
 

「J-Coin Pay」の取扱い開始について 

 

 「J-Coin Pay」とは、みずほ銀行が提供するＱＲコード決済サービスです。 

 お客様がスマートフォンに「J-Coin Pay」アプリ（以下「アプリ」といいます。）をダウンロー

ドし、当組合口座を登録することにより、登録口座とアプリとの資金移動、加盟店での支払いや

個人間の送金等にご利用いただけます。 

 

 

 

【サービス内容】 

ご利用いただけるお客様 個人のお客様に限ります。 

ご利用対象となる口座 キャッシュカード発行済みの普通預金口座 

ご利用可能時間 

24時間 365日 

※次のシステムメンテナンス時間帯はご利用できません。 

    ・毎日 4:00～4:10 

・第 2、4 土曜 23:48～翌日 7:00 

    ・上記以外のシステムメンテナンス時間 

ご利用限度額等 

・チャージ： 10万円／1日 

・決 済： 50万円／1回 

・残 高：500万円 

ご利用手数料 

無料 

※アプリダウンロード時およびご利用時の通信料等は、 

お客様のご負担となります。 

 

 

 

 



 

 

【ご利用方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①だれでも紹介キャンペーン 

 実施期間：令和 4年 7月 15日～令和 4年 9月 30日 

アプリの友達紹介機能を利用し、「新規ユーザーを紹介した既存ユーザー」および 

「紹介された新規ユーザー」双方に J-Coinボーナスを還元するキャンペーン。 

②上限なし！ずーっと 0.5%還元キャンペーン 

 実施期間：令和 4年 7月 15日～令和 4年 12月 30日 

加盟店での決済額に対し 0.5%の J-Coinボーナスを還元するキャンペーン。 

 

※詳しくは J-Coin Payホームページ（https://j-coin.jp）をご覧ください。 

 

 

【ご注意】 

・キャッシュカードの暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。 

・セキュリティ等に十分注意し、スマートフォンは厳重に管理してください。 

・万一、スマートフォンを紛失した場合や身に覚えのないお取引等が発生した場合には、 

  J-Coin Payサポートセンターまたは当組合までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

【お問い合わせ先】 

ご不明な点についてのお問い合わせや、スマートフォン紛失等による利用停止手続き等について

は、J-Coin Payサポートセンターへご連絡ください。 

J-Coin Payサポートセンター 

電 話：0120-324-367 

受 付 時 間：平  日  9:00～21:00 

              土日祝  9:00～17:00 

ホームページ：https://j-coin.jp 

 

お客様がご自身のスマートフォンにアプリをダウンロードする 

アプリ画面にて、登録済口座を選択して資金移動（チャージ）を行う 

資金移動（チャージ）完了（即時に口座から引落しされる） 

アプリ画面の案内に従い、口座登録を行う 

※口座登録する際、当組合にお届けいただいている電話番号から認証用電話番号へ

架電していただく必要があります 

～キャンペーン開催中～ 

https://j-coin.jp/
https://j-coin.jp/


● お支払時は①J-Coinボーナス、②通常コインの優先順位で自動的に支払われます。お客さまおよび加盟店の店舗での選択操作等は発生しません。
● J-Coinボーナスの残高がなくなると、通常コインから差額が自動的に支払われます。● 付与されるJ-Coinボーナスの有効期限は2022年10月末です。
● J-Coinボーナスは送金および口座に戻すことはできません。
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※J-Coinボーナスで付与します。お支払いにのみご利用できます。

まずはアプリをダウンロード！ 
ダウンロードはこちら Jコインペイ

詳しくは裏面で



・本キャンペーン期間中に紹介をされてアプリをご利用いただいたお客さまが10名へ達した時点でのプレゼント金額を上限とさせていただきます。・本キャンペーンは予
告なく内容の変更や中止となることがあります。また、本キャンペーン内容はみずほ銀行の判断により随時変更することができるものとします。この場合、本キャンペーン
サイトなどに掲載することにより、変更内容を随時告知いたします。あらかじめご了承ください。・不正な決済利用とみずほ銀行が判断した場合は、プレゼントの権利は無
効となりますのでご了承ください。・キャンペーン期間中にJ-Coin Payのアカウントを解約もしくはご利用端末の電話番号を変更した場合、プレゼント対象外となります。

紹介する方の手順（キャンペーン期間中に新規でご登録いただいた方も含む）
❶ アプリインストール・会員情報の登録を完了させた上で、対象期間中にJ-Coin Payを招待コードとともに紹介します。
❷ 紹介された方がインストール、会員情報登録、銀行口座登録までを完了し、招待コードを入力すると紹介された方へ200円が送られます。
❸ 紹介された方が送ってもらうの画面で送られてきている200円を受け取ると、紹介した方に200円が送られます。

紹介された方の手順
❶対象期間中にJ-Coin Payをインストールし、会員情報の登録、金融機関口座登録を行います。
❷既にご利用のお客さま（紹介する方）から送られてきた招待コードを登録します。
❸送ってもらうの画面から送られてきている200円を受け取ります。

2022年7月15日現在

ここから先の手続きは、金融機関ごとに異なります。
わからない場合は各金融機関にお問い合わせください。 

金融機関口座の登録

ダウンロードはこちら
Jコインペイ

案内に従い端末認証やログインパスワードの
設定を行います。 

J-Coin Payアプリを
ダウンロードし起動

3
ステップ

1
ステップ

2
ステップ

氏名、生年月日、住所等を入力し、
画面に従い本人認証を行います。

会員情報の登録・
本人確認

より詳しくはコチラから

簡単5分で
登録完了！

登録完了！すべての機能をご利用いただけます！

設定 ステップ33333333333333333
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プレゼントを
もらおう ！

お友だち・ご家族に紹介して

詳しくは
こちら

J-Coin Payについてのお問い合わせ

　お問い合わせ 0120 - 324 - 367
平日
土・日、祝日・
振替休日

9:00~21:00

9:00~17:00
受付
時間



ダウンロードはこちら Jコインペイ

※ キャンペーンの対象となる加盟店はJ-Coin PayウェブサイトのInformationよりご確認ください。※ プレゼントはJ-Coin Payアカウントに還元します。※ 還元は
決済日の30日後となります。※ 還元金額は1回のお支払い毎に計算し、端数は切り捨てます。※ 還元金額とJ-Coin Payアカウントの残高の合計が、設定されてい
る残高の上限金額を超える場合、上限金額まで還元します。上限金額を超える分は還元されません。

％05
が上限

還元額の

な い から※

2022年7月15日（金）～2022年12月30日（金）キャンペーン期間

キャンペーン期間中、お支払金額の0.5%を
J-Coinボーナスでプレゼントします !

J-Coin Payをご利用中のお客さま

● キャンペーン期間中、お支払金額の0.5%をJ-Coinボーナスでプレゼントします。
● プレゼント上限はありません。
● J-Coinボーナスはお支払いにご利用でき、送金および口座に戻すことはできません。
● J-Coinボーナスの有効期限はプレゼントされた月から1ヵ月後の月末までです。

1 2

キャンペーン期間中、
J-Coin Payでお支払い。

お支払金額の
0.5%を
プレゼントします。

※還元金額とJ-Coin Payアカウントの残高の合計が、設定されてる残高の上限金額を超える場合、上限金額まで還元し、上限金額を超える分は還元されません。
※J-Coinボーナスで付与します。お支払いにのみご利用できます。

上限なし！ずーっと0.5%還元キャンペーン※



送金および口座に戻すことは
できません。

決済日の30日後に
J-Coinボーナスが
プレゼントされます！

有効期限は
プレゼントされた月から
1ヵ月後の月末までです。
お早めにご利用ください！

1ヵ月後の
月末まで

還元は
決済日の

30日後

● お支払時は①J-Coinボーナス、②通常コインの優先順位で自動的に支払われます。お客さまおよび加盟店の店舗での選択操作等は発生しません。

● J-Coinボーナスの残高がなくなると、通常コインから差額が自動的に支払われます。

● 本キャンペーンは予告なく内容の変更や中止となることがあります。また、本キャンペーン内容はみずほ銀行の判断により随時変更する
ことができるものとします。この場合、本キャンペーンサイトなどに掲載することにより、変更内容を随時告知いたします。あらかじめご了
承ください。

● 不正な支払いとみずほ銀行が判断した場合は、プレゼントの権利は無効となりますのでご了承ください。

● プレゼントまでに、J-Coin Payのアカウントを解約もしくはご利用端末の電話番号を変更した場合、プレゼントの対象外となります。

● 他のキャンペーン等とは併用できない場合があります。

● キャンペーンの対象となる加盟店はJ-Coin PayウェブサイトのImformationよりご確認ください。

● J-Coin Payアプリのダウンロードおよびご利用には、別途通信費用等が発生し、お客さまのご負担となります。

● J-Coin Payは、みずほ銀行が提供する送金・決済アプリです。連携する金融機関の預金口座保有者は、個人間の送金や店舗での支払
い、預金口座との入出金(チャージ/口座に戻す)等のサービスが利用できます。

● 画像はすべてイメージです。

● 対応OSはiOS10以上、Android6以上となります。なお、タブレットやiPadでの動作保証はいたしかねます。

● 本アプリは決済機能を有していますので、セキュリティ等に十分注意し、スマートフォンおよびログインパスワード等を厳重に管理してく
ださい。

ご注意事項

J-Coin Payについてのお問い合わせ

　お問い合わせ 0120 - 324 - 367
受付時間 平日

土・日、祝日・振替休日

9:00~21:00
9:00~17:00

● J-Coin Payは、みずほ銀行が提供するスマホ決済アプリです。
● 本アプリのダウンロードおよびご利用には別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります。 2022年7月15日現在

アプリダウンロードはこちら

BANK


