
事業者のみなさま

対象期間：2019年8月1日～2020年1月31日
全国に先駆けて長野県で導入！統一QR「JPQR」とは？

○○Pay

○○Pay

○○Pay
「〇〇Pay」
導入してみたいけど、
種類が多くて現場が大変…

＼これ1つでOK／

国内のQR決済事業者（○○Pay）を１つのQRにまとめ
お客様にとってスムーズな支払いを実現する国の取り組みです

(QRサービスにより開始時期は異なります)

統一QRの導入で、手数料等の優遇が受けられます！

SCAN TO PAY

統一QR、どのQRサービスが利用できる？

総務省 統一QR「JPQR」普及事業のお知らせ

統一QR、いつから利用できる？いつまで優遇？

2019 2020
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

統一QR決済の利用開始/手数料等優遇期間
（2019年8月1日～2020年1月31日）

契約申込期間

2019年8月より、全国に先駆け長野県で統一QRの導入を開始する予定です
申込書および説明資料は、お近くの商工会議所・商工会でお受け取り、または本事業特設WEBサイト
（https://jpqr-start.jp/）からダウンロードいただけます

※期間中および期間終了後の手数料率は、各QRサービスにより異なります。
※利用開始時期は、QRサービスにより異なる場合があります。詳しくは説明資料をご確認ください。

今、統一QRに申込むメリットは？

１ ２ ３

複数の国内QR決済サービスと
一度の申込で同時契約が可能
です。一社一社と手続きする
事務負担が軽減されます。
※メールアドレスが必要です

決済手数料等優遇一括申し込みOK

期間中の申込で、通常よりも
低廉な決済手数料（最大1.8%
程度）で契約が可能です。

同時に複数のQRサービスに
対応可能です。またのぼりや
ポスターの提供、地元イベント
出展PRなど県をあげて認知度
向上に取り組みます。

集客力UP

※契約には、審査が発生します。決済手数料率は、各QRサービスにより異なります。

経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）」への同時申込も可能です！
※条件に該当する場合は、本事業に参画する決済事業者に経産省事業への登録要請の提出が可能です。必ずしもポイント還元事業の対象加盟店としての登録が実施されること
を担保するものではありません。また、登録のために追加の確認手続等が発生する可能性があります。

※本事業の決済事業者以外への提出も希望する場合は、別途その事業者が指定する方法で、申し込む必要があります。

さらに

https://jpqr-start.jp/

申込期限は2019年8月30日です。お早めにお申込みください

本事業特設WEBサイトはコチラから！

申込書・説明資料等のダウンロードが可能です
申込に必要な書類は裏面をご覧ください



総務省「統一QR「JPQR」普及事業」は県内の商工会議所・商工会、長野県等の協力のもと、実施しています。

申込書には、売上入金先の銀行口座情報（口座番号等）を記入する欄があります。
お申込みの際には、申込書以外にも以下の審査必要書類の提出が必要です。

① 許認可写し ※許認可写しのある業種の方のみ
…飲食店・宿泊業・卸売／小売業・運輸業・サービス業・製造業・医療福祉・不動産業・鉱業・建設業の方等

② 本人確認書類のコピー(有効期限内) ※個人事業主の方のみ
…運転免許証(表裏両面)、日本国発行パスポート(顔写真付きページ＋住所記載欄) いずれかひとつ

③ 登記簿謄本/履歴事項全部証明書 (発行日より3ヶ月以内) ※法人の方のみ
④ 事業内容が確認できるホームページをお持ちでない方は、事業内容がわかる資料

…各行政機関発行の許認可証、会社案内、パンフレット、チラシなど
⑤ 店舗内観・外観の写真コピー

⑥ 金融機関お届印（ゆうちょPay利用の場合のみ）
…ゆうちょ銀行総合口座（通常貯金）お届け印が必要。口座未開設の方は、事前の口座開設も必要。

⑦ 営業実態を確認する書類*1のコピー
※経産省ポイント還元事業の登録要請を同時に行う個人事業主で、①許認可写しの提出がない方のみ

…開業届、確定申告書*2、納税証明書*3 いずれかひとつ

*1：発行年数は、3年前程度前までを許容する、
*2：税務署の受付印付き、もしくは国税電子申告・納税システム(e-Tax)の申告書類と受信記録（写）が必要 *3：税目を問わず

＜重要！＞本事業加盟店お申込みに必要な書類

統一QR導入までの流れ

事業内容を知る 加盟申し込み・審査 スタートキット到着
申込書・説明資料はお近くの商工会議
所・商工会でお受け取りまたは本事業
WEBサイト（https://jpqr-start.jp/）から
ダウンロードいただけます。

申込書と必要書類を準備し、お
近くの商工会議所・商工会へご
提出ください。その後、各決済
事業者にて審査を行います。

「JPQR」の加盟店ステッカーやミニ
のぼりなど、加盟店広報に必要な資材
を郵送します。各決済事業者毎の利用
開始手続き後、決済が可能となります。

申込書および説明資料受取・申込書提出・お問合せ先
市町村 商工団体名 電話番号

長野市 長野商工会議所 026-227-2428
長野市 長野市商工会 026-284-4556
長野市 信州新町商工会 026-262-2138
松本市 松本商工会議所 0263-32-5355
松本市 松本市波田商工会 0263-92-2246
上田市 上田商工会議所 0268-22-4500
上田市 上田市商工会 0268-42-2213
上田市 真田町商工会 0268-72-4050
岡谷市 岡谷商工会議所 0266-23-2345
飯田市 飯田商工会議所 0265-24-1234
諏訪市 諏訪商工会議所 0266-52-2155
須坂市 須坂商工会議所 026-245-0031
小諸市 小諸商工会議所 0267-22-3355
伊那市 伊那商工会議所 0265-72-7000
伊那市 伊那市商工会 0265-94-2309
駒ヶ根市 駒ヶ根商工会議所 0265-82-4168
中野市 信州中野商工会議所 0269-22-2191
大町市 大町商工会議所 0261-22-1890
大町市 美麻商工会 0261-29-2813
飯山市 飯山商工会議所 0269-62-2162
茅野市 茅野商工会議所 0266-72-2800
塩尻市 塩尻商工会議所 0263-52-0258
佐久市 佐久商工会議所 0267-62-2520
佐久市 臼田町商工会 0267-82-2154
佐久市 佐久市望月商工会 0267-53-5442
佐久市 浅科商工会 0267-58-0220
千曲市 千曲商工会議所 026-272-3223
千曲市 戸倉上山田商工会 026-276-5651
東御市 東御市商工会 0268-75-5536

※全て片面・A4
サイズコピーで
ご提出ください

市町村 商工団体名 電話番号

天龍村 天龍村商工会 0260-32-2066
泰阜村 泰阜村商工会 0260-26-2233
喬木村 喬木村商工会 0265-33-2125
豊丘村 豊丘村商工会 0265-35-2395
大鹿村 大鹿村商工会 0265-39-2381
上松町 上松町商工会 0264-52-2157
南木曽町 南木曽商工会 0264-57-2515
木祖村 木祖村商工会 0264-36-2048
大桑村 大桑村商工会 0264-55-3130
木曽町 木曽町商工会 0264-22-3618
麻績村 麻績村商工会 0263-67-2146
生坂村 生坂村商工会 0263-69-3047
山形村 山形村商工会 0263-98-2200
朝日村 朝日村商工会 0263-99-2551
筑北村 筑北村商工会 0263-66-2444
池田町 池田町商工会 0261-62-5085
松川村 松川村商工会 0261-62-2557
白馬村 白馬商工会 0261-72-5101
小谷村 小谷村商工会 0261-82-2888
坂城町 坂城町商工会 0268-82-3351
小布施町 小布施町商工会 026-247-2028
高山村 高山村商工会 026-248-0582
山ノ内町 山ノ内町商工会 0269-33-5666
木島平村 木島平村商工会 0269-82-3994
野沢温泉村 野沢温泉商工会 0269-85-2692
信濃町 信濃町商工会 026-255-4311
小川村 小川村商工会 026-269-3558
飯綱町 飯綱町商工会 026-253-3310
栄村 栄村商工会 0269-87-2353

市町村 商工団体名 電話番号

安曇野市 安曇野市商工会 0263-87-9750
小海町 小海町商工会 0267-92-2397
川上村 川上村商工会 0267-97-2260
南牧村 南牧村商工会 0267-96-2134
南相木村 南相木村商工会 0267-78-2956
北相木村 北相木村商工会 0267-77-2543
佐久穂町 佐久穂町商工会 0267-86-2275
軽井沢町 軽井沢町商工会 0267-45-5307
御代田町 御代田町商工会 0267-32-5435
立科町 立科町商工会 0267-56-1004
青木村 青木村商工会 0268-49-2146
長和町 長和町商工会 0268-68-2651
下諏訪町 下諏訪商工会議所 0266-27-8533
富士見町 富士見町商工会 0266-62-2373
原村 原村商工会 0266-79-4738
辰野町 辰野町商工会 0266-41-0258
箕輪町 箕輪町商工会 0265-79-2117
飯島町 飯島町商工会 0265-86-2162
南箕輪村 南箕輪村商工会 0265-72-6265
中川村 中川村商工会 0265-88-2073
宮田村 宮田村商工会 0265-85-2213
松川町 松川町商工会 0265-36-3300
高森町 高森町商工会 0265-35-2254
阿南町 阿南町商工会 0260-22-2203
阿智村 阿智村商工会 0265-43-2241
平谷村 平谷村商工会 0265-48-2667
根羽村 根羽村商工会 0265-49-2103
下條村 下條村商工会 0260-27-2226
売木村 売木村商工会 0260-28-2568

事業実施主体：総務省「統一QR「JPQR」普及事業」事務局


