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キャッシュレス・ポイント還元事業に関する情報の御提供 

 

 

平素より、ポイント還元事業への御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

 

１０月１日の事業開始まであと５日となりました。皆様の御協力も賜り、加盟店申

請数は９月２５日時点で約７３万店となり、継続的に１日１万店程度の申請をいただ

いております。１０月１日から事業に参加できる加盟店登録数は約５０万店ですが、

今後も、２０２０年４月末まで申請を受け付け、原則１０日毎に追加登録を行う予定

です。 

 

皆様からの御要望や御意見を踏まえ、【１】加盟店登録関係の情報、【２】まだ申

請をしていない中小店舗の皆様への情報 、【３】既に申請をした中小店舗の皆様への

情報、【４】消費者の皆様への情報 をまとめました。 

是非ご覧いただき、本事業の周知や問い合わせなどにご活用いただけますと幸いで

す。 

 

 

 

【１】 加盟店登録関係の情報について 

 

皆様からの御要望を踏まえ、地域別、業種別の加盟店情報を公表することとしまし

た。具体的には 加盟店申請数（９月２６日時点）について市区町村別のデータ を公

表しました（別添１）。また、１０月１日から開始できる加盟店登録数についても都道

府県別、業種別のデータ を公表しました（別添２）。今後、定期的に更新していきま

す。 
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【２】 まだ登録申請をしていない中小店舗の皆様への情報について 

 

① 注意事項：キャッシュレス対応だけでは本事業の対象にはなりません
、、、、、

 

「キャッシュレス端末を導入していれば、自動的に本事業の対象になるのか」との

問い合わせを多く頂きます。既にキャッシュレスを導入されている場合でも、改めて

決済事業者経由で本事業への登録をしなければ、本事業の対象店舗とはなりません の

で、ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

②  情報共有：簡易な中小・小規模事業者向け説明資料を作成しました 

皆様からの御意見等を踏まえ、新たに中小・小規模店舗向けに分かりやすい説明資

料を作成しました（別添３）。中小店舗へのご説明等にご活用ください。 

 

③  情報共有：全国９カ所に地域サポート事務局を開設しました 

中小・小規模店舗の皆様が、決済事業者について ホームページで調べたり比較する

に当たり、相談することができる地域サポート事務所を開設 しました（別添４）。ご

活用ください。 

なお、地域サポート事務局では、各地域の自治体や業界/支援団体と決済事業者間の

キャッシュレス推進に係る取組も紹介することとしております。公開可能な地域での

連携・取組等がございましたら、ヒアリングシートに沿って情報提供いただけますと

幸いです。 

 

  地域サポート事務局についてはこちら 

https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html 

※お電話のみでの対応となります。 

 

④  注意事項：口座番号など個人情報に関する詐欺にご注意ください 

事務局及び決済事業者が、本事業（キャッシュレス・消費者還元事業）のために、

対象となる中小・小規模事後者（対象加盟店）及び消費者の口座番号を電話にてヒア

リングすることはございません。詐欺等の可能性もありますので、ご注意ください。 

 

 

  

https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html
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【３】既に登録申請をしている中小店舗の皆様への情報について 

 

① 注意事項： 複数のクレジットカード会社と契約している場合は注意が必要です 

既にキャッシュレス決済を導入しており、複数のクレジットカード会社と加盟店契

約している場合、全てのクレジットカード会社に加盟店登録を行う必要があります（別

添５）。中小・小規模店舗の皆様への注意事項をまとめましたので共有いたします。 

 

② 注意事項：地図上の店舗情報等の変更に関する手続きをまとめました 

登録済加盟店の皆様には、店頭掲示用ポスター等を送付するとともに、地図上に店

舗情報（住所・電話番号等）を掲載しております（開示に同意いただくことが登録申

請の条件になっています）。IDを複数発行してしまった場合、間違った住所を登録し

てしまった場合などの対応についてまとめました（別添６）ので、共有いたします。 

 

 

 

【４】 消費者の皆様への情報について 

 

① 情報提供：簡易な消費者向け説明資料を作成しました 

キャッシュレス決済に馴染みのない消費者の方にも本事業に関心をもっていただけ

るよう、消費者向け説明資料を作成しました（別添７）。 

 

② 情報提供：主要な決済手段の還元方法・上限設定などをまとめました 

本事業の対象となるキャッシュレス決済手段について消費者向けホームページに公

表しております。主要な決済手段の還元方法・上限設定などの情報を取りまとめまし

たので共有いたします（別添８）。その他の詳細情報は消費者向けホームページをご確

認ください。 

   

 

お問い合わせ先はこちら 

ポイント還元窓口 受付時間： 平日 10：00～18：00（土・日・祝日を除く） 

消費者向け      ：０１２０－０１０９７５        

中小・小規模事業者向け：０５７０－０００６５５ 

決済事業者向け    ：０５７０－０１２１４１ 











































加盟店数 固定店舗

（小計） 小売業 飲食業 その他サービス業

北海道 26,072 14,003 3,701 6,096 638 1,634
青森県 4,070 2,457 381 794 96 342
岩手県 3,979 2,229 473 943 79 255
宮城県 8,964 4,239 1,576 2,093 252 804
秋田県 3,309 1,886 481 639 47 256
山形県 3,710 2,172 373 741 64 360
福島県 6,032 3,527 664 1,231 100 510
茨城県 7,403 4,089 945 1,574 183 612
栃木県 5,909 3,195 729 1,399 109 477
群馬県 6,079 3,070 793 1,402 112 702
埼玉県 18,114 8,027 2,609 4,614 405 2,459
千葉県 15,883 7,044 2,140 4,557 327 1,815
東京都 77,515 25,999 16,337 19,376 4,337 11,466
神奈川県 26,106 10,968 4,149 6,816 1,234 2,939
新潟県 8,699 4,106 1,023 2,203 404 963
富山県 5,373 2,797 857 1,180 101 438
石川県 7,487 3,596 1,415 1,842 87 547
福井県 4,260 2,203 603 743 33 678
山梨県 3,497 1,900 340 716 75 466
長野県 8,447 4,374 1,117 2,030 167 759
岐阜県 7,795 3,818 1,059 1,708 143 1,067
静岡県 13,498 6,664 1,899 3,247 214 1,474
愛知県 27,431 12,576 4,776 6,236 370 3,473
三重県 6,158 3,267 835 1,317 76 663
滋賀県 4,982 2,409 672 1,224 56 621
京都府 13,538 5,939 2,456 2,978 311 1,854
大阪府 40,542 15,562 7,380 8,923 548 8,129
兵庫県 21,705 9,444 3,306 5,631 267 3,057
奈良県 4,488 2,029 553 1,149 79 678
和歌山県 3,995 2,044 509 717 66 659
鳥取県 2,882 1,599 416 656 26 185
島根県 3,237 1,920 367 676 54 220
岡山県 8,124 4,131 1,017 1,878 140 958
広島県 11,665 5,770 1,862 2,529 282 1,222
山口県 4,805 2,809 581 919 82 414
徳島県 2,989 1,660 314 599 42 374
香川県 4,237 2,089 638 895 62 553
愛媛県 5,251 2,951 643 997 56 604
高知県 3,005 1,644 403 520 64 374
福岡県 21,567 10,532 3,364 4,442 580 2,649
佐賀県 3,053 1,736 342 575 62 338
長崎県 4,856 2,802 582 986 125 361
熊本県 7,213 4,143 915 1,458 130 567
大分県 5,022 2,665 700 1,156 122 379
宮崎県 3,815 2,192 552 715 56 300
鹿児島県 6,533 3,634 838 1,290 213 558
沖縄県 4,987 2,009 955 1,590 111 322

合計数 498,281 229,919 78,640 116,000 13,187 60,535

移動販売
（タクシー、屋台な

ど）

通信販売

ポイント還元事業
10月１日から開始できる加盟店登録数（都道府県別、業種分類別）

都道府県

2019年９月25日時点



キャッシュレス・ポイント還元事業
（キャッシュレス・消費者還元事業）

中小・小規模店舗向け説明資料

令和元年９月
商務・サービスグループ
キャッシュレス推進室



 消費税率引上げ後の消費喚起とキャッシュレス推進の観点から、10月１日からオリンピック・パラリン
ピック直前の2020年６月末までの９か月間実施される中小・小規模事業者向けの支援制度です。

 対象となる中小・小規模店舗は、キャッシュレス化するに当たり、①決済手数料補助（※）、②端末補
助など支援が受けられます。また、③キャッシュレスで支払った消費者へのポイント還元の原資も国が
負担します。

※ なお、期間後の決済手数料水準を含め、決済事業者の提供プランを一覧化。中小・小規模店舗が、各決済事業者のプランを比
較検討できるように。
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キャッシュレス・ポイント還元事業（キャッシュレス・消費者還元事業）の概要



中
小
事
業
者

決
済
事
業
者

国
・
事
務
局

STEP2: 決済事業者を選択・契約（複数の場合もあり）

STEP3: 決済事業者経由で参加申込み

2

制度の仕組み
STEP1: 自分の店舗が対象か確認

登録完了

事業参加までの流れ 【キャッシュレス・ポイント還元事業】

キャッシュレス決済事業者消費者

キャッシュレス
支払い 対象の中小店舗

ポイント還元

参加申込み
手数料の支払い

店舗募集
端末など決済手段提供
手数料補助の提供

国

補助金申請 補助金

事業参加までのステップ

決済事業者内の審査

加盟店登録申請

店舗毎の加盟店ID（13桁）
を発行（申請受付）

契約サービス情報等
必要情報を提出

加盟店登録審査を実施

中
小
事
業
者

ポスター・ステッカーなどの事業の広報物を店頭に掲示

 中小店舗の本事業への参加申込みなどの手続きは、キャッシュレス決済事業者経由で実施します。
 中小店舗は、①本事業の対象となる場合は、②選択した決済事業者経由で③参加を申込み（登
録申請）。登録が完了したら送付されてくるポスターやステッカーなどを店頭に掲示し準備は完了。

※複数の決済事業者と契約している場合、
それぞれの決済事業者経由で申込が必要です！



補助の対象外となる業種・取引

対象となる中小・小規模事業者の主な条件

業種分類 資本金の額
又は出資の総額

又
は

常時使用する
従業員の数

製造業
その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5000万円以下 50人以下

サービス業 5000万円以下 100人以下

3

会社及び個人事業主の場合

上記を満たしていても、確定している（申告済みの）直近過去３年分の
各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超える中
小・小規模事業者は補助の対象外（租税特別措置法で本年４月から同
様の措置が適用）。

フランチャイズチェーン/ガソリンスタンドの考え方

業種
●国、地方公共団体、公共法人 ●金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保
険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者●風営法上の風俗営業（※一部例外（注）を除く）等
●保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者●学校、専修学校
等●暴対法上の暴力団等に関係する事業者●宗教法人●保税売店●法人格のない任意団体●その他、本事業の目
的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

取引
●有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等（商品券、プリペイドカード等）●自動車（新車・中古
車）の販売●新築住宅の販売●当せん金付証票（宝くじ）等の公営ギャンブル●収納代行サービス、代金引換
サービスに対する支払い●給与、賃金、寄付金等
●その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

（注）①旅館業法上の許可を受け旅館業を営む事業者、②食品衛生法上の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明
示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者

• フランチャイズチェーン等については、中小・小規模事業者に該当する加盟
店についてのみ、国からポイント還元等（２％分）の原資を補助（端
末補助・手数料補助はなし）。

直営店

国から補助せず

大企業に該当する加盟店
（フランチャイジー）

中小・小規模事業者に
該当する加盟店

（フランチャイジー）

本部
（フランチャイザー）

国からポイント還元等の
原資を補助

契約で経営ノウハウ、標識を提供

STEP1: 対象になるかを確認 【キャッシュレス・ポイント還元事業】

（注）
１）旅館業は資本金５千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円
以下又は従業員300人以下とする。
２）資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に１００％の株式を保有される事業者は本事業
の登録の対象外とする。
３）事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金
の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、
株式保有割合等を変更していると認められた場合は、申請時点にさかのぼって本事業の登録の対象外とする。
４）事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助
の対象とする。
５）一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の
中小・小規模事業者と同一の従業員規模以下である場合、補助の対象とする。

 本事業において対象となる中小・小規模店舗の条件等は、以下のとおりです。
 自らの店舗が対象となるか相談したい場合は、 （※）までお問い合わせを。

（※）受付時間：平日10:00-18:00（土日祝を除く）



STEP2: 決済事業者を選ぶ 【キャッシュレス・ポイント還元事業】

４

ホームページで各決済事業者のプランを確認

ポイント還元事務局
地域サポート事務局名

対象都道府県 電話番号

北海道サポート事務局 北海道 011-252-7887

東北サポート事務局
青森県/秋田県/岩手県/山形県/
宮城県/福島県

022-796-6460

関東サポート事務局
茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/
千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/
山梨県/長野県/静岡県

03-3551-2629

中部サポート事務局
愛知県/岐阜県/三重県/富山県/
石川県

052-963-3917

近畿サポート事務局
福井県/滋賀県/京都府/
大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県

06-6262-2951

中国サポート事務局
岡山県/広島県/鳥取県/島根県/
山口県

082-509-2716

四国サポート事務局 香川県/徳島県/愛媛県/高知県 087-873-2101

九州サポート事務局
福岡県/佐賀県/熊本県/長崎県/
大分県/宮崎県/鹿児島県

092-753-6990

沖縄サポート事務局 沖縄県 098-861-6055

 各決済事業者が提供するプラン（手数料、入金タイミング、対応端末など）は、本事業のホーム
ページで検索可能。詳細情報は各決済事業者の問い合わせ窓口へ。

 ホームページでの調べ方・決済事業者の比較などを相談をしたい場合は地域サポート事務局へ。

●各決済事業者毎の決済手数料（期間中、期間後）や入金のタイミング、
対応可能な決済端末などをホームページで確認

●更に詳細情報が知りたい場合は、ホームページに掲載されている
各決済事業者の「問い合わせ窓口」に電話で確認

地域毎のサポート事務局に相談

●「ホームページの見方が分からない」「地域毎の決済事業者情報
が知りたい」といった場合は、地域サポート事務局へ相談



＜クレジットカード＞

ジェーシービー
（JCBグループ） 三菱UFJニコス ユーシーカード三井住友カードクレディセゾン

＜QRコード＞

Origami PayPayPayLINE Pay
NTTドコモ
（d払い）

＜電子マネー（交通系）＞

JR東日本
（Suica）

パスモ
（PASMO）

名古屋鉄道
名古屋市交通局
（manaca）

JR西日本
（ICOCA）

ニモカ
（nimoca）

JR九州
（SUGOCA）

スルッとKANSAI
（PiTaPa）

JR東海
（TOICA）

福岡市
（はやかけん）

＜電子マネー（交通系以外）＞

イオンリテール
（WAON）

セブン・
カードサービス
（nanaco） 楽天Edy

＜決済代行＞

コイニー Square

※（株）名古屋交通開発機構発行のmanaca、TOICA、はやかけんについてはポイント制度無し。

オリエント
コーポレーション

イオンフィナンシャル
サービス 楽天カードジャックス トヨタ

ファイナンス

KDDI
（au PAY）メルペイ楽天

ペイメント
みずほ銀行

（J-Coin Pay）

リクルート
ライフスタイル
（Airペイ）

楽天
ペイメント

（参考）主な決済事業者 【キャッシュレス・ポイント還元事業】
 キャッシュレス・ポイント還元事業では、クレジットカード、デビットカード、電子マネー（プリペイド）、QRコードなど、
一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段が広く対象となります。

 具体的な対象決済手段はこちらで確認ください。→ https://cashless.go.jp/consumer/branches-typeA.html

５



申込時に必要な情報・書類の例
営業実態の確認書として認められる書面の例

業 種 ・ 業 態 許 可 証 ・ 免 許 証
運転代行 • 運転代行業者認定証番号
古物を扱う店舗 • 古物商許可
設計・インテリアデザイン • 建築士免許
酒屋・リカーショップ • 酒類販売業免許
自動車修理工場 • 運輸局の発行する認証書
不動産 • 宅地建物取引業者免許証

ガソリンスタンド • 揮発油販売業登録許可証
• 生産揮発油品質維持計画認定書

宿泊施設 • 旅館業法に基づく営業許可証

民泊施設
• 住宅宿泊事業届出書、及び届出が受理されたことが確

認できる書類
（届出受理通知メール、等）

業種に係る許可証・免許証の例

 決済事業者経由で加盟店登録を申請してください。

 なお、複数の決済事業者と契約している場合は、それぞれの決済事業者経由で申請が必要で
す）。最初に申請した決済事業者経由で発行した加盟店IDを、他の決済事業者にも共有して
ください（同一の店舗でありながら複数のID発行をした場合、名寄せができず、表示上の支障が生じる可能性があります）

 加盟店登録申請の際に、決済事業者から、申請情報の第三者提供への同意や開業届・納税
証明書等の営業の実態を確認できる書面の提出を求められる場合があります。また、個人事業
主の方は、営業の実態を確認できる書面の提出が必ず求められます。

6

開業届 確定申告書※ 納税証明書 業種に係る許可証・免許証
※ 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

業 種 ・ 業 態 許 可 証 ・ 免 許 証
飲食店等 • 飲食店営業許可
獣医師 • 獣医師免許証
ペットショップ • 動物取扱業登録証（販売）
ペットホテル • 動物取扱業登録証（保管）
美容室・
まつ毛エクステ

• 美容所の開設確認済証または証明書
• 美容師免許

ヘアエクステ • 美容所の開設確認済証または証明書

タクシー

• 一般乗用旅客自動車運送事業許可証
• 一般乗用旅客自動車運送事業の許可等に付した期限の

変更等通知書
• 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡授受申請に係わる

証明書

STEP3: 決済事業者経由で参加を申し込む 【キャッシュレス・ポイント還元事業】



加盟店登録が完了したら
 登録審査完了すると、ポスターやステッカーなどの店頭用広報キットが各店舗に届きます。消費者
が視認できる場所に掲示してください。また、本事業のホームページや地図アプリでも店舗情報
（店舗名、住所、電話番号、還元率、対象決済手段等）が掲載されるようになります。
※同一の店舗でありながら、複数のIDを発行して登録をした場合地、図上で複数の店舗として表示される可能性があります。
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①店頭に広報キットを掲示

※店舗によっては、背景色が水色のものもあり

店舗毎の対象決済手段が掲載

還元率（５％か２％）
店外 （窓・ドア） 店内（レジ周り）

ウェブ上の地図機能 地図アプリ

※9月中下旬に公表

ステッカー ポスター

※イメージ

②地図上で対象店舗として表示

＜ステッカー＞

＜ポスター＞



お問い合わせ先

事業ホームページ https://cashless.go.jp/

※上記の受付時間外は自動音声対応となります。

 10月1日以降も2020年4月末まで申請を受け付けます。
注）なお、9月6日までに決済事業者が必要情報を不備なく提出した対象店舗であれば、10月1日から開始いただけますが、間に合わなかった場合
は、10月1日から開始できない場合があります。

申請受付について

口座番号を電話でお聞きすることはありません。
情報の取扱いにはご注意を！

８

https://cashless.go.jp/


 

2019 年 7 月 22 日 

ポイント還元制度事務局 

 

 

 

 

 

中小・小規模事業者のみなさま向け 
地域サポート事務局開設のお知らせ 

 

 

 

このたびキャッシュレスポイント還元事務局では、中小・小規模事業者のみなさまを対象に 

全国 9ヶ所に地域サポート事務局を開設しました。 

本事業に参加する方法や、決済事業者検索におけるサポートならびにキャッシュレス決済導入を 

検討している方のための説明会の実施等下記の対応を実施してまいります。 

 

 

 

【地域サポート事務局での対応内容】 

・ホームページ上の決済事業者検索をサポートいたします。 

  検索ページURL：https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html 

・各地域での説明会要望の受付を行います。 

※お電話のみでの対応となります。 

 

 

【地域サポート事務局の連絡先】 
  

ポイント還元事務局 

地域サポート事務局名 
対象都道府県 電話番号 

北海道サポート事務局 北海道 011-252-7887 

東北サポート事務局 
青森県/秋田県/岩手県/ 

山形県/宮城県/福島県 
022-796-6460 

関東サポート事務局 
茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/ 

東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/静岡県 
03-3551-2629 

中部サポート事務局 愛知県/岐阜県/三重県/富山県/石川県 052-963-3917 

近畿サポート事務局 
福井県/滋賀県/京都府/ 

大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 
06-6262-2951 

中国サポート事務局 岡山県/広島県/鳥取県/島根県/山口県 082-509-2716 

四国サポート事務局 香川県/徳島県/愛媛県/高知県 087-873-2101 

九州サポート事務局 
福岡県/佐賀県/熊本県/長崎県/ 

大分県/宮崎県/鹿児島県 
092-753-6990 

沖縄サポート事務局 沖縄県 098-861-6055 

※受付時間：平日 10:00～18:00（土・日・祝日を除く） 

 

https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html
https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html


複数のクレジットカード会社と契約している加盟店の皆様へ

キ ャ ッ シ ュ レ ス ・ 消 費 者 還 元 事 業

重 要

同一国際ブランドで複数のクレジットカード会社と加盟店契約している場合、

原則、全てのクレジットカード会社に連絡し加盟店登録を行ってください。

対象となっているクレジットカードで、消費者還元ができない場合があります。

事務局
お問い合わせ先

＜以下に当てはまる加盟店の方は要注意です！！＞

☑ 2社以上とクレジットカード加盟店契約を行っている。

☑ 毎月、2社以上からクレジットカードの売掛金の入金がある。

全てのクレジットカードで加盟店登録を行っていない場合、

すぐにクレジットカード会社に連絡し加盟店登録依頼を行ってください！

▼ ▼ ▼クレジットカード会社の連絡先はこちらから調べることができます▼ ▼ ▼

http://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html

事務局HP ＞ 中小・小規模事業者の皆様 ＞ キャッシュレス決済事業者のプランを探す

※フリーワード検索に契約しているクレジットカード会社名を入力※

よ くあるご質問

VISA/MasterはA社、JCB・Diners/AmexはB社と契約しています。
A社とB社双方に加盟店登録を行っていれば、対象クレジットカードはすべて還元されますか？

その2社以外に契約を行っていないのであれば、対象クレジットカードはすべて還元されます。

VISA/MasterでA社・C社と契約しています。加盟店登録はA社としか行っていませんが、
VISA/Masterで登録していますので、 VISA/Masterブランドで対象となっているクレジットカー
ドはすべて消費者還元されるのではないでしょうか？

A社でVISA/Masterで加盟店登録していたとしても、C社が管理しているクレジットカードでは
消費者還元を行うことができません。すぐにC社に連絡し、加盟店登録依頼を行ってください。

加盟店登録を行ってないC社に加盟店登録依頼を行いましましたが、10/1の消費者還元開
始までに加盟店登録が間に合わないと言われました。どうすればいいでしょうか？

全てのクレジットカードブランドを1社の決済代行事業者と契約しています。
この場合は、対象クレジットカードはすべて還元されますか？

決済代行事業者1社との契約のみであれば、対象クレジットカードはすべて還元されます。

できる限り早く申請を行ってもらってください。10/1は間に合わないかもしれませんが、適宜サービ
スの追加を行っていきます。未登録期間は還元対象外となるクレジットカードで加盟店検索を
行った場合、還元対象店舗として表示されないようにする予定です。

http://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html


登録済加盟店の皆様への御案内

キ ャ ッ シ ュ レ ス ・ 消 費 者 還 元 事 業

重 要

ポイント還元事業の開始に向けて、消費者の皆様に対象店舗を分かり
やすく表示する観点から、登録済加盟店の皆様には、地図上に店舗情
報を掲載するとともに、店頭掲示用のポスター等を送付しています。
ついては、地図上の店舗情報や、ポスターについての注意事項・御案
内をまとめましたので、登録済加盟店の皆様におかれましては、必ず
御確認いただきますようお願いいたします。

◆ 地図上には、個人情報（屋号/個人事業主名、住所、電話番号）や還元率
（５％か２％）、対象キャッシュレス手段が開示されます。左記情報開
示に同意いただくことを条件に登録申請いただくことになっております
が、仮に対外公表されたくない方がいらっしゃいましたら、登録申請を
行った決済事業者に連絡し、登録申請の取消しをしてください。

◆ 決済事業者経由で登録いただいた住所情報を元に、地図上に加盟店情報
を表示します。登録いただいた情報が誤っている場合には、登録申請を
行った決済事業者に連絡し、訂正依頼をしてください。

◆ 決済事業者が、「移動」「EC」「その他」区分として登録した場合、地
図上には掲載されません。修正したい場合は、決済事業者へ連絡し、訂
正依頼をしてください。

◆ 複数の決済事業者経由で異なるＩＤを用いて登録申請をした店舗は、複
数店舗と認識され、地図上に複数のピンが立ってしまう場合があります。
修正したい場合は、 11月中旬以降、地図上のピンを順次、統合いたしま
すので、決済事業者へ、修正依頼をしてください。

9/20更新

注意事項①：地図上への店舗情報開示に関する御案内

事務局
お問い合わせ先

注意事項②：ポスター等の広報キットに関する御案内

◆ 複数の決済事業者経由で異なるＩＤを用いて登録申請をした店舗は、複数
の異なる店舗と認識され、複数のポスターが送付される場合があります。
一つにまとめたい場合は、下記の問い合わせ窓口（中小・小規模事業者向
け）に御連絡ください。10月1日以降に、貼付用のロゴシールを送付いた
します。



キャッシュレス・ポイント還元事業
（キャッシュレス・消費者還元事業）
消費者向け説明資料

令和元年９月
商務・サービスグループ
キャッシュレス推進室
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キャッシュレス・ポイント還元事業（キャッシュレス・消費者還元事業）とは‥・

 2019年10月1日から2020年6月末までの間、対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で
お支払いをすると、最大で５％のポイント還元を受けられます。

消費者へのポイント還元の流れ

主な対象キャッシュレス決済手段

ポイント還元事業： https://cashless.go.jp/

キャッシュレス決済事業者

消費者 キャッシュレス
支払いポイント還元

※決済事業者と店舗が契約
店舗は決済事業者に決済手数料、決済情報を提供
※国は、キャッシュレス端末代、決済手数料を補助、
還元原資を支援

対象となる店舗

このマークのお店が目印

対象の中小店舗

最大５％還元 クレジットカード

 後払い
 与信あり

デビットカード 電子マネー
（プリペイド）

QRコード

 即時払い
 与信なし

 前払い
（事前チャージ）
 与信なし

 スマートフォン
 他の決済手段
を紐づけ



2※対象/対象外の業種・取引の詳細は下記ＨＰを確認してください。 https://cashless. go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf

 対象となる店舗は、このマーク がついたお店です。
 小売・飲食・サービスなどの一般の中小店舗では５％、フランチャイズチェーンやガソリンスタンドでは
２％の還元を受けることができます。ECサイト上の中小店舗も対象です。

 対象店舗は、店頭のポスター に加え、地図アプリ （9月中下旬にAndroid/iOSで公表）やホーム
ページからも検索できます。お店の還元率（５％か２％）や、対象決済手段も確認できます。

等

等

５％還元となるお店 ～中小・小規模の店舗～

２％還元となるお店 ～フランチャイズチェーン店舗、ガソリンスタンド～

電機屋 理容・美容

対象となる店舗は・・・ 【キャッシュレス・ポイント還元事業】

（例）

（例）

ECサイトも対象

（例）

等
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対象店舗でお買い物をした場合・・・
 例えば、対象店舗で11,000円(税込）のお買い物をした場合、最大550円分のポイント還元が
受けられます。
※原則、税込価格にポイント還元。一部の決済手段では、税抜価格に対してポイント還元される場合もありますので
事前にご確認ください。

商品
10,000円＋1,000円＝11,000円（税込）

11,000円の５％
550円分の
ポイント還元

商品
10,000円＋1,000円＝11,000円（税込）

11,000円の２％
220円分の
ポイント還元

※ポイント還元の方法は、キャッシュレス決済手段ごとに異なります。詳しくは各決済事業者にお問い合わせください。

５％還元となるお店 ～中小・小規模の店舗～ の場合

２％還元となるお店 ～フランチャイズチェーン店舗、ガソリンスタンド～ の場合
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 対象のお店は、店頭のポスターに加え、地図アプリやウェブから確認できます。
 ポイント還元率や還元対象となるキャッシュレス決済手段はお店によって異なります！店頭のポス
ターや、地図アプリ、ホームページで、ご確認ください。

①対象のお店を探す

※店舗によっては、背景色が水色のものもあり

還元対象の決済手段は
お店毎に異なります！

還元率（５％か２％）

※上記に表示されている対象決済手段であっても、一部のクレジットカード等では還元されない場合があります。
詳細は決済事業者へお問合せ、もしくはホームページでご確認ください。

①－１ 店頭で探す

店外 （窓・ドア） 店内（レジ周り）

①－２ 地図上から探す

ウェブ上の地図機能 地図アプリ

※9月中下旬に公表

②お店の還元率を確認

ステッカー ポスター

③お店で対象の決済手段を確認

対象となる店舗の探し方と確認ポイント… 【キャッシュレス・ポイント還元事業】

※イメージ



対象となるキャッシュレス決済手段は・・・ 【キャッシュレス・ポイント還元事業】
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クレジットカード/デビットカード
クレジットカード
• 後払い（後から支
払請求が来る）

• 与信あり

デビットカード
• 即時払い（支払
い時に代金が口座
から即時引落し）
与信なし

QRコード
• スマートフォンに、クレジットカード、電子マネー、
銀行口座等を登録

• バーコードやＱＲコードを使って支払い

主な対象決済手段

 キャッシュレス・ポイント還元事業では、クレジットカード、デビットカード、電子マネー（プリペイド）、
QRコードなど、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段が広く対象となります。

 具体的な対象決済手段はこちらで確認ください。
→ https://cashless.go.jp/consumer/branches-typeA.html

電子マネー（プリペイド）

• 事前にチャージ
（前払い）

• 与信なし
• スマートフォン不要

主な対象決済手段

【交通系】 【交通系以外】

主な対象決済手段

※（株）エムアイシー（名古屋鉄道（株）の100%子会社）発行のmanacaは還元事業の対象となるが、
（株）名古屋交通開発機構発行のmanacaは還元の対象外

（※）
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 対象となるキャッシュレス決済手段はホームページから検索できます。
 還元方法や上限設定などはキャッシュレス決済手段毎に異なります！決済手段毎に開設された特
設ページ（～9月中旬までに順次開設）や決済手段毎の問合わせ窓口で詳細はご確認ください。

対象となるキャッシュレス決済手段の探し方 【キャッシュレス・ポイント還元事業】

電子マネー／QRコード等の検索ページ

クレジットカード／デビットカード検索ページ

①対象決済手段を探す ②還元方法・上限など決済手段毎の詳細を確認
③更に詳しく知りたい場合は各問い合わせ窓口へ

各決済手段毎に開設される特設ページを確認
（付与されるポイント、還元のタイミング、還元方法などが掲載）
→更に詳しく知りたい場合は、各決済手段の問い合わせ窓口
（各特設ページ参照）へ

還元方法の種類

ポイント付与 決済額に応じたポイント又は前払式支払手段（チャー
ジ額）を消費者に付与する方法

即時充当

引落相殺

口座充当

購買時に、即時、購買金額にポイント相当額を充当す
る方法

利用金額に応じた金額を口座から引き落とす際に、ポ
イント相当額を引き落とし金額と相殺する方法

少なくとも一月以内の期間毎に口座にポイント相当額
を付与（し、その後の決済に充当）する方法
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キャッシュレス・ポイント還元事業に関する一般的な問い合わせ先

消費者向けホームページ https://cashless.go.jp/consumer/index.html

ID・パスワード等の個人情報の取扱いにはご注意を！
口座番号を電話でお聞きすることはありません。

https://cashless.go.jp/consumer/index.html


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

サービス
名称

イオンカード オリコカード セゾンカード

発行会社名 株式会社イオン銀行
株式会社オリエント
コーポレーション

株式会社クレディセゾン

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

オリコポイント・提携先独自ポイント
（利用月の翌々月）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

必要な
事前準備 なし

WEBサイトに登録
オリコポイントゲートウェイ会員登録

https://www.orico.co.jp/creditcard/service
/eorico/use/register/

なし

上限設定 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月

問合せ窓口 0570-071-090
03-5996-1175
06-7709-8063
0570-666-798

ＵＲＬ
https://www.aeonbank.co.jp/aeoncard

/cashless/
https://www.orico.co.jp/campaign/19

10010630_cashless/index.html
https://www.saisoncard.co.jp/services/

cashless1908.html

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

北海道 011-261-6002
東北 022-215-2655
関東・甲信越 049-271-3330
東海・北陸 052-735-3525
近畿 06-6821-3860

中国・四国 082-225-5360
九州・沖縄 092-722-5477

https://www.orico.co.jp/creditcard/service/eorico/use/register/
https://www.aeonbank.co.jp/aeoncard/cashless/
https://www.orico.co.jp/campaign/1910010630_cashless/index.html
https://www.saisoncard.co.jp/services/cashless1908.html


サービス
名称

JCBカード ジャックスカード TS CUBIC CARD

発行会社名
株式会社ジェーシービー
およびJCBグループ

株式会社ジャックス
株式会社
トヨタファイナンス

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌月請求時）

引落相殺：Ｊデポ
（利用月の翌々月請求時）

引落相殺
（利用月の翌月請求時）

必要な
事前準備 なし

Web会員登録
インターコムクラブ

https://www.jaccs.co.jp/icmclub/new_regis
tration.html

なし

上限設定 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月 150,000ポイント／９か月

問合せ窓口

※10/1以降は専用窓口へ変更となります

0570-011-344
03-5617-2511
052-239-2511

ＵＲＬ
https://www.jcb.co.jp/service/basic/ca

shless.html
https://www.jaccs.co.jp/cashless/cons

umer/
https://campaign.ts3card.com/cashless

/ts.html

ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

東京 0422-76-1700
大阪 06-6941-1700

福岡 092-712-4450
札幌 011-271-1411

https://www.jaccs.co.jp/icmclub/new_registration.html
https://www.jcb.co.jp/service/basic/cashless.html
https://www.jaccs.co.jp/cashless/consumer/
https://campaign.ts3card.com/cashless/ts.html


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

サービス
名称

ＭＵＦＧカード DCカード NICOSカード
三井住友VISAカード
三井住友マスターカード

発行会社名
三菱ＵＦＪニコス株式会社
およびフランチャイジー各社

三井住友カード株式会社

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

DCハッピープレゼントのポイント
（利用月の翌々月請求時）

または本制度専用ポイント
（利用月の翌月末）

わいわいプレゼントのポイント
（利用月の翌々月請求時）

または本制度専用ポイント
（利用月の翌々月末）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

必要な
事前準備 なし なし

上限設定 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月

問合せ窓口
0570-050535
03-5489-6165

※10/1以降は専用窓口へ変更となります

03-3770-1177
06-6533-6633

※10/1以降は専用窓口へ変更となります

03-5940-1100
06-6616-0770

※10/1以降は専用窓口へ変更となります

0570-060-852

ＵＲＬ https://www.cr.mufg.jp/cashless/member/index.html
https://www.smbc-

card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010244.jsp

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

https://www.cr.mufg.jp/cashless/member/index.html
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010244.jsp


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

サービス
名称

UCカード 楽天カード アメリカン・エキスプレス・カード

発行会社名 ユーシーカード株式会社 楽天カード株式会社
アメリカン・エキスプレス・
インターナショナル・
インコーポレイテッド

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

楽天スーパーポイント
通常ポイント
（利用月の翌々月）

引落相殺
（利用日から翌月以降請求時）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月 135,000ポイント／９か月

問合せ窓口
03-5996-1241
06-7709-8168

0570-66-6910
カード裏面の電話番号

https://www.americanexpress.com/jp/
customer-service/contact-us/index.html

ＵＲＬ
https://www2.uccard.co.jp/services/ca

shless1908.html

https://www.rakuten-
card.co.jp/cashless/point-back/?l-

id=corp_oo_top_to_cashless_point-back_pc

https://www.americanexpress.com/jp/
benefits/events-offers/cashless.html

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

https://www.americanexpress.com/jp/customer-service/contact-us/index.html
https://www2.uccard.co.jp/services/cashless1908.html
https://www.rakuten-card.co.jp/cashless/point-back/?l-id=corp_oo_top_to_cashless_point-back_pc
https://www.americanexpress.com/jp/benefits/events-offers/cashless.html


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

電子マネー/プリペイドカード （交通系）

サービス
名称

PASMO Suica manaca ICOCA

発行会社名 株式会社パスモ 東日本旅客鉄道株式会社
名古屋鉄道株式会社

（株）エムアイシーが発行する記名式
manaca

西日本旅客鉄道株式会社

還元方法
（還元時期）

PASMOキャッシュレス還元ポイント
（1月、4月、7月）

※指定された場所へ行き、PASMO
にチャージする必要有

JRE POINT
（利用月の翌月上旬）

ミュースターポイント
（利用月の翌月）

ICOCAポイント
（1月中旬、 4月中旬、7月中旬）

必要な
事前準備

WEBサイトに登録
PASMOキャッシュレスポイント還元サー

ビスに登録
https://cst.pasmo-

service.jp/cstweb/PS1010001

WEBサイトに登録
JRE POINT WEBサイト登録

https://www.jrepoint.jp/point/fir
st/suica/entry/

WEBサイトに登録
ミュースター会員登録

https://my-
mustar.meitetsu.co.jp/user_men

u/MemberJoinEntry.aspx?_ga

自動券売機かWEBサイトに登録
ICOCAポイント利用登録

https://www.jr-
odekake.net/icoca/guide/point/

service.html

上限設定 20,000ポイント／３か月 20,000円／チャージ 20,000円／チャージ 15,000ポイント／月

問合せ窓口 0570-01-2807 0570-036-776 052-582-5151 06-7638-1700

ＵＲＬ https://www.pasmo-point.jp/
https://www.jrepoint.jp/information

/suica_cashless_pointback/
https://mustar.meitetsu.co.jp/cashle

ss-manaca-mustar/
https://www.jr-

odekake.net/cashless/icoca/

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

https://cst.pasmo-service.jp/cstweb/PS1010001
https://www.jrepoint.jp/point/first/suica/entry/
https://my-mustar.meitetsu.co.jp/user_menu/MemberJoinEntry.aspx?_ga
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/service.html
https://www.pasmo-point.jp/
https://www.jrepoint.jp/information/suica_cashless_pointback/
https://mustar.meitetsu.co.jp/cashless-manaca-mustar/
https://www.jr-odekake.net/cashless/icoca/


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

電子マネー/プリペイドカード （交通系以外）

サービス
名称

nanaco WAON 楽天Edy

発行会社名 株式会社セブン・カードサービス イオンリテール株式会社 楽天Edy株式会社

還元方法
（還元時期）

nanacoポイント
（利用月の翌月１５日）

WAON（電子マネー）
（利用月の翌月２０日頃）

Edy
（支払い日の30日後目途）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 50,000円／チャージ 15,000ポイント／月 2,500ポイント／決済

問合せ窓口 0570-071-555 0570-064-375 0570-081-999

ＵＲＬ
https://www.nanaco-

net.jp/info/cashless1909_about.html
https://www.waon.net/campaign/1910

01_cashlesswaoncp/
https://edy.rakuten.co.jp/info/2019/ca

shless/consumer/

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

https://www.nanaco-net.jp/info/cashless1909_about.html
https://www.waon.net/campaign/191001_cashlesswaoncp/
https://edy.rakuten.co.jp/info/2019/cashless/consumer/


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

QRコード

サービス
名称

LINE Pay PayPay Origami Pay

発行会社名 LINE Pay株式会社 PayPay株式会社 株式会社Origami

還元方法
（還元時期）

LINE Payボーナス
(決済時等※）

PayPayボーナス
（翌月20日前後）

即時充当
（即時）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 30,000ポイント/月 25,000ポイント/月 2,000ポイント／決済

問合せ窓口

0120-102-613
（LINE）
https://line.me/R/ti/p/%40linepayjp_support
（フォーム）
https://contact-cc.line.me/serviceId/10712

0120-990-634 03-5843-0368

ＵＲＬ
https://linepay.line.me/event/cashle

ss-subsidy.html
https://paypay.ne.jp/event/cashless-

meti/
https://origami.com/origami-

pay/cashless-consumer/

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

※LINE Payコード支払い：決済時、LINE Payオンライン支払い：決済時、LINE Pay、カード：月末締め翌月付与、QUICPay+：月末締め翌月付与

https://line.me/R/ti/p/@linepayjp_support
https://contact-cc.line.me/serviceId/10712
https://linepay.line.me/event/cashless-subsidy.html
https://paypay.ne.jp/event/cashless-meti/
https://origami.com/origami-pay/cashless-consumer/


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

QRコード

サービス
名称

楽天ペイメント メルペイ au PAY J-Coin Pay

発行会社名 楽天ペイメント株式会社 株式会社メルペイ KDDI株式会社 株式会社みずほ銀行

還元方法
（還元時期）

楽天スーパーポイント
通常ポイント

（利用月の翌々月末日）

ポイント付与
（翌週月曜）

au WALLET ポイント
（利用日の翌月）

ポイント付与
（利用日の翌月末頃）

必要な
事前準備 なし なし なし なし

上限設定 25,000ポイント／決済 30,000ポイント／月※１ 30,000ポイント／月※２ 15,000ポイント／月

問合せ窓口 0570-000-348 050-3185-6930 0077-7-1111 0120-324-367

ＵＲＬ
https://pay.rakuten.co.jp/
campaign/2019/1001_5pe

rcent_detail/

https://jp-
news.mercari.com/cashless-

pointback/

https://wallet.auone.jp/conte
nts/lp/cashless/description.ht

ml

https://www.mizuhobank.co.j
p/retail/oshirase/cashless/ind

ex.html

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

※１ メルペイコード払い：15,000ポイント／月、メルペイ電子マネー (iD) *：15,000ポイント／月
※２ au PAY：15,000ポイント/月、au WALLET プリペイドカード：15,000ポイント/月

https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2019/1001_5percent_detail/
https://jp-news.mercari.com/cashless-pointback/
https://wallet.auone.jp/contents/lp/cashless/description.html
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/oshirase/cashless/index.html
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