
お申込み簡易マニュアル
総務省 統一QR「JPQR」普及事業

JPQR事業Ｗebサイト：https://jpqr-start.jp/

JPQR普及事業コールセンター窓口：0120-206-100
受付時間 9:00〜18:00（平日のみ）※年末年始を除く
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JPQRとは

JPQR導入ステップ

対応済決済サービス一覧（2021.6月時点）

国内外大手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、国が

進める統一的なQRコードです。店頭に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。

STEP1 JPQRお申込※本マニュアルでご説明

STEP2 初期設定

STEP3 JPQRステッカーの設置

利用開始！

JPQRはお申込みから利用開始まで、3ステップで完了します。

詳細のお申込み方法は次ページ以降をご覧ください。

※お申込後、利用まで1.5ヵ月〜2ヵ月程度要します（審査2週間〜、ステッカー郵送3週間〜）

※初期設定方法は、お申し込み後に店舗宛に郵送されるスターターキット内マニュアルや、JPQR事業Web

サイトをご参考ください

JPQR詳細は事業Webサイトをご覧ください：https://jpqr-start.jp/

２ページ

※LINE Payの新規申込受付は2021年9月30日で終了します

https://jpqr-start.jp/


STEP1 お申込み手続き における申込開始までの手順

① JPQR事業Webサイトにアクセスし、「導入申込みへ」または、「店舗さま向け
導入申込みへ」をクリック

「JPQR」で検索

https://jpqr-start.jp/

② ①で移動したページの下部から、「JPQR Web受付システム操作
ガイド」をダウンロードし、「JPQR Web受付システム」にアクセス

③ 「JPQR Web受付システム」ページで、ユーザーID(メールアドレス)・パスワードを
設定し、仮登録完了。仮登録メールに届いたURLをクリックし本登録完了。
ログイン後、「新規申込」をクリックし申込開始

▲ 事業Webサイトはこちらの

QRコードからもアクセスできます

▲ 操作ガイドはこちらのQRコードからもアクセス

できます

JPQR Web受付システム操作ガイド

お申込みの際は、申込手順を詳しく説明している

「Web受付システム 操作ガイド」をご参照ください

▲ Web受付システ

ムはこちらのQRコード

からもアクセスできます 初回登録 次回以降ログイン

1

2

3
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※申込に必要な情報・書類（4ページ～9ページ）を事前にご準備の上、お申込ください
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新規ユーザー登録

メールアドレス

＠

新規登録とログインの際に必要です。ユーザーIDになります。

ユーザー氏名 新規登録の際に必要です。

(姓) (名)

生年月日 新規登録の際に必要です。

年 月 日

パスワード 新規登録とログインの際に必要です。英数字含む8文字以上16文字以内。

※実際のお申込みはWeb入力です。ご準備の際に必要に応じてご利用下さい。

以下審査書類をスマホ等のカメラで撮影し、JPEG形式(5MB以下)でご準備ください。

□許可証写し □本人確認書類□登記簿謄本

（履歴事項全部証明書）

□店舗内観・

外観の写真

iPhoneをご利用の方は、

下記設定を行ったうえで

書類を写真撮影ください。

①「設定」から

「カメラ」を選択

②「フォーマット」を選択

③「互換性優先」を選択

運転免許証(両面)または

日本国発行パスポート

（顔写真付きページ＋住所記載欄)

※マイナンバーカードは不可

※法人は以下の場合のみ必要

●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

●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

許可証写しのある業種のみ
法人のみ

※発行日より3ヵ月以内のもの

事業内容が確認できるHPを

お持ちでない方のみ

・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 等

①陳列商品・メニュー・

店内全景写真

②店舗名が分かる看板を含む

入口写真

③店舗建物全景写真

□事業内容が

わかる資料

【手元控え用】 事前にご用意いただきたい情報・書類(4~9ページ）

申込に必要な書類一覧
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※2021年6月時点の情報です、最新情報は申請時に確認いただけます



au PAY d払い LINE Pay *1 メルペイ FamiPay

楽天ペイ(アプリ決済) atone commoney

Money Tap PayPay 銀行Pay*2 J-Coin Pay

UnionPay(銀聯) WeChatPay Alipay申込希望*3

ゆうちょ銀行

口座番号(記号) 口座番号(番号)

口座名義(カナ)口座名義

ゆうちょ銀行以外

金融機関コード 金融機関名

口座種別支店コード

金融機関名(カナ)

支店名 支店名(カナ)

口座番号(番号)

口座名義(カナ)口座名義

普通 ・ 当座

★J-Coin Payはゆうちょ銀行不可です

★J-Coin Payお申込みの場合は、Web内選択肢の中から契約先を選択し、

振込先口座情報を入力ください。

１ ０ １

振込先口座情報（銀行Pay以外）

申込サービス選択

*3:JPQRとは別のQRステッカーが届きます

（2021年6月時点）

ゆうちょ銀行またはゆうちょ銀行以外のどちらかでご準備ください

※実際のお申込みはWeb入力です。ご準備の際に必要に応じてご利用下さい。

*1:LINE Payの新規申込受付は2021年9月30日で終了します

*2:銀行Payの種類（対象サービス）はP6上部に記載しています。選択したPayの契約先となる銀行の口座が必要です。
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選択肢の中から契約先を選択し、振込先口座情報を入力ください。

ゆうちょ銀行

口座番号(記号) 口座番号(番号)

口座名義(カナ)口座名義

ゆうちょ銀行以外

口座種別支店コード 支店名

口座番号(番号)

消費者1人1日当たりの利用限度額

万円

口座名義(カナ)口座名義 消費者1人1日当たりの利用限度額

万円

普通 ・ 当座

★口座番号が桁数に満たない場合は、前にゼロを追加して入力してください。

ゆうちょ銀行：ゆうちょPay 福岡銀行：YOKA!Pay

沖縄銀行：OKI Pay 横浜銀行：はまPay

北陸銀行：ほくほくPay 北海道銀行：ほくほくPay

広島銀行：こいPay

★ゆうちょ銀行口座なし(後日口座開設予定)の場合は、口座情報入力なし。

★口座名義は、後程入力する事業者情報を含む必要があります。

法人の方は法人名義、個人事業主の方は代表者名義を含むことをご確認ください。

振込先口座情報（銀行Pay）

※実際のお申込みはWeb入力です。ご準備の際に必要に応じてご利用下さい。
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事業形態が法人の方 事業形態が個人事業主の方

法人名

法人名(カナ)

法人番号(13桁)

業種カテゴリー

業種サブカテゴリー

年間売上

万円

売上時点

月年

ホームページURL(任意)

履歴事項全部証明書に記載があるのは12桁の

異なる番号となります。法人番号がわからない場

合、国税庁webサイトにてお調べのうえ、ご入力く

ださい。（『国税庁 法人番号』で検索）

屋号名

屋号名(カナ)

屋号名(半角英数)

ホームページURL(任意)

屋号住所

都道

府県

市区

町村

このご住所宛にJPQR

スターターキットをお届けします。

〒

資本金

万円

従業員数

人

屋号電話番号

申込画面の選択肢から選んでください

※実際のお申込みはWeb入力です。ご準備の際に必要に応じてご利用下さい。

法人／個人事業主情報入力

申込画面の選択肢から選んでください
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事業形態が法人の方 事業形態が個人事業主の方

業種カテゴリー

本社住所
このご住所宛にJPQR

スターターキットをお届けします。

都道

府県

市区

町村

〒

本社電話番号

業種サブカテゴリー

営業に関する免許・許可番号(ある場合)

氏名

(姓) (名)

氏名(カナ)

(姓) (名)

性別

男 ・ 女

生年月日

年 月 日

部署・役職(任意)

屋号名

屋号名(カナ)

屋号名(半角英数)

申込画面の選択肢から選んでください

取り扱い商品

代表者（契約者）情報

※実際のお申込みはWeb入力です。ご準備の際に必要に応じてご利用下さい。

申込画面の選択肢から選んでください
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氏名

(姓) (名)

氏名(カナ)

(姓) (名)

電話番号 メールアドレス

＠

代表店舗名

代表店舗名(カナ)

取り扱い商品

代表店舗住所

代表店舗電話番号

★個人事業主の方は、本社所在地と代表店舗が屋号または自宅住所と異なる場合のみ入力してください。

電話番号 メールアドレス(個人事業主のみ)

＠

都道

府県
市区

町村

〒

営業に関する免許・許可番号(任意)

都道

府県
市区

町村

〒

担当者情報

代表店舗情報（法人の方のみ）

※実際のお申込みはWeb入力です。ご準備の際に必要に応じてご利用下さい。
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をはじめよう

ご不明点は、事業Webサイト内「よくある質問」

またはコールセンターまで

■JPQR事業Webサイト内

「よくある質問」

https://jpqr-start.jp/business/#faq

■JPQR普及事業コールセンター窓口：

0120-206-100

受付時間 9:00～18:00（平日のみ）※年末年始を除く
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