
ほくほくPay
加盟店向けマニュアル

-管理システム・本部編-
2020年1月20日版

1



本マニュアルの位置づけ

個人のお客さま 加盟店

スマートフォン用
個人向けアプリ

（店頭決済に使用）

パソコン用・タブレット用
管理システム

タブレット用・スマホ用
加盟店向けアプリ

（店頭決済に利用）
本部管理者が

全店舗管理に使用
店舗管理者が

自店舗管理に使用

加盟店マニュアル①
管理システム・本部編
（本マニュアル）

加盟店マニュアル②
管理システム・店舗編

を参照

加盟店マニュアル③
加盟店向けアプリ編

を参照

2



ご利用開始までの流れ

銀行

本部
管理者

各店舗
管理者

店頭
ｽﾀｯﾌ

加
盟
店

アカウントと
パスワードの発行

ログイン
パスワード変更
登録内容確認

各店舗へアカウント、
パスワード連絡

管理システム習熟

ログイン
パスワード変更
店舗情報の登録
登録内容確認

管理システム習熟 アプリダウンロード
アプリログイン
登録内容確認

アプリログイン
アプリ操作習熟

販促ツール設置

販促ツール発送

販促ツール受取

ほくほくPay利用開始！

加盟店マニュアル①
管理システム・本部編
（本マニュアル）

加盟店マニュアル②
管理システム・店舗編

を参照

加盟店マニュアル③
加盟店向けアプリ編

を参照
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店舗スタッフ店舗スタッフ

アカウントの種類

対象システム
アカウント名

利用者 できること アカウント数 備考

管理システム

本部管理者
アカウント

本部
・「管理システム（本部編）」マニュアル
に記載の機能の利用
・全店舗管理

１
当アカウントは銀行が発行します。このアカウントを発
行できるのは銀行のみです。

店舗管理者
アカウント

各店舗管理者
・本マニュアルに記載の機能の利用
・自店舗管理

複数
当アカウントは銀行が発行しますが、本部管理者に
て管理システムから追加発行も可能です。

加盟店向けアプリ
加盟店向け
アプリ使用者
アカウント

店舗スタッフ ・加盟店向けアプリの操作 １

当アカウントは銀行が発行します。このアカウントを発
行できるのは銀行のみです。
店頭で複数端末で使用したい場合は、同アカウント
でログインしてください。

※店舗が1店舗の場合も、管理システムについて本部管理者アカウントと、店舗管理者アカウントの２つを発行いたします。
管理システムの各種設定は、本部管理者アカウントで全て実施することが可能ですので、本部管理者アカウントで実施いただいてもかまいません。

本部管理者 店舗管理者① 店舗スタッフ

店舗スタッフ
店舗スタッフ

加盟店
向けアプリ

加盟店
向けアプリ

店舗管理者②

ほくほくPayご利用にあたり、以下３つのアカウントを発行いたします。

（例）屋号「ほくほくバーガー」 （例）富山店

（例）金沢店

本書記載の操作は各店舗では実施不可。（本部管理者でのみ操作可能）
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管理システムご利用にあたっての
注意事項
• 管理システムにログインするには、以下の２つの方法があります。

• Webブラウザで、URL https://hokuhokupay.hokugin.co.jp/admin/login からログインする。

• 加盟店向けアプリのメニュー「管理システム」からログインする。

• 管理システムの推奨Webブラウザは、Internet Explorerバージョン11とし、
TLS1.2に対応対応している必要があります。
（Windows XP, Windows Vistaをご利用の場合、閲覧できない可能性があります）

• Webブラウザの「戻る」「更新」は使わないでください。

• Webブラウザのブックマーク機能（お気に入り機能）は、
https://hokuhokupay.hokugin.co.jp/admin/login 以外の画面のURLを
登録しないようお願いいたします。

5



目次

1. 本画面の機能

① 機能一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

② 画面遷移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

2. ログイン/ログアウト

① ログイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

② ログアウト ・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

3. 加盟店情報

① 加盟店情報の確認 ・・・・・・・・・・P12

② 店舗情報の確認 ・・・・・・・・・・P13

4. 加盟店売上一覧

① 決済情報（履歴）の確認 ・・・・・P14

② 決済の取り消し ・・・・・・・・・・・・・P15

5. 売上明細ダウンロード ・・・・・・・・・・・P16

6. 手数料明細ダウンロード ・・・・・・・・・・・P17

7. 管理アカウント

① 新規作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18

② 照会/編集/削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19

8. パスワード変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20



1.本画面の機能 ①機能一覧

機能 画面メニュー 概要

ログイン/ログアウト － 管理システムにログイン/ログアウトする機能です。
※初回ログインの場合、新しいパスワードの設定が必要となります。
※ログインに連続で複数回失敗しますと、アカウントがロックされます。ロック解除はほくほくＰａｙ
サービスデスク（加盟店向け）：０１２０－１１３－２６２（銀行営業日9:00-
17:00）へご連絡ください。

加盟店情報の確認 加盟店情報 登録されている決済口座の番号や、入金タイミングについて確認できます。

店舗情報の確認 店舗情報 店舗に関する情報の確認および各種操作が可能です。

決済情報（履歴）の確認 加盟店売上一覧 支払い日時や金額で絞り込んで検索できます。

決済の取消し 売上 加盟店の決済情報（履歴）から、対象の決済を取消しできます。

売上明細ダウンロード 売上明細ダウンロー
ド

月毎の売上明細をＰＤＦでダウンロードが可能です。
※最大１３ヶ月まで遡って出力が可能です。

手数料明細ダウンロード 手数料明細ダウン
ロード

月毎の手数料明細をＰＤＦでダウンロードが可能です。
※最大１３ヶ月まで遡って出力が可能です。

管理アカウントの新規発行/照会/
編集/削除

運営者 店舗管理者が管理システムにログインするための店舗管理者のアカウントを新規作成できます。
発行したアカウントは、内容の照会/編集/削除が可能です。

パスワードの変更 システム 本部管理者が管理システムへログインするパスワードの変更ができます。
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本画面の機能 ①機能一覧（つづき）

機能 画面メニュー 概要

スタンプの作成/確認/編集/削除 スタンプ 店舗で利用できるクーポンの新規作成・確認・編集・削除が可能です。
店舗を利用したことのあるユーザーの中で、任意の条件で発行対象を選択して発行していただけ
ます。

店舗新着情報の確認/更新 新着情報 個人向けアプリの店舗詳細画面に表示する店舗の新着情報が確認・更新できます。

運営からのお知らせの確認 運営からのお知らせ 当行からのお知らせを確認できます。

店舗通知の送信/確認/編集/削
除

店舗通知 ユーザーへのお知らせを送信・確認・編集・削除できます。

特定商取引法に基づく記載の編
集

特定商取引法に基
づく記載の編集

特定商取引法に基づく記載内容の変更ができます。

加盟店向けアプリのパスワードの変
更

アプリのパスワード変
更

加盟店向けアプリのログインパスワードが変更できます。

パスワードの変更 システム 管理システムのログインパスワードが変更できます。
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1.本画面の機能 ②画面遷移

ログイン

ログアウト

加盟店情報（トップ画面）

加盟店売上一覧

売上明細ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

手数料明細ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

加盟店売上照会 決済の取消し

店舗情報 加盟店

店舗

加盟店情報（トップ画面）

運営者 管理アカウント 新規発行

照会 編集/削除

システム パスワード変更

店舗管理者画面へ遷移

※以降の操作は、別冊の
②管理システム（店舗編）でご確認ください。
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2.ログイン/ログアウト ①ログイン

【管理システムへのログイン方法】

1. 管理システムURL https://hokuhokupay.hokugin.co.jp/admin/login/ へアクセスします。

2. ログイン画面で、「ログインID」欄、「パスワード」欄に、「登録完了メール：[ほくほくPay]加盟店登録完了のお知ら
せ」に記載されている「ほくほくPay Web管理画面 ログイン情報」のログインID・パスワードを入力し、「ログイン」ボ
タンを押下します。

3. 初回ログイン時はパスワード変更画面に遷移しますので、パスワードを任意の文字列に変更します。「現在のパス
ワード」欄に、登録完了メールに記載のパスワードを入力し、「新しいパスワード」欄・「新しいパスワード（確認用）」
欄に、変更後のパスワードを入力し、「更新ボタン」を押下します。

※ログインに連続で複数回失敗しますと、アカウントがロックされログインできなくなりますのでご注意ください。
（ロックされた場合は、銀行のサービス管理者による解除操作が必要です。巻末のサービスデスクへご連絡ください。10

https://hokuhokupay.hokugin.co.jp/admin/login


2.ログイン/ログアウト ②ログアウト

【管理システムからのログアウト方法】

1. 管理システム画面右上の「ログアウト」ボタンを押下するとログアウトします。

※ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。

11



3.店舗情報 ①加盟店情報の確認

【加盟店情報の確認方法】

1. 本部管理者アカウントでログイン後、加盟店情報の照会画面（トップ画面）に遷移します。

ほくほくPay加盟店申込書にご記載いただいた内容で
登録されます。

※加盟店の登録情報を変更する際には変更手続きが必要になります。
くわしくは、巻末のサービスデスクへご連絡ください。
⇒変更した加盟店情報は、翌月１日から適用になります。
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3.店舗情報 ②店舗情報の確認

【店舗情報の確認方法】

1. 画面上部の「店舗情報」から「店舗」を選択すると、加盟店にひもづく店舗の一覧が表示されます。

2. 店舗を絞り込みたい場合は、検索条件を指定して「検索」ボタンを押下します。

3. 店舗毎の情報を確認および操作する場合は、対象店舗の「照会」ボタンを押下してください。

※以降の操作は、別冊「ほくほくPay加盟店向けマニュアル（②店舗編）」をご確認ください。
※CSVファイルはパソコンから閲覧いただくことを推奨しております。
（端末でダウンロードしたCSVファイルが文字化けする場合は、端末用Officeなど専用ビューアにてご確認ください） 13



4.売上 ①決済履歴の確認

【決済情報（履歴）の確認・ダウンロード】

※90日以内の決済情報（履歴）が確認できます。

1. 画面左のサイドメニューから「売上」を押下すると、店舗の売上一覧ページに遷移します。

2. 決済情報（履歴）を絞り込みたい場合は、検索条件を指定して検索します。

3. 決済情報（履歴）をダウンロードしたい場合は、ページ右上にある「CSVダウンロード」ボタンを押下します。

※CSVはPCから閲覧いただくことを推奨しております。
（端末でダウンロードしたCSVファイルが文字化けする場合は、
端末用Officeなど、専用ビューアにてご確認ください。）

14



4.売上 ②決済の取消し
【決済の取消し方法】

1. 決済情報（履歴）を確認して、対象の決済であることを確認し、画面右上の「決済取消」ボタンを押下します。

2. 確認用ダイアログが表示されるので、取り消しを実行する場合は「確認」ボタンを押下します。

※ 決済の取消しは取引当日（暦日）の決済のみ可能です。取消した決済は、決済状態に”赤伝”と表示されます。

※ 一部返金はできません。一度該当の決済の取消しをして、再度購入分の決済が必要となります。

※ 個人のお客様への返金のタイミングは、翌銀行営業日になります。
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5.売上明細ダウンロード
【売上明細のダウンロード方法】 前年前月～当月分までの月別の売上明細データをダウンロードできます。

1. 画面左のサイドメニューから「売上明細ダウンロード」を押下すると、加盟店の売上明細ダウンロードページに遷移し
ます。

2. ダウンロードする売上明細の月を選択し、「検索」ボタンを押下します。

3. 選択した月に売上、もしくは売上の取消しがある場合、

「PDFでダウンロード」ボタンを押下すると、対象月の売上

明細がPDFでダウンロードできます。
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6.手数料明細ダウンロード
【手数料明細のダウンロード方法】 前年前月～前月分まで月毎の手数料明細データをダウンロードできます。

1. 画面左のサイドメニューから「手数料明細ダウンロード」を押下すると、加盟店の手数料明細ダウンロードページに遷移
します。

2. ダウンロードする手数料明細の月を選択し、「検索」ボタンを押下します。

3. 選択した月に手数料がある場合、「PDFでダウンロード」ボタンが

表示されます。「PDFでダウンロード」ボタンを押下すると、対象月の

手数料明細がPDFでダウンロードできます。

※月初に前月分の手数料明細データがダウンロードできるようになります。
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7.管理アカウント ①新規発行
【店舗毎の店舗管理者アカウントの新規発行方法】

初期発行される店舗管理者アカウントとは別に、複数人にアカウントを発行する際にご利用ください。

1. 画面上部の「運営者」から「管理アカウント」を選択すると管理アカウント一覧が表示されます。

2. 画面右上の「新規作成」ボタンを押下すると、管理アカウントの作成画面に遷移します。

3. 作成する管理アカウントを入力後、「登録」ボタンの押下すると、新規の管理アカウントが発行されます。

項目 説明

ログインＩＤ 店舗管理者が管理システムにログインする際のＩＤです。

アカウント名 管理者の氏名です。

権限 店舗管理者を選択します。

対象店舗 当該アカウントで管理する店舗を選択します。

メールアドレス ID/パスワードが通知されるメールアドレスです。

パスワード 店舗管理者が管理システムにログインする際のパスワードです。

※登録する内容は以下の通り。
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7.管理アカウント ②照会/編集/削除
【店舗毎の店舗管理者アカウントの内容照会/編集/削除方法】

1. 画面上部の「運営者」から「管理アカウント」を選択すると管理アカウント一覧が表示されます。

2. 管理アカウントのリスト右端の「照会」ボタンを押下すると、管理アカウントの詳細画面に遷移します。

3. 画面右上の「編集」「削除」ボタンを押下すると、管理アカウント情報の更新やアカウントの削除ができます。

※編集可能な内容は以下の通り。
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項目 説明

ログインＩＤ 店舗管理者が管理システムにログインする際のＩＤです。

アカウント名 管理者の氏名です。

権限 店舗管理者を選択します。

対象店舗 当該アカウントで管理する店舗を選択します。

メールアドレス ID/パスワードが通知されるメールアドレスです。

パスワード 店舗管理者が管理システムにログインする際のパスワードです。



8.パスワード変更
【本部管理者が管理システムにログインする際のパスワードの変更方法】

1. 画面上部の「システム」メニューから「パスワード変更」ボタンを押下するとパスワード変更画面に遷移します。

2. 「現在のパスワード」を入力し、「新しいパスワード」欄・「新しいパスワード（確認用）」欄に、変更後のパスワードを入
力し、「更新」ボタンを押下すると変更が完了します。

※パスワードは、半角の数字と英字を
それぞれ含めた８文字以上で入力し
てください。
※現在利用中のパスワードを含めて
直近2世代のパスワードは設定できま
せん。
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注意事項

• 本書の内容の全部または一部を、株式会社北陸銀行（以下、当行）の同意なしに無断で複写、複製あるいは転
載することは禁止されています。

• 本書の内容は予告なく随時更新されます。最新のマニュアルは管理システム下部のリンクからご確認ください。

• 本書の内容については万全を期しておりますが、万が一記載もれ等お気づきの点がございましたら、当行までご連絡くだ
さい。

• ほくほくPayに関するお問い合わせは、ほくほくPayサービスデスク（加盟店向け）までお気軽にお電話ください。

ほくほくPayサービスデスク（加盟店向け）

０１２０－１１３－２６２

[受付時間]銀行営業日9:00～17:00

21


