
キャッシュレス決済 展示・体験会 出展事業者

1 2 3 4 5

PayPay株式会社 株式会社日専連ファイナンス 株式会社肥後銀行 肥銀カード株式会社 株式会社Origami

クレジット クレジット クレジット クレジット クレジット

電子マネー 電子マネー 電子マネー 電子マネー 電子マネー

QRコード QRコード QRコード QRコード QRコード

その他 その他 その他 その他 その他

期間中

（2019年10月～6月）
0% 3.25% 2.00% 3.25%以下 3.25%

期間終了後

（2020年7月以降）
0%

原則開始前の料率に戻す。

新規ご加入の加盟店へは個別調整

予定。

2.00% 原則開始前の料率に戻す。 3.25%

期間中 なし

期間終了後 2021年9月までなし

複数回 月２回 月1回もしくは2回 月２回 月２回

翌日から翌々営業日
15日締、当月29日支払

月末締、翌月15日支払

（月１回）月末締、翌月末支払

（月２回）15日締、月末支払

     月末締、翌月15日支払

15日締、月末支払

月末締、翌月15日支払
１５日、月末

不要

（QRコード）

店頭に設置する端末（据置型端

末）、持ち運び可能な端末（モバ

イル決済端末）

不要

（プリントQR準備予定）

店頭に設置する端末（据置型端

末）

不要

（QRコード）

問合せ窓口名称 加盟店新規受付センター 加盟店窓口 経営企画部デジタルイノベーション室 営業部 法人サポート窓口

電話番号 0120-990-640 096-324-4792 096-326-8603 096-359-8311 03-5843-0214

受付時間 10:00～19:00 9:00～18:00 9:00～17:00 9:00～17:00 10:00～19:00

URL https://paypay.ne.jp/store/
https://www.nissenren.co.jp/nfs/website/ka

meiten-service
https://www.higobank.co.jp https://higincard.co.jp https://origami.com/origami-pay/

お問合せ先

入金タイミング

指定金融機関振込は無料。

それ以外の金融機関有料。
振込手数料 なしなし

提供端末

提供可能な

決済ブランド／サービス

事業者名

№

決済事業者

に支払う

手数料

手数料の他

に係る費用



キャッシュレス決済 展示・体験会 出展事業者

期間中

（2019年10月～6月）

期間終了後

（2020年7月以降）

期間中

期間終了後

問合せ窓口名称

電話番号

受付時間

URL

お問合せ先

入金タイミング

提供端末

提供可能な

決済ブランド／サービス

事業者名

№

決済事業者

に支払う

手数料

手数料の他

に係る費用

6 7 8 9 10

株式会社九州しんきんカード 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社ジャックス 株式会社談 株式会社コムラスグループ

クレジット クレジット クレジット クレジット クレジット

電子マネー 電子マネー 電子マネー 電子マネー 電子マネー

QRコード QRコード QRコード QRコード QRコード

その他 その他 その他 その他 その他

3.25%以下 未定
2.99%以下

（くまもと特別条件）
3.25％以下 2.9％～

原則開始前の料率に戻す。 未定 3.25%以下 3.25％以下 2.9％～

月２回 複数回 月２回 月１回 月1回もしくは2回

15日締、月末支払

月末締、翌月15日支払

翌営業日（銀行営業日）１４時以

降

15日締、月末支払

月末締、翌月15日支払
月末締、翌月末払い

（月１回）月末締、翌月末支払

（月２回）15日締、月末支払

     月末締、翌月15日支払

店頭に設置する端末（据置型端

末）、持ち運び可能な端末（モバ

イル決済端末）

不要

（QRコード）

店頭に設置する端末（据置型端

末）, 持ち運び可能な端末（モバ

イル決済端末）

店頭に設置する端末（据置型端

末）, 持ち運び可能な端末（モバ

イル決済端末）

持ち運び可能な端末（モバイル決

済端末）, タブレット（タブレッ

ト型決済端末），プリンター

業務統括部 熊本支店 法人サービス部 熊本支店 株式会社談 株式会社コムラスグループ

096-352-1173 096-325-7150 0120-995-348 096-345-2737 0952-20-0952

9:00～17:30 9:00～17:00 9:45～18:10 9:00～17:00 10:00～17:00
https://www3.vpass.ne.jp/kamei/inquiry/inde

x.jps?cc=019
https://www.jp-bank.japanpost.jp/ http://www.jaccs.co.jp/ http://www.dankk.co.jp/ http://comls.co.jp

なしなし原則無し、通信費は別途
決済端末補助の対象外費用（POS連動

費用、故障修理費用、ルーター・サー

バー等）

未定



キャッシュレス決済 展示・体験会 出展事業者

期間中

（2019年10月～6月）

期間終了後

（2020年7月以降）

期間中

期間終了後

問合せ窓口名称

電話番号

受付時間

URL

お問合せ先

入金タイミング

提供端末

提供可能な

決済ブランド／サービス

事業者名

№

決済事業者

に支払う

手数料

手数料の他

に係る費用

11 12 13

株式会社熊本銀行 株式会社リクルートライフスタイル LINE Pay株式会社

クレジット クレジット クレジット

電子マネー 電子マネー 電子マネー

QRコード QRコード QRコード

その他 その他 その他

未定 3.24% 0%

未定 3.24%または3.74% 0%

なし

2021年7月末までなし

複数回 月3回または月6回 月1回

翌営業日、月2回、

月1回より選択

月末締め翌月末払い（但し、240

円で指定日入金が可能）

タブレット（タブレット型決済端

末）

タブレット（タブレット型決済端

末）

店頭に設置する端末（据置型端

末）

YOKA!Payサービスデスク（加盟店用）
リクルート決済サービス

キャッシュレス・消費者還元事業窓口
加盟店加入申請問合せ窓口

0120-123-272 0120-194-861 0120-993-454

9:00～17:30 10:00～19:00 10:00～18:00
http://www.kumamotobank.co.jp/corporate/y

okapay/
https://faq.airpayment.jp/hc/ja

https://request.line-

pay.info/LP_seminar1.html

なしなし


