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5JPQRとは

決済事業者毎にQRコードが異なる・・・
• 複数導入すると、QRコードの出し分け
が必要となりオペレーションが煩雑に

• 店舗のレジ周りのスペースを圧迫
統一規格のQRコードで
お店も利用者も便利に！



6JPQR導入のメリット
 JPQRは「複数のQRコード決済サービスを一括で申し込める」、「店頭に置くQRコード
ステッカーは1種類」、「導入費・維持費が0円」の3つが大きなメリットであり、店舗の
キャッシュレス導入および幅広い決済サービス導入を大きく後押しする

一括申し込み 店頭のステッカーは１種類でOK 導入費・維持費０円

※現在JPQR WEB受付シシステムはシステムの切り替えのため
一時的に停止中であり、書類送付での一括受付となっている



7統一QR「JPQR」の概要①

JPQRはステッカー読み取り型のQRコード決済で
あり、3ステップで簡単に決済できる

JPQRは、これまで小売業や飲食業をはじめ幅広
い業種に導入されてきた

導入件数も、徐々に増加し、現在のところ全国
約13,000店舗*に導入済

*MPM方式にてお申し込みをいただいた総数

出所：https://jpqr-start.jp/shop/

 「JPQR」は3ステップで接触することなく簡単に決済可能であり、小売業、飲食業を
中心に導入店舗が広がっています。

JPQRの決済方法 導入実績

Step1.
お客様が、スマホの
決済アプリでQRコードを読取

××商店

支払

¥1000 ¥1000お会計金額
¥1000

Step2.
お客様が金額入力し
「支払」ボタンを押す

Step3.
画面を店員に見せ、
確認し、決済完了！



8統一QR「JPQR」の概要②

 JPQRそのものの導入費・維持費は無料。店舗が負担するのは各QRコード決済サービス
の手数料のみ。各社の売上をまとめて管理できる画面の提供もあります。
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JPQR売上管理画面
JPQR対応サービスの管理画面への遷移・決済履歴を
まとめて管理できる画面です

+

JPQRの導入・維持費も無料
※JPQR経由での申し込みに伴う中間
手数料などは発生しません

各QRコード決済サービスの
導入費・維持費も無料
※カード読み取り専用の端末等も必要
ありません

お客様がQRコード決済サービスで
支払いをして初めて利用手数料が発生
（今なら手数料無料のサービスも！）
※一部サービスのみ振込手数料がかかる場合がござい
ます

A Pay B Pay

利用料が発生するタイミング JPQR導入により利用できるもの

JPQRステッカー
POP台紙、QRコードステッカー、各決済サービス事業
者のロゴシールがセットになっています

※ご契約いただいた決済サービスの販促物は別途送付されます

※一部サービスのみ対応が準備中となっております



9JPQR参加決済事業者一覧

 令和4年5月時点で、約20の決済事業者がJPQRに参加しています！



10総務省統一QR「JPQR」普及事業の経緯

■ 2019年8月～、統一規格のガイドラインに基づき総務省において
統一QR「JPQR」普及事業
（実証地域は、岩手県、長野県、栃木県、和歌山県、福岡県）

■ 2020年6月～、統一QR「JPQR」普及事業 全国展開

規格の統一化
（一つの「統一QR」で
複数サービス導入可能)

■ 2018年7月、経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」に基づき
（一社）キャッシュレス推進協議会が設立され、統一規格の検討を開始

■ 2019年3月、キャッシュレス推進協議会が、統一規格のガイドライン策定

統一規格の
効率的な

普及モデル実証

※総務省はオブザーバ参加



12JPQRの活用場面
JPQRは地域のさまざまな支払いのキャッシュレス化に活用できます！

行政窓口 公営施設 公営／私営 交通機関 民間店舗

導入先イメージ
 証明書発行などの

窓口支払い

導入先イメージ
 公営駐車・駐輪場
 文化施設・体育施設

導入先イメージ
 コミュニティバス・タクシー
 地域の民間バス

導入先イメージ
 地域店舗への

キャッシュレス推進策

理想
・多様な住民の支払いニーズ
に応えていきたい
・多くの住民が使うサービスを
導入し利便性を高めたい

理想
・両替の手間を減らし会計を
スピーディーにしたい
・高齢のスタッフでも支払い
対応ができるようにしたい

理想
・莫大な投資をせずキャッ
シュレスを推進したい
・限られたスペースの中で
多様な支払いに対応したい

理想
・釣銭など現金管理コストを
減らし会計管理を楽にしたい
・決済事業者のキャンペーンを
活用し集客につなげたい

みなさんのお悩みを統一QR「JPQR」が解決し、地域のキャッシュレス推進を後押しします！



13自治体がJPQRを選択・導入するメリット

新たにキャッシュレスを導入するとなる
と、慣れないオペレーションへの不安か
ら後ろ向きな意見も出るかもしれませ
ん。JPQRは国が旗を振って全国で普
及している事業なので、理解を得やす
いと考えられます。

道の駅や祭りなどの地域イベントにお
いて、自治体が出店する場合、電源
コードや機器類が不要でかつ１枚の
ステッカーで複数決済に対応できる
JPQRは利便性が高いといえます。そ
の上、決済されて初めて手数料がか
かりますので、普段利用しない場合で
も維持費用はかかりません。

自治体自らキャッシュレスを導入するこ
とで、地域のキャッシュレスに対する機
運を上昇させます。
また、キャッシュレスに慣れていない住
民に対して、実践を交えたレッスン場
所として機能することもでき、消費者
の利用促進にもつながります。

キャッシュレス決済を導入またはキャン
ペーン等を実施する際、公平性の観
点から、一つの民間企業を採用する
のは、社内・社外との合意形成が困
難です。一方、JPQRは国が推進する
規格なので、比較的合意形成を進め
やすいと考えます。

複数のQRコード決済に対応するJPQRの中立性から自治体が導入しやすく、マイナポイン
トが利用可能な店舗を広げる等のメリットもあります

１．キャッシュレスを推進しやすい

２．合意形成しやすい

３．イベント出店等において利便性が高い

４．地域住民への利用促進につながる



14JPQRを活用したマイナポイント利用拡大について

統一QRコード（JPQR）を通じて、マイナポイントが利用可能な店舗等を広げ、マイナンバー
カードの普及や、キャッシュレス決済の拡大による地域の商店街の活性化につなげる。

〇 JPQRは乱立するQRコード決済サービスのQRコードを統一し、１つで複数の決済サービスに対応できる
ようにした規格。

〇 2019年８月から総務省においてJPQRを用いた地域実証を実施し、2020年６月から全国展開開始。

利用イメージ

概要

・地域の商店街等でのJPQR導入を進め、付与されたマイナポイントを利用する場面を拡大。

普段○○Pay利用

複数のPay（QRコード決済）が
利用可能に
※店舗側での申込が必要

××Payしか導入していない
店舗では○○Payを利用で
きない

･･･

（参考）JPQR概要

[これまで] [JPQR導入]

※地域通貨の参加も可能

地域通貨
（地域Pay）



15JPQRに関する問合せ先

をはじめよう!
■ JPQR運営に関する問合せ先
一般社団法人キャッシュレス推進協議会（代表：03-6868-8896）
E-mail：jpqr@paymentsjapan.or.jp

 JPQRに係る政策等に関する問合せ先
総務省地域通信振興課デジタル企業行動室（直通：03-5253-5857）
JPQR担当： jpqr@ml.soumu.go.jp

 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 JPQRホームページ：
https://jpqr.paymentsjapan.or.jp/

https://jpqr.paymentsjapan.or.jp/


（参考）JPQR導入自治体事例ご紹介

17



市民の方の利便性向上を目的として、田原支所の手数料交付窓口に導入しており、
スペースを取らず、決済オペレーションもスムーズです

四条畷市

JPQR導入にあたり、国の取り組みのため、議会から
方式採用に関する指摘もなく、スムーズな合意形成
が取れた。また中身の決済サービス選定においては
住民の要望を鑑みて自由に追加できている

QRコード、クレジットカード、電子マネー全てが利用で
きるサービスを検討する際、条件をすべて満たす候
補が少なかったが、QRコード決済を除くことで、導入
条件を満たすサービスの候補が広がった

キャッシュレス導入前は、窓口担当を中心にキャッ
シュレスに対する不安の声もあったが、実際は想定よ
り簡単で（MPM方式）職員でも対応できるという確信
を持った

■利用場所
田原支所の手数料交付窓口にて活用

～導入決済サービス～
d払い,  メルペイ,  LINE Pay
au PAY,  FamiPay, PayPay

■利用状況
現在は日に数件程度
※件数が増加する前に、決済オペレーションの習熟や管理
方法の確立を実施

■JPQRを導入してよかった点

・クレジット

・電子マネー

・QRコード

公募

モニター自治体で案内のあったJPQRを
導入

けいはんな学研区域内にあり市が進めるスマートシティの
推進窓口でもあるため、市民の方の利便性向上を目的とし
て幅広いキャッシュレス決済の導入を決定

導入経緯

■JPQRを導入する上でよかった点

多様な決済サービスを小さなスペースで導入可能

過去、タブレット端末のカメラにより市民のスマホを読
み取っていたが、JPQRはご自身のスマホで完結する
ので、よりスムーズな支払い処理が可能

市民のニーズがあった際の決済サービス追加が容易

利用状況



村内でキャッシュレス推進を行うにあたって、村として率先してJPQRを導入しました。現金の
やり取りが減り、職員・利用者双方にとってメリットを感じています。

道志村

■利用場所
自分でやってみないと村内の事業者にも説明しづらいので、まず
は担当課が運営している村のサテライトオフィス使用料の支払
いにおいて利用を開始した。
今後は利用を村役場窓口において拡大を予定している。

～導入決済サービス～
楽天Pay、au PAY、FamiPay、LINE Pay、atone
Money Tap、 commoney 、d払い 、メルペイ、PayPay

■利用状況
現時点では月に数件だが徐々に利用は増えてきている

■JPQRを導入してよかった点

オリンピック会場自治体となったため、インバウンドを初めとした
村外から多数の人が来ると予想されていたことから、キャッシュレ
ス推進を行うことになった。そのタイミングで国が旗を振って普及
しているJPQRも推進することになったが、村内で推進するにあた
り、まずは村が事業者として率先して導入する運びとなった。

導入経緯

■JPQRを導入する上でよかった点

現金のやり取りがなくなって非常に便利

キャッシュレス決済じゃない場合、サテライトオフィス利用時
に村役場の窓口で別途収めて頂く必要がある為、利用
者・職員双方にとってメリットがある

利用状況

取り扱いの決済サービスが多く、QRコード１つで網羅でき
る点



街のキャッシュレス決済普及を促進する旗振りとして自治体窓口で導入をしました。現在
は公共施設で利用していますが、今後証明書等発行窓口への利用拡大を予定していま
す。

都城市

■利用場所
歴史資料館等の公共施設で利用しており、証明書等発行窓
口での利用拡大を今後予定している

～導入決済サービス～
PayPay、au PAY、d払い、UnioinPay、
FamiPay、楽天Pay

■利用状況
導入が7月であるため、まだ実施件数は少ないが、徐々に数は
増えてきている

■JPQRを導入してよかった点

導入経緯

■JPQRを導入する上でよかった点

市民サービスの向上に繋がっている

街のキャッシュレス決済普及を促進するにあたって、自治
体窓口にJPQRを率先して導入することで旗振り役ができ
て良かった

利用状況

都城デジタル化推進宣言2.0に基づき、市民の利便性向上及
び街のキャッシュレス決済普及促進を目的として、今後全国的
に利用が拡大していくと考えられるQRコード決済の導入を決定

一つのQRコードで複数の決済サービスを導入できる

国が進めているため安心して始められた

維持費・導入費無料である点



現在は、体育施設の使用料や窓口での証明書等の発行手数料として利用しており、市
民サービスの向上に繋がっています

勝山市

■利用場所
体育施設の使用料や窓口での証明書等の発行手数料と主
に数百円の決済に利用している。

～導入決済サービス～
PayPay、LINE Pay、d払い、
au PAY、メルペイ、FamiPay

■利用状況
約10件/日、約40件/週、約160件/月

■JPQRを導入してよかった点

キャッシュレス決済を市内で推進するにあたり、まずは市役所が
キャッシュレス決済を進める必要があると考えQRコード決済を導
入することにした。QRコード決済は種類が多く、導入する決済
サービスごとにQRコードが必要だが、JPQRであれば１つのQR
コードで複数のQRコード決済に対応でき職員の負担も軽減でき
ると考え、JPQR導入に至った

導入経緯

■JPQRを導入する上でよかった点

市民サービスが向上した

小銭の取扱いが減って、職員、市民双方にとって決済オ
ペレーションが楽になっている。

利用状況

住民の要望を鑑みて決済サービスを自由に選べる点

導入費用をかけずにキャッシュレス決済を始めることができる点

QRコード1つなので市民も、対応する窓口職員にとっても
分かりやすい
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