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名前：ミナコちゃん
生年月日：平成30年7月5日
趣味：家族と南島原グルメ巡り
好きな食べ物：島原手延そうめん

●ナビゲーター

令和３年２月１日スタート（予定）

～南島原をこれひとつで～

問商工振興課（西有家庁舎）　☎７３－６６３３

■地域通貨「MINAコイン」とは

スマートフォンやタブレット端末を使った電子地域通貨（＝電子マネ
ー）で、南島原市内の事業所でのみご利用いただけます。市民の皆さんに、
お金をスマートフォンにチャージして、このMINAコインを利用しても

らうことで、市外に出ることなく市内の事業所で買い物をする機会を増やします。
その結果、加盟店である市内商工業者が潤い、資金が市内に循環することで、地域
経済の活性化を図ります。

MINAコインとはどんなものですか？Q
A
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コインを換金依頼コインを換金依頼

銀　行

加盟店となっていただいた市内の事
業所で市内外から資金流通を促し、商店
を元気に、市民を元気にして、地域経済
の活性化を図ることを目指します。

この事業を始める理由は？Q
A

令和３年２月１日から利用できるよう
準備しています。アプリのダウンロードや
チャージも同日から利用できます。

いつから使えるように
なりますか？Q

A

←次ページに続く
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MINAコイン

入手

⊕チャージから
「窓口」を選択

ダウンロード後に
メールアドレスを登録

メールに送られてきた
URLリンクに移動

ご自身の
パスワードを設定

設
定
完
了

※

こ
の
段
階
で

　
現
金
チ
ャ
ー
ジ
が

　
可
能

Apple およびApple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
Apple Store はApple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。

MINAコインを始めるとどんなメリットがありますか？Q

■地域通貨「MINAコイン」とは

●チャージに対して１％ポイントが付きます。
例）10,000円チャージ↓
10,000コイン＋100ポイント
１コイン＝1円＝1ポイント

●キャッシュレスのため、手ぶらで簡単
　に買い物ができます。

A ●十八親和銀行の口座を登録することで銀行窓口に
行かずにお手元でチャージが可能です。
●アプリ内で店舗のお得な情報や地域の
情報を取得できます。
●取引履歴も確認ができるため、家計簿
など会計管理にも活用ができます。

1. 
■MINAコインの使い方

まずは、アプリをお持ちのスマートフォンに
ダウンロードしてアカウント登録してください。
※ダウンロードは２月１日から可能となる予定です。

アプリ
ダウンロード

アカウント
登録

App StoreやGoogle Playから
簡単に無料でダウンロード

MINAコイン

❶

2. 次はチャージの方法です。十八親和銀行の「窓口（市内のみ）」または「預金口座」から
チャージできます。　※1,000円単位でチャージできます。

チャージ
（銀行窓口）

南島原市内の十八親和銀行窓口でチャージⅠ
❶❶ ❷❷ QRコード読取画面から店頭

のQRコードを読み取る

❸❸ 希望するチャージ金額を入力

❹❹ 入力したチャージ金額分を
窓口で精算

❶❶ ❷❷ ❸❸
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チャージ金額の選択 チャージ内容の確認

⊕チャージから
「銀行口座」を選択

チャージの実行

⊕チャージから
「銀行口座」を選択

口座確認、認証情報の入力
（十八親和銀行のサイト）

本人確認手続きに
ついての概要説明

～～
登録完了

チャージ
（預金口座）

十八親和銀行の預金口座から直接チャージ
お手元のスマートフォンから簡単にチャージが可能です。
※この場合、「口座登録」が必要です。

預金口座から直接チャージ

Ⅱ

❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹

口座登録の方法（初回のみ）

❶❶ ❷❷
銀行口座開設時に
登録した電話番号
から電話認証

❸❸ ❹❹++❸❸

口座登録時は生年月日、暗証番号などの情報のほかに、電話認証を用いた二段階認証方式を
採用しています。安心Point

口座登録の有無によって内容が少し違うのでご注意！

いずれの方法でもチャージ金額に対して必ず１％のポイントが
付きますのでお得にお買い物をお楽しみください！

・コインおよびポイントの有効期限切れの２ヵ月前の月初、１ヵ月前の月初、10日頃に通知を配信（プッシュ通知とメール通知）
・コインを現金に換金できるのは、口座登録がある場合のみで、その際には手数料がかかります。
　換金手数料（500円+換金額の10%）+消費税10%

目的に応じた
金額をチャージ
しましょう！

コインは可
※ポイントは不可登録あり

登録なし ・窓口

200万円

10万円

最後に利用した（チャージまたは
決済など）日から５年後の月末

・口座から直接
・窓口

最後に利用した（チャージまた
は決済）日から１年後の月末

ポイントを
付与された日から
1年後の月末

10万円
コイン・ポイント
ともに不可

口座 チャージ方法 コイン有効期限 ポイント有効期限 個人間送金チャージ
上限

利用上限
／日

安心Point

←次ページに続く
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支払い完了！決済を実行

支払い金額を入力

3. お支払いの方法です。店舗に設置してあるQRコードを
読み取り、金額を入力

決済する お財布いらずのキャッシュレス決済！

■MINAコインの使い方

お店のQRコード
を読み取る

❶❶

●さまざまな生活密着サービスとの連携
　⇒行政サービス（手数料や税金の納付）など

単なる決済手段ではなく、生活に密着した
南島原市で必須のアプリを目指しています！

さらに将来的にはこんな機能も♪
スーパー、飲食店、ドラッグストアなど、市内のさまざまなお店で
ご利用いただけるよう準備しています。店舗の情報や特典などはア
プリから確認ができます！
※加盟店舗は随時受け付けています！

利用店舗拡大中！

北有馬ピロティー文化センター

加津佐青年・婦人会館

西有家総合学習センターカムス

布津公民館

１月19日㈫
午後２時～

午後７時～

１月21日㈭
午後２時～

午後７時～

日　　　時 会　　　場

問㈱ミナサポ　☎０９５７－６１－１２１２
　　　　　　　Ｅメール：furusato@minasapo.jp

　MINAコインの使い方（アプリのダウンロードやチャージ、決済
の方法など）をご説明します。ただし、説明会の段階ではダウンロ
ードなどはできませんので、デモ機を使った説明になります。

・チャージ金額に対して50%のポイント付与
・上限１億5,000万ポイント
ただし、上限に達した時点で終了。上限に達し
なかった場合は令和３年３月15日で終了。

・ポイントは決済にのみご利用いただけます。

定各会場40人程度　　り無料　　対市民
も各会場の開催日３日前までに、㈱ミナサポに電話またはメール
で申し込んで下さい。

■MINAコイン利用者向け説明会
新規加入キャンペーン

（例えば）20,000円チャージすると…
20,000コイン＋10,000ポイント
＝30,000円分のお買い物ができる!!

❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺

指紋認証や暗証番号の設定ができ、安全に利用できます。安心Point

4

決済音
♪

お店スタッフに
見せて金額確認

10,00010,000
ポイント付与!!ポイント付与!!

お一人さま
最大

お一人さま
最大

全部で１億5,000万ポイント全部で１億5,000万ポイント

電子地域通貨「MINAコイン」ハンドブック保存版 抜き取ってお読み・保管ください
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