
「アクアコイン店舗用」アプリの
使い方
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加盟店用アプリでもっと便利に！
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加盟店用アプリの機能

機能 加盟店用アプリ 加盟店管理画面

アクアコイン残高の確認 ○ ○

運営からのお知らせの確認 × ○

取引履歴の閲覧 ○ ○

払い戻しの依頼 ○ ○

払い戻しの依頼履歴の確認 ○ ○

加盟店間支払い ○（QRコード） ○（送金）

データ出力 × ○

請求管理 × ○

加盟店情報の編集 × ○

加盟店ユーザーの編集 × ○

QRコードの表示 ○（金額入り） ○

パスワードの変更 ○ ○

他の加盟店の検索 ○ ×

利用規約の確認 ○ ○

「アクアコイン店舗用（加盟店用アプリ）」でできること、できないこと

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



１．アプリを始める

アプリを起動したら、
「ログイン」をタップし
ます。

加盟店管理画面の
ログインで使用して
いる「メールアドレ
ス」と「パスワード」を
入力してログインし
ます。

PINコード(４ケタの
数字)を設定します。
※忘れるとアプリを使用で
きなくなる場合があります
ので、忘れないようメモ等
をしてください。

入力したPINコード
で間違いないか確
認し、「設定する」を
タップします。

次のページへ
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１．アプリを始める

アプリを使う準備ができました。
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※ユーザーの権限によって利用
できる機能が制限されます。
詳細は「１８．ユーザーの権限」
をご確認ください。



２．お会計

「お会計」では、請
求金額入りのQR
コードを表示させて、
スムーズに決済がで
きます。

請求金額を金額欄
に入力します。

「QR決済」をタップ
すると、請求金額入
りのQRコードが表示
されます。
お客様に読み取っ
ていただいてくださ
い。

「タッチ決済」をタップすると、
上の画面が表示されます。
お客様がお持ちのアクアコイ
ン決済用ICカードやリストバン
ドで、スマートフォン等の背面
をタッチしていただいてくださ
い。

A B
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※本機能は試験運用中
のためご利用いただけ
ません。

A B



３．支払う

「支払う」は、加盟店
のアクアコイン残高
で他のアクアコイン
加盟店へ支払うとき
に使用します。

「支払う」をタップす
るとPINコードの入
力を要求されます。

支払う先の加盟店
のQRコードを読み
取ります。

支払う金額を入力し
てください。
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次のページへ



３．支払う

相手の加盟店の方
に金額を確認してい
ただき、画面下部の
スイッチを左から右
にスライドしてくださ
い。

支払い完了画面が
表示されたらお支払
い完了です。
この画面を相手の
加盟店の方に見せ、
「店舗確認済み」を
タップしてください。 8

※「支払う」は、加盟店管理画
面での「送金」を利用しやすく
した機能です。（ご利用には送
金手数料が掛かります。）

【令和5年3月31日まで加盟
店間支払手数料無料キャン
ペーン実施中】

※手数料（税込）については、
月末締めで翌月10日（銀行休
業日の場合、翌営業日）にコイ
ン残高から引落となります。



４．売上一覧

「売上一覧」は、加
盟店の売上を確認
するときに使用しま
す。

「売上一覧」をタップす
ると、今月分の売上履
歴が表示されます。
過去の売上も見たい場
合は、「さらに
○○○○年○月分の
履歴を読み込む」を
タップします。
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次のページへ



４．売上一覧

「売上一覧」では、
売上を取り消すこと
もできます。※

取り消したい売上の
「取消」をタップしま
す。

上の画像のようなメッ
セージが表示されます
ので、取り消して問題
なければ「OK」をタッ
プします。
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売上が取り消しされま
した。

※取引を行ってから 24 時間以内のみ、取消が可能です。
※取消が出来るのはリーダー権限以上のアカウントの方です。
※加盟店の保有コイン額が、取消額を下回る場合は取消ができません。



５．残高照会

「残高照会」は、アク
アコイン決済用IC
カードやリストバンド
をお持ちのお客様
のアクアコイン残高
を確認するときに使
用します。

「残高照会」をタップすると、
上の画面が表示されます。
お客様がお持ちのアクア
コイン決済用ICカードやリ
ストバンドで、スマートフォ
ン等の背面をタッチしてい
ただいてください。残高が
表示されます。
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※本機能は試験運用中
のためご利用いただけ
ません。



６．加盟店の残高

TOP画面上部の青い領域には、
加盟店のアクアコイン残高と有
効期限が記載されています。有
効期限は3年間ですが、残高が
増減するたびに更新されます。
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※アクアBank利用規約１３条
に基づき、有効期限経過後、
アクアBankの払戻が行われま
す。



７．メニュー

TOP画面左上の「≡」をタップすると、
右のメニューが表示されます。
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８．加盟店の切り替え

メニューの「加盟店名」が書いてあると
ころをタップすると、操作する加盟店を
切り替えることができます。
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※本機能は、複数の加盟店を
管理している事業者のみご利
用いただけます。



９．アプリ設定

メニューの「アプリ設定」をタップすると、
右の画面が表示されます。

次のページへ
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９．アプリ設定

「ニックネーム」には
ユーザー名が表示
されます。

「PINコード設定」をタッ
プすると、PINコード入
力後、上の画面が表
示されます。
PINコードの変更や、
PINコードを入力する
タイミングの変更がで
きます。

「TOPに残高を表示す
る」は、デフォルトでオ
ンになっています。
オフにすると、保有コイ
ン欄が上のように
「*****」と表示される
ようになります。

A B C
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A

B

C



１０．パスワード変更

「パスワード変更」では、加盟店管理画面および加盟店アプリ
にログインするためのパスワードを変更できます。
（PINコードとは異なります。）
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１１．取引履歴

メニューの「取引履歴」をタップすると、入出金
の履歴を確認できます。
（トップ画面の「売上一覧」では売上のみ確認で
きましたが、この画面では加盟店が支払いをし
た履歴も確認できます）
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１２．お店を探す

メニューの「お店を探す」をタップすると、他の
加盟店を探すことができます。
加盟店を探す方法は「名前で探す」「近くのお
店で探す」「カテゴリで探す」の3つの方法があ
ります。
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１３．コイン払い戻し

「コイン払い戻し」は、
加盟店のアクアコイ
ン残高を現金へと換
金したいときに使用
します。

「コイン払い戻し」を
タップするとPINコー
ドの入力を要求され
ます。

払い戻しをしたい金
額を入力します。

「払い戻しの内容確
認へ」をタップします。

次のページへ
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１３．コイン払い戻し

払い戻し手数料は自動で計算
されますので、よろしければ「払
い戻しを依頼する」をタップしま
す。
※依頼後の翌営業日（原則）指定口座に入金されます。
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１４．コイン払い戻し履歴

メニューの「コイン払い戻し履歴」をタップすると、
払い戻しの履歴を確認できます。払い戻し依頼
金額、手数料、口座に入金される額がそれぞ
れいくらなのか確認できます。
払い戻し依頼を取り消すこともできます。

22



１５．このアプリについて

メニューの「このアプリについて」をタップすると、
利用規約等を確認できます。
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１６．ヘルプ

メニューの「ヘルプ」をタップすると、Webサイト
に移動します。何かお困りのことがあったら、
「ヘルプ」を探すと答えが見つかるかもしれませ
ん。
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１７．別のアカウントでログインする

「別のアカウントでログインする」をタップ
すると、現在のユーザーをログアウトし、
今操作している加盟店の、他のユー
ザーでログインできます。
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１８．ユーザーの権限

アプリにログインしているユーザーの権限によって、利用できる機能が制限
されます。
※上の表には、本アプリにはない機能も含まれています。
※ユーザーの権限は、オーナー権限を持つユーザーが、加盟店管理画面で設定・
確認することができます。
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１８．ユーザーの権限

「リーダー」以下の権限
では、払い戻し依頼が
できなくなります。
そのため、メニューの
「コイン払い戻し依頼」
と「コイン払い戻し依頼
履歴」が表示されなく
なります。

「リーダー（送金不可）」
以下の権限では、さら
に支払うことができなく
なります。
そのため、「支払う」が
暗く表示され、タップで
きなくなります。
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「店員」の権限では、さ
らに売上の取り消しが
できなくなります。
そのため、「売上一覧」
の「取消」が暗く表示さ
れ、タップできなくなり
ます。

※この部分
が表示され
なくなります。



１９．加盟店管理画面での表示
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A

B

C

D

E

A.一般ユーザーからの売上

B.加盟店アプリによる、加盟店ユーザーからの売上

C.送金による、加盟店ユーザーからの売上

D.加盟店用アプリによる支払い

E.送金による支払い

「取引先名」の前につくアイコンで、一般ユーザーと加盟店ユーザーは区別できます。

「アクアコイン店舗用」アプリでの売上は、システム上、「送金」を受けた場合と同じ扱いとなります。
そのため、両者は全く同じ表示になります。

「アクアコイン店舗用」アプリで支払った場合も、売上の場合と同様です。
そのため、システム上「送金」をした場合と同じ扱いになり、両者は全く同じ表示になります。

加盟店管理画面の「取引履歴」



１９．加盟店管理画面での表示

加盟店管理画面の「取引データ(CSV)」では、一般ユーザーと加盟店ユーザーの売上
は「取引先ユーザー種別」により区別できます。 29

❸

❶

❷

CSVファイルの出力



ご不明な点がございましたら
以下の連絡先までご連絡ください。

君津信用組合 業務部
(8:30～17:30)(土日祝を除く)
TEL：0438-20-1122
Mail：aquacoin@kind.ocn.ne.jp
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