
申請日　令和 5 年　　月　　日

１．基本情報

〒

〒

～

～

～

※カテゴリ名に”その他”が含まれるカテゴリを 選択された際に詳細を記載ください

カテゴリ詳細 備考

カテゴリ
※カテゴリは「カテゴリ一覧」より「20分類」から1つ「95分類」から1つずつ選択ください

記入例）T.その他サービス業 / 95.サービス業その他⇒「T-95」

営業時間

平日

定休日土曜

日・祝

担当者

電話番号

担当者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

店舗URL

ﾌﾘｶﾞﾅ

担当者名

店舗住所

店舗電話番号 店舗FAX番号

＜非会員の場合＞入会希望の有無

※入会希望の場合は、所在地に応じ会議所または商工会よりご連絡します
　□ 希望する　　　　□ 希望しない

２．店舗情報（基本情報と同じ場合は、『基本情報と同じ』と記入ください）

　※店舗情報は専用ホームページ等において公開いたします

ﾌﾘｶﾞﾅ

店舗名称

担当者

電話番号

担当者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

発行元の会員の有無
　□ 福岡商工会議所　□ 早良商工会　□ 志賀商工会

　□ 非会員

代表者氏名
(役職) (氏名)

担当者名
(役職) (氏名)

電話番号 FAX番号

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

事業者名

所在地

福岡市プレミアム付電子商品券　FUKUOKA NEXT Pay（第４弾） 登録店舗申請書

　福岡商工会議所　御中

（FUKUOKA NEXT Pay事務局経由）

下記により、福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Pay（第４弾）の登録店舗として申請いたします。

なお、私は「登録店舗　募集要項兼利用規約」を理解した上で届出し、申請書に記載した事項はすべて相違ないことを誓約します。

また、申請書に記載した情報が貴所の審査に利用されること、ならびに、登録店舗に設定された際には本事業の運営のために利用

されることに同意します。

記



〒

4．換金金額の振込先

左づめで記入

※口座名義・フリガナは通帳に記載の通り記入ください。 ※7ケタ未満の場合は頭に0をつけて7ケタで記入ください

※入力誤りがある場合、換金精算ができない場合がございますのでご注意ください。

□ 普通　　　□ 当座

口座名義
口座番号

(7ケタで記入)

※ゆうちょ銀行(銀行コード9900)をご指定される場合、通帳を開いた2ページ目下段に記載の【店番】(3桁)、【口座番号】(7桁)をご記入ください。

（1ページ目上段にある「番号」(8桁)は【口座番号】(7桁)ではありません）

銀行コード 左づめで記入ください 支店ｺｰﾄﾞ･店番

フリガナ 口座種類

送付先住所

宛名

銀行名（ｶﾅ） 支店名（ｶﾅ）

3．送付先情報

※スターターキット(QRコード等の必要書類一式)等の郵送先となります

送付先 　□「１.基本情報」の住所 　　□ 「２.店舗情報」の住所 　　□ その他（以下に記入ください）



申請日　令和 5 年　　月　　日

１．基本情報

〒 810-0001

〒 810-0041

～

～

～

※カテゴリ名に”その他”が含まれるカテゴリを 選択された際に詳細を記載ください

カテゴリ詳細 タクシー 備考

0:00 24:00

カテゴリ T 95
※カテゴリは「カテゴリ一覧」より「20分類」から1つ「95分類」から1つずつ選択ください

記入例）T.その他サービス業 / 95.サービス業その他⇒「T-95」

営業時間

平日 0:00 24:00

定休日 年中無休土曜 0:00 24:00

日・祝

担当者

電話番号
090-0000-0000

担当者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ooooo@ooooo.co.jp

店舗URL https://oooooooooooooooooo

ﾌﾘｶﾞﾅ フクオカ サブロウ

担当者名 福岡 三郎

店舗住所
福岡市中央区大名1-1-1 ネクスペイビル2階

店舗電話番号 092-000-0000 店舗FAX番号 092-000-0000

＜非会員の場合＞入会希望の有無

※入会希望の場合は、所在地に応じ会議所または商工会よりご連絡します
　□ 希望する　　　　□ 希望しない

２．店舗情報（基本情報と同じ場合は、『基本情報と同じ』と記入ください）

　※店舗情報は専用ホームページ等において公開いたします

ﾌﾘｶﾞﾅ ネクスペイタクシー

店舗名称 ネクスペイタクシー

担当者

電話番号
092-000-0000

担当者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
oooooo@ooooo.co.jp

発行元の会員の有無
　□ 福岡商工会議所　□ 早良商工会　□ 志賀商工会

　□ 非会員

ﾌﾘｶﾞﾅ 　　　　　　　　　フクオカ タロウ ﾌﾘｶﾞﾅ 　　　　　　　　　フクオカ ジロウ

代表者氏名
(役職)

代表取締役社長

(氏名)

福岡　太郎
担当者名

(役職)

店長

(氏名)

福岡　次郎

事業者名 株式会社ネクスペイ

所在地
福岡市中央区天神1-1-1

電話番号 092-000-0000 FAX番号 092-000-0000

福岡市プレミアム付電子商品券　FUKUOKA NEXT Pay（第４弾） 登録店舗申請書

　福岡商工会議所　御中

（FUKUOKA NEXT Pay事務局経由）

下記により、福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Pay（第４弾）の登録店舗として申請いたします。

なお、私は「登録店舗　募集要項兼利用規約」を理解した上で届出し、申請書に記載した事項はすべて相違ないことを誓約します。

また、申請書に記載した情報が貴所の審査に利用されること、ならびに、登録店舗に設定された際には本事業の運営のために利用

されることに同意します。

記

ﾌﾘｶﾞﾅ カブシキガイシャネクスペイ

✔

✔

記入例



〒 812-0011

4．換金金額の振込先

0 0 0 ＊ 0 0 ＊ 左づめで記入

0 1 2 3 4 5 6

※口座名義・フリガナは通帳に記載の通り記入ください。 ※7ケタ未満の場合は頭に0をつけて7ケタで記入ください

※入力誤りがある場合、換金精算ができない場合がございますのでご注意ください。

□ 普通　　　□ 当座

口座名義 株式会社ネクスペイ
口座番号

(7ケタで記入)

※ゆうちょ銀行(銀行コード9900)をご指定される場合、通帳を開いた2ページ目下段に記載の【店番】(3桁)、【口座番号】(7桁)をご記入ください。

（1ページ目上段にある「番号」(8桁)は【口座番号】(7桁)ではありません）

銀行コード 左づめで記入ください 支店ｺｰﾄﾞ･店番

フリガナ ｶ)ﾈｸｽﾍﾟｲ 口座種類

送付先住所
福岡市博多区博多駅前1-1-1

宛名 株式会社ネクスペイ ○○営業所

銀行名（ｶﾅ） マルバツギンコウ 支店名（ｶﾅ） ハカタシテン

3．送付先情報

※スターターキット(QRコード等の必要書類一式)等の郵送先となります

送付先 　□「１.基本情報」の住所 　　□ 「２.店舗情報」の住所 　　□ その他（以下に記入ください）

✔

✔



FUKUOKA NEXT Pay 店舗担当事務局 【WEBでのお申込み】

TEL：0120-366-602

【住所】

〒812-0011 店舗登録ページ

https://www.nexpay.jp/method/

95 サービス業その他

【FAX：092-710-5119】

福岡県福岡市博多区博多駅前4-24-13

博多ビジネススクエア9F(グッドスタッフ内)

L 家具店
46 インテリア・収納 93 遊技場

47 寝具 94 カラオケ

91 映画・興行

45 介護用品 92 スポーツ施設

89 教育・教養・技能

43 DIY・工具 90 レンタル

87 冠婚葬祭

41 書籍・文具類 88 修理・修繕

85 クリーニング

39 楽器・音楽機材

T その他サービス業

86 家事

40 CD・DVD

K 雑貨店

38 ゲーム・玩具 S クリーニング

42 雑貨・手芸

44 キッチン用品・食器

83 旅行

J コンビニエンスストア 37 コンビニエンスストア R リフォーム業 84 設計・リフォーム

35 飲食料品その他 82 宿泊業その他

I 化粧品店 36 美容・コスメ・香水 Q 旅行業

33 菓子・デザート 80 ホテル

34 酒類 81 簡易宿所

31 調味料 78 美容整形・インプラント

32 健康食品

P 旅館・ホテル

79 旅館

29 水産加工品 76 エステ・ネイル

30 畜産加工品 77 ﾏｯｻｰｼﾞ・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ

27 料理・惣菜 74 飲食店その他

28 農産加工品

O 理容・美容店

75 美容室・理髪店

25 パン 72 鍋料理

26 茶・飲料 73 ファーストフード

23 食肉 70 カレー

24 米穀 71 粉もの

H 飲食料品店

21 野菜・果実 68 バー・ダイニングバー

22 鮮魚 69 うどん・そば・丼

19 ファッションその他 66 ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ・食堂

G ホームセンター 20 ホームセンター 67 居酒屋

17 下着・ナイトウェア 64 アジア・エスニック・各国料理

18 キッズ・ベイビー・マタニティー 65 カフェ･スイーツ

15 宝石・アクセサリー 62 焼肉･ホルモン･韓国料理

16 腕時計 63 すき焼き・しゃぶしゃぶ

13 靴 60 フレンチ・イタリアン

14 バッグ･小物 61 ラーメン・餃子

F
衣料・

身の回り品取扱店

11 レディース 58 中華料理

12 メンズ 59 洋食

9 カメラ・デジタルカメラ 56 小売業その他専門店

10 スマートフォン・通信機器

N 飲食店

57 和食・寿司

54 フィットネス・トレーニング

8 ﾊﾟｿｺﾝ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ･周辺機器 55 専門器具（ボール・ラケット等）

52 ダイエット・健康

E 家電販売店

6 家電量販店 53 スポーツウェア・アクセサリー

7 家電

50 カー用品

D
ドラッグストア・

薬局

4 ドラッグストア・薬局 51 リサイクル

5 医療品・医薬部外品

48 花

B スーパーマーケット 2 スーパーマーケット 49 自転車

A ショッピングセンター 1 ショッピングセンター

M その他小売業

C 百貨店 3 百貨店

例）「20分類」の「E.家電量販店」を選択された場合「95分類」は「6.家電量販店～10.スマートフォン・通信機器」の中から選択ください

20分類CD 20分類 95分類CD 95分類 20分類CD 20分類 95分類CD 95分類

カ 　テ 　ゴ 　リ 　一  覧

https://www.nexpay.jp/method/

