windows11：Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox

（いずれも最新）

Mac OS Version12.3.1以上：Safari / Google Chrome / Firefox

（いずれも最新）

iPhone OS Version15.4.1以上：Safari（最新）

Android OS Version12以上：Google Chrome（最新）

※Internet Explorerは推奨しておりません。

管理画面等 対応ブラウザ

iOS 13.0以上

Android OS 7.0以上

※上記のOS条件を満たしている場合でも、一部対象外端末があります

※フィーチャーフォンは動作対象外です

アプリ対象 OSバージョン

region PAY 推奨環境

都道府県事務局
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新規登録・端末変更の際の2段階認証

新規登録の際と一定期間のログインがない場合と、前回ログインした端末と

ログインする端末が違う場合は、アプリよりSMSが登録電話番号に送られ、

SMSに記載の6桁の認証コードを打たないとログインができない。

データ漏洩等の対策

DEEPSecurity・パスワードハッシュ化・脆弱性対応によりセキュリティの強化

不正利用時のアカウント停止

不正利用ユーザーを見つけた場合、アカウントを停止することが可能。

また、不正利用の疑いがある場合などは操作ログなどを蓄積しているため、

不正利用しているか遡って操作を追いかけることが可能。
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region PAY セキュリティ対策（抜粋）
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今後のスケジュール（予定）

■キャンペーン開始を2023年1月上旬とした場合のスケジュール

NO. 期限 実施者 項目 詳細 備考

1 12/11（日） 参画事業者

《一次集約》

クーポン加盟店舗/発行事業者（宿泊事業

者）への継続意思の確認

クーポン加盟店舗/発行事業者へ継続意思の確認

管理画面マニュアル4種(※システム開発中の為、準備出来次第順次提供）

デザインデータ（QR貼付用台紙、QR貼付用ステッカー）

3 12/16（金） 都道府県事務局
クーポン加盟店舗／発行事業者（宿泊事業

者）データ取込み
都道府県事務局にて管理画面より参画事業者情報をアップロード

4 12/16（金） 都道府県事務局 発行事業者（旅行事業者）リストを提出 発行事業者（旅行事業者）リストを提出

5 12/25（日） 参画事業者

《二次集約》

クーポン加盟店舗/発行事業者（宿泊事業

者）への継続意思の確認

クーポン加盟店舗/発行事業者へ継続意思の確認

キャンペーンが2023年1月上旬より開始となる場合、二次

集約以降にご登録をいただいた事業者様については、キャ

ンペーン開始に間に合わない可能性がございます。

6 未定 参画事業者

《三次集約》

クーポン加盟店舗/発行事業者（宿泊事業

者）への継続意思の確認

クーポン加盟店舗/発行事業者へ継続意思の確認

2 12月中旬 都道府県事務局 各種データの提供




