
事業実施が確定している決済事業者一覧

決済事業者登録者件数：9件 2023/01/11時点

エス・ビー・システムズ株式会社 ＣｏＧＣａ（コジカ） ＣｏＧＣａ（コジカ） 9時～18時 0570-022-377 http://www.cogca.jp 1

三豊市 Ｍｉｔｏ　Ｐａｙ Ｍｉｔｏ　Ｐａｙポイント

平日　9：00～17：00（土日

祝及び12月29日～1月3日を除

く）

0570-06-8888 https://mitopay.jp/ 2

株式会社ゆめカード ゆめか ゆめかチャージ 10:00～18:00(元日除く） 0570-017-117
https://www.youmecard.jp/lgu/you

me.html
3

株式会社ニモカ ｎｉｍｏｃａ ｎｉｍｏｃａポイント 8:00～20:00 0570-092-111 https://www.nimoca.jp/about/ 4

株式会社フジ・カードサービス エフカマネー エフカマネー 9:00-22:00（年中無休） 0120-123-452
https://www.fujifca.co.jp/campaign/

municipality/
5

株式会社ＮＴＴドコモ ｄ払い ｄポイント 午前9時～午後8時 0120-613-360
https://service.smt.docomo.ne.jp/kei

tai_payment/
6

楽天Ｅｄｙ株式会社 楽天Ｅｄｙ Ｅｄｙ
[平日]9:30～19:00／[土日祝

日]10:00～18:00
0570-081-999

https://edy.rakuten.co.jp/info/localg

overnment/mynumber_point/
※詳細ページをご確認ください。 7

琴平町 琴平町電子地域通貨ＫＯＴＯＣＡ コトカポイント
８時３０分～１７時１５分ま

で（土日祝、年末年始除く）
0877-75-6711 kikaku@town.kotohira.lg.jp

https://www.town.kotohira.kagawa.j

p/site/denshitiikituuka-

kotoca/8102.html

8

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕ　ＰＡＹ ａｕ　ＰＡＹ　残高 9:00～20:00（年中無休） 0120-977-964
https://aupay.auone.jp/contents/lp/j

ichitai_mynapoint/description.html
9

詳細番号営業日・時間ポイント名称決済事業者名 決済サービス名称 電話番号 メールアドレス 決済サービスの紹介ページ 備考
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https://aupay.auone.jp/contents/lp/jichitai_mynapoint/description.html


詳細番号 1

事業者名 エス・ビー・システムズ株式会社

決済サービス名称 ＣｏＧＣａ（コジカ）

決済サービスの紹介ページ http://www.cogca.jp

決済サービスの注意事項

決済サービス区分 電子マネー

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 申込み時点で１５歳以下の方は、親権者の同意が必要となります。

事前登録 不要

決済サービスID ＣｏＧＣａカード裏面に記載されている「ＣｏＧＣａ番号」半角数字16桁。

セキュリティコード ＣｏＧＣａカード裏面に記載されているＰＩＮ半角数字4桁。

ポイント名称 ＣｏＧＣａ（コジカ）

ポイント付与の注意事項

ポイント付与方法 「チャージ(申込当日以降)」、「付与権利確定」の翌日に付与。

ポイント受取方法 自動付与の為、手続き不要。

ポイント受取方法の詳細

問い合わせ先 ＣｏＧＣａマイナポイントコールセンター

営業日・時間 9時～18時

電話番号 0570-022-377

メールアドレス

備考

http://www.cogca.jp


詳細番号 2

事業者名 三豊市

決済サービス名称 Ｍｉｔｏ　Ｐａｙ

決済サービスの紹介ページ https://mitopay.jp/

決済サービスの注意事項
今年度のMito Payの利用期限は令和5年2月28日までとなっております。それを過ぎ

ると利用できませんので、ご注意ください。

決済サービス区分 QRコード

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 なし

事前登録 不要

決済サービスID 決済サービスID・Mito Payアプリに表示される英数字8桁

セキュリティコード セキュリティコード1・Mito Payアプリに表示される数字4桁

ポイント名称 Ｍｉｔｏ　Ｐａｙポイント

ポイント付与の注意事項

三豊市内のＭｉｔｏ Ｐａｙ加盟店のみで使用可能。Ｍｉｔｏ Ｐａｙポイントを取

得後、アプリ内の「ポイント」→「つかう」→「ポイントからマネーにチャージ」

を選択し、金額を入力して、マネーチャージを行うことで、利用可能となります。

ポイントのままではお買い物に利用することはできません。

ポイント付与方法 原則として、付与権利確定日から即日付与

ポイント受取方法

申込当日から翌日に付与。三豊市内のＭｉｔｏ Ｐａｙ加盟店のみで使用可能。Ｍｉ

ｔｏ Ｐａｙポイントを取得後、アプリ内の「ポイント」→「つかう」→「ポイント

からマネーにチャージ」を選択し、金額を入力して、マネーチャージを行うこと

で、利用可能となります。ポイントのままではお買い物に利用することはできませ

ん。

ポイント受取方法の詳細

問い合わせ先 三豊市DX推進プロジェクト

営業日・時間 平日　9：00～17：00（土日祝及び12月29日～1月3日を除く）

電話番号 0570-06-8888

メールアドレス

備考

https://mitopay.jp/
今年度のMito Payの利用期限は令和5年2月28日までとなっております。それを過ぎると利用できませんので、ご注意ください。
今年度のMito Payの利用期限は令和5年2月28日までとなっております。それを過ぎると利用できませんので、ご注意ください。


詳細番号 3

事業者名 株式会社ゆめカード

決済サービス名称 ゆめか

決済サービスの紹介ページ https://www.youmecard.jp/lgu/youme.html

決済サービスの注意事項

以下の時間帯は決済サービス登録ができません。

毎 日  23：45 ～ 0：20　5：30 ～ 6：30

毎 月  17日 23：45 ～ 18日 1：00

決済サービス区分 電子マネー

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 なし

事前登録 不要

決済サービスID お客様番号13桁（カード表面に記載されている数字13桁の番号）※ハイフンなし

セキュリティコード 生年月日8桁(YYYYMMDD)

ポイント名称 ゆめかチャージ

ポイント付与の注意事項

ポイント付与方法 原則として、付与権利確定日から翌日以降に付与。

ポイント受取方法 付与権利確定日の翌日以降に電子マネーゆめかへ自動付与。

ポイント受取方法の詳細 https://www.youmecard.jp/lgu/youme.html

問い合わせ先 ゆめかマイナポイント専用ダイヤル

営業日・時間 10:00～18:00(元日除く）

電話番号 0570-017-117

メールアドレス

備考

https://www.youmecard.jp/lgu/youme.html
以下の時間帯は決済サービス登録ができません。
毎 日  23：45 ～ 0：20　5：30 ～ 6：30
毎 月  17日 23：45 ～ 18日 1：00
以下の時間帯は決済サービス登録ができません。
毎 日  23：45 ～ 0：20　5：30 ～ 6：30
毎 月  17日 23：45 ～ 18日 1：00
以下の時間帯は決済サービス登録ができません。
毎 日  23：45 ～ 0：20　5：30 ～ 6：30
毎 月  17日 23：45 ～ 18日 1：00
https://www.youmecard.jp/lgu/youme.html


詳細番号 4

事業者名 株式会社ニモカ

決済サービス名称 ｎｉｍｏｃａ

決済サービスの紹介ページ https://www.nimoca.jp/about/

決済サービスの注意事項

決済サービス区分 電子マネー

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 なし

事前登録 不要

決済サービスID nimocaカード裏面に記載のNRから始まる17桁の番号

セキュリティコード 決済サービスIDの下8桁の番号

ポイント名称 ｎｉｍｏｃａポイント

ポイント付与の注意事項
付与されたポイントを使用する際は、nimocaポイント交換機やnimoca取扱窓口に

てnimoca電子マネーに交換が必要

ポイント付与方法 付与権利確定日から翌々日

ポイント受取方法 自動付与のため手続き不要

ポイント受取方法の詳細

問い合わせ先 nimocaコールセンター

営業日・時間 8:00～20:00

電話番号 0570-092-111

メールアドレス

備考

https://www.nimoca.jp/about/


詳細番号 5

事業者名 株式会社フジ・カードサービス

決済サービス名称 エフカマネー

決済サービスの紹介ページ https://www.fujifca.co.jp/campaign/municipality/

決済サービスの注意事項

決済サービス区分 電子マネー

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 エフカクレジットカードMastercardは年齢制限有り　18歳以上（高校生は除く）

事前登録 不要

決済サービスID カード表面記載のお客様番号（1-10-010または7-10-010から始まる14桁の数字）

セキュリティコード 会員登録されている「生年月日（ yyyy,mm,dd）」半角数字8桁

ポイント名称 エフカマネー

ポイント付与の注意事項

ポイント付与方法 受取申請を10日毎に締め、5日後にエフカマネーで付与されます

ポイント受取方法

マイナンバーカードを取得の上、マイキープラットフォームからお申し込みができ

ます。 

決済サービス選択画面内で「エフカマネー」をご選択ください。 

※申込時にカード表面記載のお客様番号（1-10-010または7-10-010から始まる14

桁の数字）と生年月日（YYYYMMDD）の入力が必要です。 

自治体マイナポイント受取申請を10日毎（10日、20日、末日）に締め、5日後（当

月15日、当月25日、翌月5日）にエフカマネーで付与されます。

ポイント受取方法の詳細 https://www.fujifca.co.jp/campaign/municipality/

問い合わせ先 カスタマーセンター

営業日・時間 9:00-22:00（年中無休）

電話番号 0120-123-452

メールアドレス

備考

https://www.fujifca.co.jp/campaign/municipality/
https://www.fujifca.co.jp/campaign/municipality/


詳細番号 6

事業者名 株式会社ＮＴＴドコモ

決済サービス名称 ｄ払い

決済サービスの紹介ページ https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/

決済サービスの注意事項
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/m

yna_ouen/

決済サービス区分 QRコード

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 なし

事前登録 不要

決済サービスID

ｄポイントクラブ会員番号 

ｄポイントの受け取りなどにご利用いただくための番号 

（ｄ払いアプリのアカウント画面から確認できる半角12桁の数字）

セキュリティコード

ｄ払い番号（d払い口座番号） 

ｄ払いのウォレット機能等をご利用いただくための番号。 

（ｄ払いアプリのアカウント画面から確認できる半角13桁の数字）

ポイント名称 ｄポイント

ポイント付与の注意事項

自治体マイナポイントへ申込みするにあたり、ｄポイントクラブへの入会が必要。 

 

付与されるポイントの種別、有効期限は自治体の施策により異なります。 

 

<申請により直接ポイントが付与される場合> 

付与されるポイント：ｄポイント 

有効期限：付与された月から起算して48か月後の月末まで。 

ポイント付与方法 自治体の施策により、ポイント付与の時期が異なります。

ポイント受取方法

付与されるポイントの種別、有効期限は自治体の施策により異なります。 

 

<申請により直接ポイントが付与される場合> 

自治体マイナポイントの受取申請完了が1日～15日の場合、月末までにdポイントが

付与されます。 

16日～月末の場合、翌月15日までにdポイントが付与されます。

ポイント受取方法の詳細
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/m

yna_ouen/

問い合わせ先 ｄ払いお問い合わせダイヤル

営業日・時間 午前9時～午後8時

電話番号 0120-613-360

メールアドレス

備考

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/myna_ouen/
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/myna_ouen/
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/myna_ouen/
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/myna_ouen/


詳細番号 7

事業者名 楽天Ｅｄｙ株式会社

決済サービス名称 楽天Ｅｄｙ

決済サービスの紹介ページ https://edy.rakuten.co.jp/info/localgovernment/mynumber_point/

決済サービスの注意事項

決済サービス区分 電子マネー

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 なし

決済手段の登録条件 なし

事前登録 不要

決済サービスID

Edy番号とは、Edyカードやおサイフケータイに割り振られる固有の番号（16桁の

数字）です。 

 

・Edyカードの場合： 

カードの裏面に記載された16桁の数字 

 

・おサイフケータイの場合： 

手順1. [詳細を見る]をタップ 

手順2. Edy番号に書かれている16桁の数字

セキュリティコード

セキュリティコード（Edyコード）は、カード裏面に記載された6~7桁の数字で

す。 

※おサイフケータイのEdyでお申し込みいただく場合は、Edy番号の下4桁をご入力

ください

ポイント名称 Ｅｄｙ

ポイント付与の注意事項

ポイント付与方法 単純は権利確定月・還元はチャージ又は利用月の翌月10日

ポイント受取方法

※受取必要※ 

受取方法：下記手続き場所にてEdyギフトとして受取手続きをお願いいたします。 

受取期限：各施策内容に順じます。 

手続場所：赤いチャージ機・ファミポート等専用端末、スマートフォンアプリ

(iOS・android)

ポイント受取方法の詳細 https://edy.rakuten.co.jp/howto/gift/

問い合わせ先 楽天Edyカスタマーデスク

営業日・時間 [平日]9:30～19:00／[土日祝日]10:00～18:00

電話番号 0570-081-999

メールアドレス

https://edy.rakuten.co.jp/info/localgovernment/mynumber_point/
https://edy.rakuten.co.jp/howto/gift/


備考

【楽天Edyカスタマーデスク】 

問合せフォーム：https://support.rakuten-

edy.co.jp/helpdesk?category_id=343&faq_id=90&site_domain=default 

楽天Edy株式会社：https://support.rakuten-edy.co.jp 

 

楽天Edyカスタマーデスク 

電話番号：0570-081-999 

受付時間：9:30～19:00 

（平日:9:30～19:00 土日祝日:10:00～18:00）[平日]午前9時30分～午後7時00分／

[土日祝日]午前10時00分～午後6時00分 

　* 自動音声でのご案内となります。 

　* 休業日：元旦 

　* また、お電話が繋がりにくい場合もございます。あらかじめご了承ください。 

　* 一部のNTT以外の電話会社による長距離電話、CATV、IP電話などの場合ナビダ

イヤルを利用できないことがあります。 

　* システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合がありま

す。



詳細番号 8

事業者名 琴平町

決済サービス名称 琴平町電子地域通貨ＫＯＴＯＣＡ

決済サービスの紹介ページ https://www.town.kotohira.kagawa.jp/site/denshitiikituuka-kotoca/8102.html

決済サービスの注意事項

決済サービス区分 電子マネー

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 コトカアプリをダウンロードしている方

決済手段の登録条件 スマートフォン又はタブレットにコトカアプリをダウンロードしている方

事前登録 不要

決済サービスID
決済サービスＩＤ・コトカアプリのマイページから基本情報のマイナポイントの情

報をタップし、システムにて払い出すランダムな８桁の英数文字を確認する。

セキュリティコード
セキュリティコード・コトカアプリのマイページから基本情報のマイナポイントの

情報をタップし、システムにて払い出すランダムな４桁の数字を確認する。

ポイント名称 コトカポイント

ポイント付与の注意事項

ポイント付与方法 「ポイント」に即日付与

ポイント受取方法 自動付与のため、手続き不要。

ポイント受取方法の詳細 https://www.town.kotohira.kagawa.jp/site/denshitiikituuka-kotoca/8102.html

問い合わせ先 琴平町役場　企画防災課

営業日・時間 ８時３０分～１７時１５分まで（土日祝、年末年始除く）

電話番号 0877-75-6711

メールアドレス kikaku@town.kotohira.lg.jp

備考

https://www.town.kotohira.kagawa.jp/site/denshitiikituuka-kotoca/8102.html
https://www.town.kotohira.kagawa.jp/site/denshitiikituuka-kotoca/8102.html


詳細番号 9

事業者名 ＫＤＤＩ株式会社

決済サービス名称 ａｕ　ＰＡＹ

決済サービスの紹介ページ https://aupay.auone.jp/contents/lp/jichitai_mynapoint/description.html

決済サービスの注意事項
au PAYの自治体マイナポイントのご注意事項は、あなたの街のau PAYキャンペー

ンサイトよりご覧ください。

決済サービス区分 QRコード

対象となる決済 ー

決済手段の利用制限 還元付与型は、au PAY(コード支払い)のみ還元対象

決済手段の登録条件 なし

事前登録 不要

決済サービスID

au PAY 会員ナンバー（半角数字19桁）をご入力ください。 

 

以下の手順に沿ってご確認ください。 

<au PAY アプリから確認する場合> 

(1)au PAY アプリ右下の「アカウント」をタップ 

(2)au PAY 会員ナンバーの文字横にある「コピー」をタップ 

(3)決済サービスIDとしてau PAY 会員ナンバーを入力(コピーした(2)を貼り付け） 

 

<au PAY プリペイドカードから確認する場合> 

(1)カード右側中央に記載のあるau PAY 会員ナンバー 

(2)決済サービスIDとしてau PAY 会員ナンバーを入力

セキュリティコード 会員登録されている方の生年月日（西暦から、半角数字8桁）をご入力ください。

ポイント名称 ａｕ　ＰＡＹ　残高

https://aupay.auone.jp/contents/lp/jichitai_mynapoint/description.html
au PAYの自治体マイナポイントのご注意事項は、あなたの街のau PAYキャンペーンサイトよりご覧ください。
au PAYの自治体マイナポイントのご注意事項は、あなたの街のau PAYキャンペーンサイトよりご覧ください。


ポイント付与の注意事項

・自治体マイナポイント付与時点で以下のいずれかに該当する方は、付与ができま

せん。 

◎au PAY 残高チャージによる自治体マイナポイント付与時点で次の（1）～（8）

に該当する場合 

(1)au IDが削除または無効となっている、もしくは譲渡・承継している場合 

(2)au ID統合によりau IDを変更された場合 

(3)au PAY プリペイドカード特約、au PAYサービス規約に反する行為、またはその

おそれがある場合 

(4)au PAYご利用条件に満たしておらず、au PAY 残高のご利用がいただけない状態

の場合 

(5)家族間譲渡(家族間の名義変更)をした場合(auをご契約中のお客さま) 

(6)盗難・紛失によりau PAY プリペイドカードを再発行した場合 

(7)au PAY プリペイドカード、au PAY 残高の利用状態を変更した場合(利用停止等) 

(8)自治体マイナポイント付与時にau PAY 残高上限100万円を超過した場合　等。 

・自治体マイナポイント付与ができない場合があるため、家族間譲渡される方は、

お申込みされたマイナポイント付与がされていることをご確認頂いた後に、家族間

譲渡頂きますよう、お願い申し上げます。 

・その他注意事項は、あなたの街のau PAYキャンペーンサイトが公開され次第、ご

覧ください。

ポイント付与方法 付与権利確定日または決済日の原則翌々日までに付与予定

ポイント受取方法 自動付与のため手続き不要

ポイント受取方法の詳細 https://aupay.auone.jp/contents/lp/jichitai_mynapoint/description.html

問い合わせ先 au PAYお問合せ窓口

営業日・時間 9:00～20:00（年中無休）

電話番号 0120-977-964

メールアドレス

備考

https://aupay.auone.jp/contents/lp/jichitai_mynapoint/description.html

