
福岡市内全域で利用可能なプレミアム付電子商品券

『FUKUOKA NEXT Pay』の発行について
福岡商工会議所、早良商工会、志賀商工会は、コロナ禍で冷え込んだ福岡市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を

図るため、福岡市内全域で利用可能なプレミアム付地域商品券を共同で発行します。
今回は、販売時の密集・密接を避けるとともに、事業者のキャッシュレス化の推進を図るために、電子商品券のみを発

行します。
福岡市内全域の登録店舗で利用可能で、発行額は60億円を予定しています。
本特集では「FUKUOKA NEXT Pay」について消費者の皆様、並びに、事業者の皆様に関連する事業のポイントをご紹

介します。

■FUKUOKA NEXT Payの事業概要

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
◎福岡市内における消費の喚起
◎地域経済の活性化

総額60億円（プレミアム20%含む）の電子商品券の発行（予定）

福岡商工会議所 /早良商工会 / 志賀商工会

令和3年（2021年）7月30日（金）から
令和4年（2022年）1月29日（土）まで

5,000円（額面6,000円）

1人50,000円（額面60,000円）まで

（略称：ネクスペイ）

消費者の皆さまの購入メリットについて

消費者の皆さまの購入方法・利用期間について

1 プレミアム率が20%と高還元率

2 スマホでかんたん、QRコードで使用できる

3 1円単位で使用できる

「ネクスペイ」最大の特徴はプレミアム率の高さです。プレミアム率が20%
なので、例えば12,000円分の電子商品券を10,000円で購入できます。一人
あたりの購入可能金額は5,000円から50,000円となるので、最大で10,000
円分お得にご利用いただけます。なお、販売単位は5,000円です。

抽選申込期間（福岡市在住者限定）
「ネクスペイ」は抽選での販売となります。下記のネクスペイ特設ホームページより、抽選申し込みをお願いします。
福岡市在住者に限定しない、一般販売は8月10日（火）から抽選販売予定です。

ご利用の際は、店頭に設置されたQRコードを読み取るだけなので、お支払
いもラクラクです。
また、紙の商品券の場合、自宅に置き忘れてしまったり、いざ使おうと思っ
たときに見つけられなかったり、紛失・破損してしまったりと、さまざまなリス
クがあります。「ネクスペイ」の場合、ご購入からご利用までがスマートフォン上
で完結するため、そういった心配がありません。

従来、紙の商品券や金券の場合はおつりが出ないケースがほとんどでした
が、「ネクスペイ」の場合、デジタルの特性を活かし、1円単位で決済すること
が出来るので、お客様のお買い物に合わせてフレキシブルなご利用が可能と
なっております。

当選者の購入方法
7月15日以降、抽選結果を登録したメールアドレスにメールで通知します。当選した人はクレジットカードやコンビ
ニエンスストアでの代金支払い等で、ネクスペイを購入できます。

利用期間・利用サポート
ネクスペイ購入・利用には、スマートフォンでの登録・購入手続が必要です。操作に不安がある人には、コールセ
ンターで操作方法を説明するほか、市内に41ヵ所あるソフトバンク・ワイモバイルショップで説明を行います（予約
制）。来店にはweb予約またはコールセンターでの電話予約が必要です。

令和3年7月1日（木）～7月15日（木）

令和3年7月30日（金）～令和4年1月29日（土）

目　　的

事業概要

発 行 元

利用期間

販売単価

購入限度額

ネクスペイHP：https://f-nexpay.dx.ticket.jp
コールセンター：0120-197-959
（受付時間  午前9:00～午後7:00 土日祝含む）

FUKUOKA NEXT Pay公式
@FukuokaNextPay
Twitterでいただいた質問にもできる限り回答させていた
だきます。「#ネクスペイ」でお問い合わせください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

特 集
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QRコードの読み込み

支払額の入力

支払いの実行

決済手順お会計時の会話例

QR

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

お客さま

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

店員（店舗）

①

③

②

②

②

①QRコードを提示
②お客さまがアプリを立ち上げ
③アプリ内カメラで読み込み

①お客さまが金額を入力
②店員（店舗）に金額を提示

QR

お客さま 店員（店舗）

①

①

QR

お客さま 店員（店舗）

③

1,000円

ネクスペイでお願いします。

●●円、入力しました。

「次へ」ボタンを押しました。

「支払う」ボタンを押しました。

お会計は●●円になります。
お支払いはいかがいたしますか？

それではこのQRコードを読み取り
●●円と入力してください。

では、スマホ画面を確認させて
いただきます。
「次へ」ボタンを押してください。

（入力金額を再確認）
では「支払う」ボタンを押して
ください。

支払い完了画面を確認いたします。
ありがとうございました。

福岡市全域約4,600店舗※で使用可能です。
※6月24日現在の登録速報状況です。今後も店舗追加がございます。

登録された、福岡市内の百貨店、ショッピングセンター、スーパーマー
ケット、ドラッグストア、家電量販店、ホームセンター、コンビニエンスス
トア、飲食店、商店街などで利用可能です。

事業者の皆さまにとっての「ネクスペイ」メリットについて

FUKUOKA NEXT Payが使える店舗について

1 支払いはQRコードでスピーディー

2 店舗の設備投資は一切不要

3 面倒な集計作業は一切不要

「ネクスペイ」は福岡市内の消費喚起・経済の活性化と同時に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う
キャッシュレス化推進を目的としています。キャッシュレス化の魅力のひとつは会計がスピーディであること。「ネクス
ペイ」はQRコード決済なので素早く決済できます。

「ネクスペイ」は専用端末を必要としていません。店舗ごとに配布するQRコード台紙を来店客がスマホで読み取る
だけで決済完了です。

「ネクスペイ」は電子商品券ですので、売上情報がスマホからかんたんに確認できます。終業後に面倒な集計作業
を必要としません。

4 会議所会員の皆様は換金手数料無料
非会員の皆様からは換金手数料として換金額の3％をいただきますが、会員の皆様は無料でご利用いただけます。
※複数の店舗を登録する場合は、別途条件がございます。

福岡市内取扱い店舗の募集について

募集期間
7月15日（木）まで、市内ネクスペイ取扱い店舗の募集をしています。8月下旬頃にQRコードが届

き次第、ネクスペイ対象店舗として利用可能となります。申請方法の詳細については、ネクスペイホー
ムページをご確認ください。
また、8月16日（月）～8月27日（金）に、二次募集を予定しています。

～令和3年7月15日（木）

1 1

2

①店員（店舗）が金額を確認
②お客さまに連絡
③お客さまが「支払う」ボタンを押す

2

3 3

■小売業  約2,800店舗
■飲食店  約1,400店舗
■宿泊施設  約100店舗
■サービス業  約300店舗

店舗登録
はこちら

本記事全般に関するお問い合わせ／商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169
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