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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

を参照

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
（本マニュアル）
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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

を参照

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
（本マニュアル）
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1. 機能一覧

機能 画面メニュー 概要

ログイン/ログアウト － 加盟店向けアプリにログイン/ログアウトする機能です。

QRコード決済 QRコード支払い お支払い時に金額を入力して発行したQRコードを、個人向けアプリで読み込んで
決済します。

クーポン利用決済 クーポン支払い 個人向けアプリで、店舗のクーポン選択後、クーポン利用決済を実施したユーザー
に対して、加盟店向けアプリでお支払金額を入力してユーザーに通知を送信。ユー
ザーは通知を開いて取引暗証番号を入力することで決済します。
※クーポンはチェックイン決済のみで利用できます。

売上履歴の確認 売上履歴 期間を指定して売上履歴が検索できます。

売上の取消し 売上履歴 店舗の売上履歴から、対象の売上を取消しできます。

クーポンの確認 クーポン情報 店舗で発行しているクーポンの情報を確認できます。

スタンプの確認 スタンプ情報 店舗で登録しているスタンプの情報を確認できます。
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1.機能一覧

機能 画面メニュー 概要

ユーザーの検索 ユーザー検索 店舗の支払履歴があるユーザーを、性別/年齢/来店日/来店時間/来店回数/
総支払額を条件に指定して検索できます。

お知らせ送信（※） ユーザー検索 ユーザー検索で検索したユーザーに対してお知らせを送信できます。

お店の新着情報の
確認・編集（※）

お店の新着情報 個人向けアプリに表示される店舗の新着情報が確認・更新できます。

お店のギャラリーの確認・編集 お店のギャラリー 個人向けアプリの店舗詳細に表示される、店舗画像の登録・削除を行うことができ
ます。

お問い合わせ お問い合わせ 北陸銀行にお問い合わせ内容を送信します。

サポートからのお知らせの確認 サポートからのお
知らせ

北陸銀行から届いたお知らせが確認できます。最新のお知らせはホーム画面にも表
示されます。

管理画面への遷移 管理システム 管理システムへ遷移します。（外部ブラウザ）

パスワードの変更・再設定 ログイン画面 加盟店向けアプリのログインパスワードの変更・再設定ができます。

（※）管理システムからも操作可能な機能
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2.加盟店向けアプリのダウンロード方法

iOSの場合

Androidの場合

北陸銀行の加盟店向け
ホームページへアクセス

「ほくほくPay」アプリを
ダウンロードします

対応ＯＳ：iOS10.0以上

対応ＯＳ：Android OS 5.0以上

ホームページ下部にある
加盟店向けアプリのダウンロードリンクをクリック

https://www.hokugin.co.jp/cs/other/
hokuhokupay/business.html

https://www.hokugin.co.jp/cs/other/
hokuhokupay/business.html

北陸銀行の加盟店向け
ホームページへアクセス

「ほくほくPay」アプリを
ダウンロードしますホームページ下部にある

加盟店向けアプリのダウンロードリンクをクリック
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3.ログイン/ログアウト ①ログイン

【加盟店向けアプリへのログイン方法】

1. 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]店舗登録完了のお知らせ」
に記載されている「加盟店向けアプリ 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。（ログインID/パスワードは本部管理者へご確認ください）
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3.ログイン/ログアウト ②ログアウト

【加盟店向けアプリからログアウトする方法】

1. メニュー最下部の「ログアウト」ボタンを押下します。

2. 確認メッセージが出ますので、「ログアウト」を押下するとログアウトします。
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4.ホーム画面

【ホーム画面の表示について】

1. ホーム
ログイン後のトップ画面となります。

2. QRコード支払い
QRコードを利用した決済が行えます。

3. クーポン支払い
お支払い一覧へ遷移できます。
支払い待ちユーザーがいる場合、
ログインユーザー数がバッチで表示されます。

4. 売上履歴
売上履歴の検索、詳細の確認ができます。
また、売上の取消を行うことができます。

5. クーポン情報
店舗で利用可能なクーポンの情報を確認できます。

6. スタンプ情報
発行しているスタンプの情報を確認できます。

7. ユーザー検索
店舗の利用履歴があるユーザーを検索できます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
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4.ホーム画面（つづき）

【ホーム画面の表示について】

8. お知らせ履歴
お知らせ履歴一覧と詳細の確認ができます。

9. お店の新着情報
個人向けアプリの店舗詳細に表示される、
新着情報の更新を行うことができます。

10. お店のギャラリー
個人向けアプリの店舗詳細に表示される、
画像の登録・削除を行うことができます。

11. サポートからのお知らせ
北陸銀行からのお知らせが届きます。
最新のお知らせはホーム画面にも表示されます。

12. 管理システム
管理システムへ遷移します。（外部ブラウザ）

13. クーポン決済（ログインユーザー）
クーポン支払い待ちをしているユーザーを表示します。

14. 利用状況
本日、当月の利用状況のサマリが表示されます。

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫

⑬

⑪

⑭
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5.決済方法

【決済方法および利用可能な機能について】

加盟店向けアプリで利用可能な決済方法および利用可能な機能は以下の通りです。

項目 機能利用設定 クーポン利用 スタンプ利用 取引暗証番号入力 備考

QRコード支払い
利用可能/利用
不可能の選択
可能

× ○ あり/なしの選択可能

取引暗証番号入力があ
りの場合、決済時にユー
ザーに取引暗証番号入
力が要求されます。

印刷した
QRコードで支払い

利用可能/利用
不可能の選択
可能

× ○
あり/なしの選択可能

印刷用QRコードの作成
は、管理システム（店
舗）の「QRコード」の「新
規作成」からできます。

クーポン支払い 利用可能のみ ○ ○ ありのみ
クーポンが利用できる決
済はクーポン利用決済の
みです。

・機能利用設定 ：「管理システム（店舗）」の「店舗情報」から変更可能
・クーポン ：「管理システム（店舗）」の「クーポン」から変更可能
・スタンプ ：「管理システム（店舗）」の「スタンプ」から変更可能
・取引暗証番号入力設定：「管理システム（店舗）」の「店舗情報」から変更可能
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5.決済方法 ①QRコード支払い

【ＱＲコード支払いの方法】

①金額の入力欄をタップします。 ②金額を入力します。 ③金額確認し、QRコードを発行します。

④QRコードが表示されます。

店
舗
操
作
方
法

次ページへつづく
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5.決済方法 ①QRコード支払い（つづき）

【ＱＲコード支払いの方法】

⑤「お支払い」を
タップします。

⑥カメラをQRコードに
かざします。

この画面が出た場合は
スマホカメラへの

アクセスを許可します

⑦金額を確認し、
確定を押下します。

取引暗証番号を
求められた場合は
入力します

⑧決済が
完了します。

⑧決済が
完了します。

店
舗
操
作
方
法

お
客
さ
ま
操
作

(カメラ起動)
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5.決済方法 ②クーポン支払い

【クーポン支払い方法】

店
舗
操
作
方
法

お
客
さ
ま
操
作

①お店詳細画面にある
「クーポン」と「お支払方法の選択」
ボタンを押下する

②「クーポン利用」を押下する

③ホーム画面のログインユーザーまたは
メニューの「クーポン支払」を押下します。

次ページへ
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5.決済方法 ②クーポン支払い（つづき）

【クーポン支払い方法】

店
舗
操
作
方
法

⑥金額入力後、ユーザーの取引暗証番号の入力を
（１）店舗のタブレットで行う場合は「この端末で支払い」
（２）ユーザーのスマートフォンから入力する場合は「お客さまへ送信」を押下します。

⑤画面中央部のクーポン利用の有無を確認して、お支払金額を入力してください。
（ユーザーが利用申請したクーポンにチェックがつきます）
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【クーポン支払い方法】

⑧お支払いが完了します。

《この端末で決済》を選択した場合
⑦タブレットの画面上に暗証番号入力画面が表示されます。
お支払い内容をご確認いただき、暗証番号６桁をご入力いただきます。

お
客
さ
ま
操
作

※タブレット自体の通知設定は必ずONにしてください。
OFFの場合、支払完了時のご利用控えが通知されません。
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⑧お支払いが完了します。

《お客さまへ送信》を選択した場合
⑦お客さまへプッシュ通知が送信され、暗証番号
入力画面が表示されます。お支払い内容をご確認
いただき、暗証番号6桁をご入力いただきます。
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6.売上履歴 ①売上履歴の確認

【売上履歴の確認】90日以内の売上履歴が確認できます。

①メニューの売上履歴を選択後、期間を指定して売上履歴を検索できます。

②検索結果の取引一覧から、取引をタップすると詳細画面が表示されます。

⇒店舗の取引メモとして適宜ご利用ください。
※店舗メモはお客さまへは公開されません。

⇒来店いただいたお客さまにメッセージを残すことができます。
※お客さまは、履歴画面にてメッセージを確認できます。
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6.売上履歴 ②売上の取消

【売上の取消方法】

①売上履歴の詳細画面から、「取消」ボタンを押下します。

②取消の確認画面が表示されますので、「取消」をタップしてください。

※売上の取消は取引当日の決済のみ可能です。
取消を確定した売上は元に戻せませんので、再度決済オペレーションが必要となります。
取消した決済金額は翌営業日にユーザーへ返金されます。
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7.クーポン ①クーポンの確認

【お店で発行しているクーポンの確認方法】

1. メニューのクーポン情報を選択すると、自店舗で発行しているクーポンの発行・利用状況や現在利用
可能なクーポンの詳細が確認できます。

クーポンの発行は、管理システム（店舗）
から行うことができます。

※別冊「ほくほくＰａｙ加盟店マニュアル
②管理システム（店舗編）」でご確認くだ
さい。
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7.クーポン ②クーポンの利用

【クーポン利用時の決済方法】
※クーポンはクーポン支払のみで使用できます。

割引クーポン利用時は、自動的に割引されませんので、金額入力の際
に、手動でクーポン分を差し引く必要がございます。

●操作フロー●

1. 加盟店向けアプリを開く

2. 支払うユーザーを選択

3. 利用するクーポンを確認

4. クーポンに記載の割引額を差し引いた金額で決済

尚、加盟店向けアプリとPOSレジを併用されている場合、加盟店向けア
プリでの決済に加えて、POSレジへの入力作業が必要となります。

※ご利用いただいているPOSレジによって、入力内容・方法は変わります
ので、あらかじめご了承ください。

クーポン金額を差し引いた金額を手入力

●計算例●
1,000円の決済に100円クーポンを使用
①内税の場合
税込1,000円－クーポン100円＝900円
②外税の場合
税抜1,000円+消費税100円＝1,100円
1,100円－クーポン100円＝1,000円

※税額の計算や申告額に関しては、内税と外税で算出
方法が異なりますので、税理士などにご相談ください。
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8.スタンプの確認

【お店で登録しているスタンプの確認方法】

1. メニューのスタンプを選択すると、自店舗で発行しているスタンプの発行・利用状況や、指定個数に達した際の交換クーポン
情報が確認できます。

スタンプの登録は、管理システム（店舗）か
ら行うことができます。

※別冊「ほくほくＰａｙ加盟店マニュアル②
管理システム（店舗編）」でご確認ください。
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9.ユーザーの検索＆お知らせの送信

【お店の利用履歴があるユーザーの検索方法と、検索したユーザーへのお知らせの送信方法】

1. メニューのユーザー検索を選択後、性別/年齢/誕生月/決済日/決済時間/決済回数/決済金額を条件指定して
検索できます。

次ページへ
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9.ユーザーの検索＆お知らせの送信（つづき）

【お店の利用履歴があるユーザーの検索方法と、検索したユーザーへのお知らせの送信方
法】

1. ユーザー検索をタップするとユーザーの詳細データを表示します。

2. お知らせ送信を選択すると、タイトル、画像アップロード、本文の作成が出来ます。送信
するボタンで検索したユーザーへ作成したお知らせを送信できます。

ユーザーの検索やお知らせの送信は、管理システム（店舗）からも行うことが出来ます。

※別冊「ほくほくＰａｙ加盟店マニュアル②管理システム（店舗編）」でご確認ください。
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【お店の新着情報の確認・編集方法】

1. メニューのお店のギャラリーを選択後、「タイトル」「内容」を入力のうえ、「更新する」をタップしてください。

2. 個人向けアプリの「店舗詳細」の画面に内容が表示されます。

お店の新着情報の確認・編集は、管理システム（店舗）からも行うことが出来ます。

※別冊「ほくほくＰａｙ加盟店マニュアル②管理システム（店舗編）」でご確認ください。

10.お店の新着情報の確認・編集
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11.お店の写真ギャラリーの確認・編集

【お店の写真ギャラリーの確認・編集方法】

1. メニューお店のギャラリーを選択後、画面下部の「新規登録」「選択した画像を削除」から店内の写真やお勧め商品の
画像の登録や削除ができます。

2. 個人向けアプリの「店舗詳細」の画面に内容が表示されます。

画像の登録

新規登録
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12.サポートからのお知らせの確認

【サポートからのお知らせの確認方法】

1. メニューのサポートからのお知らせを選択すると、北陸銀行から届いたお知らせを確認できます。

※最新のお知らせはホーム画面にも表示されます。
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13.管理画面への遷移

【管理システムへの遷移方法】

1. メニューの管理システムを選択すると、管理システムのログイン画面が開きます。

※管理システムのログインID/パスワードは、加盟店向けアプリのログインID/パスワードと異なります。ここより先の操作は、
別冊「ほくほくPay加盟店向けマニュアル②管理システム（店舗編）」でご確認ください。
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14.パスワードの変更・再設定

【加盟店向けアプリのログインパスワードの変更・再設定方法】

1. ログイン画面下部の「パスワードを忘れた方はコチラ」をタップします。

2. ログインIDを入力して「メール送信」を押すと、店舗管理者の登録メールアドレスに確認コードが発行されます。

次ページへ
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14.パスワードの変更・再設定（つづき）

【加盟店向けアプリのログインパスワードの変更・再設定方法】

3. 登録メールアドレスに届いた確認コードを入力します。

4. 変更後のパスワードを入力後、「変更」ボタンをタップすると変更が完了します。

【北陸銀行】ほくほくPay 確認コード発行のご案内

株式会社北陸銀行です。
この度は、ほくほくPayサービスをご利用いただき、ありがとうございます。

（中略）

＜確認コード＞
「●●●●●●●●」
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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

32


