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1. 事業概要



事業概要

新型コロナウイルス感染症への経済対策

⮚ 福岡市内の事業者の皆さまへのご支援

⮚ 市内における消費の喚起

⮚ 経済効果の拡大

目的

事業概要 総額60億円（プレミア ム 2 0 %含む）の電子商品券の発行

発行元 福岡商工会議所 / 早良商工会 / 志賀商工会

福岡市内の一部商店街（詳細は公式ホームページに記載）

利用期間
令和5年 （2023年 ）6月19日 （月） から

令和5年 （2023年 ）1 2月18日 （月） まで

販売単価 5,00 0円（額面 6,0 00円）

購入限度額 1人50,00 0円（額面60,00 0円 ）まで
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2. 店舗さま導入スケジュール



募集 募集期間 登録店舗としての利用開始日

２次 ２０２３年５月１１日（木）～５月３１日（水） ７月１日(土)

３次 ２０２３年６月１日（木）～６月１５日（木） ７月１６日(日)

４次 ２０２３年６月１６日（金）～６月３０日（金） ８月１日(火)

５次 ２０２３年７月１日（土）～７月１５日（土） ８月１６日(水)

６次 ２０２３年７月１６日（日）～７月３１日（月） ９月１日(金)

７次 ２０２３年８月１日（火）～８月１５日（火） ９月１６日(土)

８次 ２０２３年８月１６日（水）～８月３１日（木） １０月１日(日)

店舗さま導入スケジュール

【1次募集】

２０２３年４月１０日（月）～５月１０日（水）

登録店舗としての利用開始日：６月１９日(月)

※スターターキットの発送は６月上旬となります。
（ ス タ ー タ ー キ ッ ト = 必要な書類一式）

【2次募集以降】
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3. FUKUOKA NEXT Pay の
申込～利用、精算の流れ



FUKUOKA NEXT Pay の申込～利用、精算の流れ

1.申込・抽選 2.購入

利用可能なクレジット

利用可能なコンビニ

24時間いつでも
購入可能

購入額
5,000円

商品券取得
6,000円

3.商品券の利用 4.精算

店舗さまにて
入金をご確認

＜店舗管理画面＞
✓ 精算管理
✓ 売上金額
✓ 取引一覧
✓ 決済取消

入金
完了

DB

支払い完了！

利用者は専用アプリを
ダウンロードし

希望金額をアプリ内で申込

管理システムにて
抽選・結果通知

抽選結果を
アプリで
受領・確認

など

コンビニエンスストア、
クレジットカードで

商品券を購入

プレミアム分を付加した
商品券を付与

登録店舗はQRコードを
置くだけで準備完了

利用者は登録店舗の
QRコードを読み取り
利用金額を入力

アプリに入力された
利用金額を店舗側で確認後

支払いを実施

月に２回自動精算
精算状況・履歴を

管理画面にて確認可能

事前に登録した口座へ
事務局が入金手続き
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4. 換金精算について



換金精算のスケジュール

7月1日 ～ 7月15日

精算対象期間

7月16日～ 7月31日 8月1日～

▼7月15日24時締め

4銀行営業日

★7月21日振込

精算対象期間 ▼7月31日24時締め

4銀行営業日

★8月4日振込

＜ 換 金 精 算 ス ケ ジ ュー ル の 例 ＞

ｏ換金精算は、利用開始から利用終了まで、各月２回（2023年6月は1回）行います。

ｏ各月の15日、月末（2023年12月は15日、18日）までの半月間の売上金を

４営業日後までに振り込みます。

※着金日は指定される金融機関の口座により遅れることがございます

10



詳細スケジュール

No 精算対象期間 締め日時 振込予定日

1 2023年06月19日(月)～06月30日(金) 06月30日(金) 24時 2023年07月06日(木)

2 2023年07月01日(土)～07月15日(土) 07月15日(土) 24時 2023年07月21日(金)

3 2023年07月16日(日)～07月31日(月) 07月31日(月) 24時 2023年08月04日(金)

4 2023年08月01日(火)～08月15日(火) 08月15日(火) 24時 2023年08月21日(月)

5 2023年08月16日(水)～08月31日(木) 08月31日(木) 24時 2023年09月06日(水)

6 2023年09月01日(金)～09月15日(金) 09月15日(金) 24時 2023年09月22日(金)

7 2023年09月16日(土)～09月30日(土) 09月30日(土) 24時 2023年10月05日(木)

8 2023年10月01日(日)～10月15日(日) 10月15日(日) 24時 2023年10月19日(木)

9 2023年10月16日(月)～10月31日(火) 10月31日(火) 24時 2023年11月07日(火)

10 2023年11月01日(水)～11月15日(水) 11月15日(水) 24時 2023年11月21日(火)

11 2023年11月16日(木)～11月30日(木) 11月30日(木) 24時 2023年12月06日(水)

12 2023年12月01日(金)～12月15日(金) 12月15日(金) 24時 2023年12月21日(木)

13 2023年12月16日(土)～12月18日(月) 12月18日(月) 24時 2023年12月22日(金)

※着金日は指定される金融機関の口座により遅れることがございます
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換金手数料および振込手数料について

複数店舗を申請される場合、支払口座は、一括での指定をお願いしております。

・複数店舗の精算換金をご指定の口座に一括でお振込みいたします

・精算換金の明細（各店舗の売上）は、店舗管理画面にてご確認いただけます

（操作方法等は、スターターキットの「店舗マニュアル」にてご案内します）

・店舗ごとの振込を希望される場合は、店舗ごとに異なる口座を指定ください

精算換金（口座への売上金額のお振込み）における

換金手数料および振込手数料は無料で手続きいたします。

（お願い）
日本国内のすべての金融機関の口座をご指定いただくことは可能です。
筑邦銀行のお口座をご指定いただけますと幸いです。
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5. 登録店舗のお申し込みについて



登録店舗のお申し込みについて

【店舗の申請フォーム】
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ｏFUKUOKA NEXT Payサイト、もしくは以下のQRコードから登録店舗申請をお願いします

ｏご不明な点は受付窓口（0120-366-602）までご連絡ください

【特設サイト】

https://fd8fd3d0.form.kintoneapp.com/
public/nexpay-tenposhinsei

https://www.nexpay.jp/

https://fd8fd3d0.form.kintoneapp.com/public/nexpay-tenposhinsei
https://fd8fd3d0.form.kintoneapp.com/public/nexpay-tenposhinsei


登録店舗申請フォーム（一連の流れ） 15

＜新規＞…第3弾で未登録の店舗（第1弾・第2弾のみの登録店舗含む）

■個別店舗の申請…P.17

⇒申込フォームに沿って申請企業情報・店舗情報を入力ください

■複数店舗の申請…P.18

⇒「複数店舗登録申請書(A)」へ店舗情報を入力し、申込フォームに沿って申請企業情報を入力およびAを添付ください

＜継続＞…第3弾で登録済みの店舗

■個別店舗の申請…P.19

⇒事務局からお送りしているメールに記載の「店舗識別ID(B)」をご確認のうえ、申込フォームに沿って申請企業情報およびBを入力ください

※第3弾から申請企業情報・店舗情報に一部変更がある場合はフォームで「変更あり」を選択ください(申込後に事務局からご連絡いたします)

■複数店舗の申請…P.20

⇒事務局からお送りしているメールに記載の「店舗識別ID(B)」をご確認のうえ、申込フォームに沿って申請企業情報およびBを入力ください

第3弾から申請企業情報・店舗情報に変更がある場合は事務局からお送りしているメールに添付の「複数店舗登録申請書」の修正・入力を

行いフォームへ添付ください(変更がなければ「変更なし」を選択ください)



登録店舗申請フォーム（補足説明） 16

■ 店舗識別ID
第3弾登録店舗の申請企業担当者さまに事務局からメールでお送りしている「FN+数字4桁」のIDです。

継続申請される店舗さまはこのIDを申込フォームへ入力ください(不参加の申請をいただく際にも入力が必要です)

■ 複数店舗登録申請書
申請者さまが複数の店舗を登録される際に使用いただく申請書です

新規申請される店舗さまは特設サイトから申請書をダウンロードし、店舗情報を入力の上で申込フォームへ添付しお申込みください

第3弾から継続申請される店舗さまは事務局からメールでお送りしている第3弾の登録情報が入力された申請書をご確認いただき、

修正があれば申請書に朱記にて直接入力後、申込フォームへ添付しお申込みください

「振込先情報」欄は店舗ごとに精算換金の振込先口座が異なる
場合のみ入力ください（同一の場合は申込フォームに直接入力
ください）

※こちらの申請書は見本として新規申請用を掲載しております



登録店舗申請フォーム（新規：個別店舗の申請について） 17

<店舗形態>「個別」を選択
（*は必須入力項目です）

「登録なし(新規申込)」を選択

申請企業情報・店舗情報・口座情報をフォームに
入力後「申込内容確認」を押下

誓約事項を確認し次へ



登録店舗申請フォーム（新規：複数店舗の申請について） 18

申請企業情報を入力し、
「複数店舗登録申請書」を添付後、

「申込内容確認」を押下

<店舗形態>「複数」を選択
（*は必須入力項目です）

「登録なし(新規申込)」を選択

誓約事項を確認し次へ
＜口座情報＞
口座情報が登録店舗ごとに同一/異なるを選択

同一の場合…口座情報をフォームに直接入力

異なる場合…「複数店舗登録申請書」の「振込先情報」欄

にそれぞれ入力



登録店舗申請フォーム（継続：個別店舗の申請について） 19

「登録あり」を選択

「継続個別」申請の店舗さまで第3弾からご登録情報に「変更

あり」の場合は、お申込み後に事務局からご連絡差し上げま

すので、入力いただくご連絡先にお間違いがないようお気を

つけください

「店舗識別ID」(FN+4桁数字)を入力

※「店舗識別ID」は、メールにてお送りしているIDを入力
ください

「継続する」を選択

誓約事項を確認し次へ

「個別」を選択
（*は必須入力項目です）

第3弾の登録情報から変更があるかを選択



「登録あり」を選択

「継続する」を選択

誓約事項を確認し次へ

登録店舗申請フォーム（継続：複数店舗の申請について） 20

第3弾店舗情報からの変更有無を選択
変更がある場合は事務局からお送りしている「複数店舗登録
申請書」を朱記にて修正の上、フォームへ添付ください

第3弾の登録情報から変更があるかを選択

「複数」を選択
（*は必須入力項目です）

「店舗識別ID」(FN+4桁数字)を入力

※「店舗識別ID」は、メールにてお送りしているIDを入力
ください



【第３弾からの継続店舗さま】QRコードPOPについて 21

原則、第3弾のQRコードPOPを
継続してご利用ください

QR
コード

【個別店舗】⇒申込フォーム 【複数店舗】⇒複数店舗登録申請書

ＱＲコードの再発行が必要な場合は、店舗形態に応じて下記のいずれか
の方法にて必要数を入力ください



登録店舗申請書 22

※原則、Webフォームにてお申込みをお願いいたします。
Webフォームでのお申込みが不可の場合、紙の申込書を下記の
事務局へ郵送またはFAXにてお送りください。

※申込書は、特設サイトからダウンロードいただけます。
また、福岡市役所、福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会
にて配布もいたします（各所で配布する申込書の数には限りが
ございます）

※複数の店舗をご登録いただく際はWebフォームにてお申込みを
お願いいたします。

【FAX：092-710-5119】

FUKUOKA NEXT Pay 店舗対応事務局

〒812-0011
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)



6. お問い合わせ先



お問い合わせ先

ご不明点がある場合は下記コールセンターまでお問い合わせください。

FUKUOKA NEXT Payコールセンター

開設期間：令和5年4月10日（月）～令和6年1月12日（金）
※ 12月31日（日）～1月3日（水）を除く

受付時間： 9:00 ～ 19:00（土日祝日含む）

0120-366-602
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