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「道銀キャッシュレスキャンペーン」の実施について
～ほくほく Pay および J-Coin Pay で当行口座を新規にご登録いただくと 500 円プレゼント～

北海道銀行（頭取 笹原 晶博）では、2020 年 6 月 8 日（月）より、
「道銀キャッシュレスキャンペ
ーン」を実施いたします。
本キャンペーンは、期間中にスマホ決済サービス「ほくほく Pay」および「J-Coin Pay」において、
新規に当行預金口座をご登録いただいたお客さまを対象に、現金 500 円プレゼントするものです。
当行は、キャッシュレス推進とデジタルバンキングへの取り組みの一環として「ほくほく Pay」
「J-Coin Pay」アプリユーザーと加盟店双方の拡大を積極的に推進し、地域の皆さまの利便性向上に
取り組んでまいります。

記
１． キャンペーン内容
期間
対象者
対象取引
景 品

2020 年 6 月 8 日(月)～2020 年 8 月 31 日(月)
個人のお客さま（個人事業主の方は除きます）
「ほくほく Pay」および「J-Coin Pay」において当行口座を新規ご登録
現金 500 円プレゼント

応募方法

自動エントリーのため応募は不要です。

留意事項

（1）「ほくほく Pay」および「J-Coin Pay」の両サービスに当行預金口座を新規でご
登録いただいた方が対象となります(申込み時点でどちらかのサービスに登録済
の場合は対象外となります)。
（2）両サービスに同一口座をご登録いただいた方を対象といたします。
（3）お 1 人さま上限 500 円となります。
（4）景品のご入金は 10 月末を目処にご登録口座へ入金いたします。
（5）景品提供時点で決済サービスを解約・退会している場合は、対象外となります。

※ アプリのダウンロードについて、
【App Store】または【Google Play Store】にて、
「ほくほく Pay」
または「J コイン」と検索してください。
※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２． ほくほく Pay・J-Coin Pay について
＼アプリで簡単登録／

（1）ほくほく Pay について

＼利用料無料／

当行預金口座をお持ちのお客さまが、当行をはじめ
とした「銀行 Pay」参加行※とご契約いただいた加盟
店で代金支払いの際、スマホアプリの操作のみで予め
登録した当行預金口座から即時決済を可能とするサ
ービスです。
（クレジットカードの登録や事前チャー
ジ等が不要）
※参加行：北陸銀行、横浜銀行、福岡銀行、熊本銀行、
親和銀行、ゆうちょ銀行、沖縄銀行
※加盟店数：10 万超(銀行 Pay 含)

￥

（2）J-Coin Pay について
みずほ銀行が提供するスマホ決済サービスです。

＼口座から直接決済／

「J-Coin Pay」アプリへ当行預金口座から事前にチャ
ージし、
「J-Coin Pay」加盟店で代金支払いの際、スマ
ホアプリを操作することで支払いが完了する決済サ
ービスです。
※加盟店数：40 万超

（3）各サービスのご登録はこちら
≪ほくほく Pay≫

≪J-Coin Pay≫

３．該当する SDGs の目標
SDGs は Sustainable Development Goals の略称で、2015 年に国連で採択された 2030 年までに達成
すべき 17 の目標と 169 の具体的なターゲットを定めた「持続可能な開発目標」です。
ほくほくフィナンシャルグループは、2019 年４月に「SDGｓ宣言」を表明しました。

以

＜本件に関するお問い合わせ先＞
北海道銀行 デジタル戦略部
上杉・松林 TEL 011-233-1429
広報ＣＳＲ室
小山・西東 TEL 011-233-1005

上

もれなく
全員に

期間 2020年6月8日（月）～2020年8月31日（月）
期間中、「ほくほくPay」および「J-Coin Pay」で道銀の預金口座を新規に登録いただい
たお客さまお一人につき500円を当行口座にご入金いたします！
この機会にぜひご利用ください。
キャンペーン内容
ほくほくPay

Jコイン

500円
キャンペーン期間中に
ほくほくPayとJ-Coin Payを
ダウンロードし
道銀の預金口座を登録

【AppStore】または【GooglePlay Store】にて、
ほくほくPayもしくはJコインで検索！
上記QRコードをスキャンしていただければ、
専用サイトにアクセスできます！

キャンペーン期間終了後
10月末を目処に
500円プレゼント

【留意事項等】
1. 「ほくほくPay」および「J-Coin Pay」の両方を新規でご登録いただいた方が対象となります。
（キャンペーン期間前にどちらか片方のサービスをご登録済みの方は対象外になります）
2. 「ほくほくPay」および「J-Coin Pay」に同一口座をご登録いただくことが条件となります。
3. 日本国内にお住いの個人のお客さま（個人事業主の方は除きます）で、条件を満たしたお客さまが対象となります。
4. 500円のプレゼントはお一人さまにつき1回限りです。
5. 500円のプレゼントはご登録いただいた預金口座へ2020年10月末を目処にご入金いたします。
6. 景品提供時点でほくほくPay、J-Coin Payを解約・退会されている場合は対象外となります。
7. 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。
8. 受け取られた景品に対し課税が生じ、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは所轄の税務署などにご相談ください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

アプリの初期登録方法は裏面をご参照ください。

J-Coin Payでお金のやりとりがこんなに変わる！
すべて
手数料
お金のチャージも
口座に戻すのもOK

割り勘だって
スマホでスムーズ

「送る」も「もらう」も
自由自在！

0

お買い物も
スマホでOK

ほくほくPayでお買い物がこんなに変わる！
SHOP

円

口座から直接決済
チャージ不要！

使えるお店を
ラクラク検索！

現金のわずらわしさから
すっきり解放！

上記マークがあるお店でも
ご利用いただけます！※

※お店に「銀行Pay」で支払うことをお伝えください。
※一部店舗でご利用いただけない場合があります。

初期登録方法
ほ
く
ほ
く
P
a
y
アプリを起動し、
新規登録を
選択してください。

メールアドレスを入力し
届いた確認コードを
入力してください。

お客さま情報を入力し、
ログインIDとパスワードを
登録してください。

J
C
o
i
n
P
a
y
アプリを起動し
利用規約に
同意します。

電話番号を入力し
認証コードを
入力してください。

お名前、生年月日
住所等のお客さま情報を
登録してください。

お支払口座を登録します。
利用規約を確認後、
「同意する」を選択してください。
画面のご説明通り、
お客さま情報を入力してください。

お客さま情報入力後、
ご本人さま確認のため
銀行届け出の電話番号宛に
ワンタイムパスワードを通知する電話が
かかってきます。
ワンタイムパスワード入力後
キャッシュカードの暗証番号を
入力すると
お支払口座の登録が完了します。

お問い合わせ先
●

「ほくほくPay」の口座登録に関して

●

キャンペーンに関して

●

「J-Coin Pay」の口座登録に関して

ほくほくPayヘルプデスク

TEL 0120-550-985
J-Coin Payサポートセンター

TEL 0120-324-367

受付時間：9：00～17：00
（平日のみ[12/31～1/3を除く]）
受付時間：9：00～21：00
（平日のみ[12/31～1/3を除く]）
※J-Coin Payは、みずほ銀行が
提供するスマホ決済サービスです。

