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内容が変更となる場合がございます

めぐろ生活応援券専用ホームページ
URL : https://meguropretkt.com/

めぐろ生活応援券コールセンター
ご不明な点はお問い合わせください。
受付時間
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土曜日・日曜日・祝日：午前 10時から午後 6時（年末年始を除く）
TEL : 0120-429-245　　　FAX : 03-5715-0933

QRコード
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取扱い申請 および Gotch(ゴッチお店用アプリ)ダウンロード方法 - 

アプリ名：Gotch( ゴッチお店用アプリ)

＊Android 版は日程調整中
    具体的な日程はめぐろ生活応援券専用ホームページに掲載予定です。

＊対応OS：iOS 14 以降

「令和4年度プレミア
ム付き商品券取扱店舗
登録申請書」もしくは
専用ホームページ内の
「令和4年度めぐろ生
活応援券取扱店舗申込
フォーム」に必要事項
を記入して、取扱い申請
をします。事務局側で
必要な情報を登録しま
す。登録が完了すると
あらかじめ申請した
メールアドレス宛に
「Gotch(ゴッチお店用
アプリ)」へのログイン情
報が届きます。

App Storeから「
Gotch(ゴッチお店用
アプリ)」をダウンロード
します。

Apple IDとパスワード
を入力して「OK」を押
します。
アプリのダウンロードが
始まります。

ログイン画面が表示さ
れます。
ログインID(店舗名)とパ
スワードを入力し、「
ログイン」を押します。

復元パスフレーズ(セキ
ュリティを強固にする
ための24語からなる文
章)を入力し、「次へ」
を押します。
ログインが完了です。

めぐろ生活応
援券の取扱を
申請する

01 App Storeへ
アクセスする

02 Apple IDとパス
ワードを入力する

03

Apple IDでサインイン

キャンセル OK

Apple ID

パスワード

ダウンロード
完了

04

Gotch Business

＊あらかじめ申請したメールアドレスに届いているログイ
ン情報を手元に準備してください。
＊ログイン情報がパソコンなど、スマートフォン以外の機器
で受信されている場合は、そのメールに記載されているロ
グインID(店舗名)、パスワードおよび復元パスフレーズを
スマートフォンで見られるようにし、コピー＆ペーストしてご
利用ください。

アプリに
ログインする 1

05 アプリに
ログインする 2

06

Gotch(ゴッチお店用ア
プリ)のアイコンがスマ
ートフォン画面に表示
されます。
Gotch(ゴッチお店用ア
プリ)を押して、アプリ
を立ち上げます。

店舗登録申請書
店舗名 店舗住所
店舗電話番号
メールアドレスなど
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スターターキットとし
て送付された販促物に
ある「お店用QRコー
ド」を設置します。
お客様がアプリからお
店用QRコードを読み
込んで支払いを行いま
す。

お客様が「めぐろ商品
券アプリ」を立ち上げ
て、利用金額を入力す
るとカメラが自動起動
するので店舗設置のQR
コードを読み込み、支
払いを行います。

お客様のスマートフォ
ンに表示される店舗名
、金額、支払日時を確
認した後、お客様が「
閉じる」を押すのを確
認します。

あらかじめ登録したメ
ールアドレス宛に集計
ファイル(CSV形式)が
日次で届きます。

決済額は自動集計され
振込日に指定口座へ振
り込まれます。特別な
手続きは不要です。

お店用QRコード
を設置する

01 QRコードを
読み込む

02 支払画面を
確認する

03

利用履歴を
確認する

04

日次集計
ファイルの受信

05 入金06

Gotch(ゴッチお店用
アプリ)でリアルタイム
に利用履歴を確認で
きます。
画面下の「注文」を押
して、画面右上の「注
文履歴」を押すと、履
歴が表示されます。

①事前準備 ③事後(集計ファイルと入金)

デジタル商品券利用方法(店舗対応)
②確認

＊取扱い店舗様はレジ等
の隣に「お店用QRコー
ド」を設置するだけで、ア
プリの操作は不要です。

にゃー

＊お客様がQRコードを読み
取ると、アプリが「にゃー」
と鳴きます。

＊お会計の合計金額から、お
客様のスマートフォン画面に
表示された金額を引いてお会
計を行います。

¥

＊画面をリロード（指で画面を
押さえたまま下にずらして、指
を離す）すると最新の利用履歴
が表示されます。

＊Gotch(ゴッチお店用アプリ)
を使用した場合

＊支払い完了後に、金額変更や取り消しはできないので、
お客様と一緒に画面の確認をしてください。
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購入した商品券を確認
して、利用するデジタ
ル商品券を押します。

商品券を選ぶ

利用するデジタル商品
券の残高を確認します。
金額入力欄を押すと金
額を入力するための
キーパットが表示され
ます。

店員に「めぐろ生活応
援券のデジタル商品券」
を使うことを伝えます。
利用金額を入力して、
「次へ」を押します。

利用金額を確認後、店
員に入力金額を確認し
てもらい、「QRコード
を読み取る」を押しま
す。

カメラが自動起動する
ので、店舗設置のQR
コードを読み込み、支
払いを行います。

支払い完了画面を店員
に見せてください。
「閉じる」を押して、支
払いが完了です。

  01   02   03   04   05   06残高を
確認する

利用金額を
入力する

金額を
確定する

QRコードを
読み込む

完了画面を
店員に見せる

＊利用金額は 500 円単位です。
＊QRコードを読み取ると、
アプリが「にゃー」と鳴きます。

＊小・中規模店舗のみで利用で
きる限定券と大規模店舗でも利
用できる共通券のそれぞれで支
払い操作が必要となります。

＊利用前に、店員に「めぐろ生活応援券のデジタル商品券」を使うことを伝えてください。

にゃー

デジタル商品券利用方法(利用者の操作画面)

＊支払い完了後に、金額変更や取り消しは
できないので、店員と一緒に画面の確認を
して決済してください。
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カメラに切り替え01 紙商品券の
QRコードを読込

02 「利用」を押す03 紙商品券の
詳細を確認する

04 09

紙商品券のQRコード読み
取り後、当該商品券の詳
細画面が表示されます。

QRコードをスキャン画面
で「利用」を押します。

カメラが自動起動するの
で紙商品券のQRコードを
読み取って、消込を行い
ます。

Gotch(ゴッチお店用ア
プリ)を立ち上げて、画面
下の「QRコード」を押し
て、店舗QRコード画面を
表示します。
「カメラに切り替え」を
押します。

 Gotch(ゴッチお店用アプリ)を使った紙商品券の消込と取扱い方法
①紙商品券の決済後の処理(消込)

ダミーダミー
QRコードをスキャン

＊紙商品券が複数ある場合、　　 の画面左上の「＜」を押すと　　　カメラが再び起
動するので、次の商品券のQRコードを読み取って、　　　　　　　　の作業を繰り返
して消込処理を実施してください。

04 02
02 03 04
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紙商品券の裏側に
社判を押す

05 紙商品券の
右上を切り取る

06 紙商品券の消込
履歴を確認する

07 日次集計ファイルの
受信

08 入金09

¥

決済額は自動集計され振
込日に指定口座へ振り込
まれます。特別な手続き
は不要です。

あらかじめ登録したメー
ルアドレス宛に集計ファ
イル(CSV形式)が日次で
届きます。

画面下の「注文」を押し
て、画面右上の「注文履
歴」を押すと、利用履歴
に消込したデータが表示
されます。

紙商品券は、受け取り後
に右上を必ず切ってくだ
さい。(再利用防止のため)

紙商品券の裏側の引換店
の欄に「社判」を押して
ください。(再利用防止のた
め)

 Gotch(ゴッチお店用アプリ)を使った紙商品券の消込と取扱い方法
②事後(集計と入金)

を押すと詳細情報を確認
できます。
!

＊画面をリロード（指で画面を
押さえたまま下にずらして、指
を離す）すると最新の利用履歴
が表示されます。

＊画面
押さえ
を離す
が表示

＊決済が終わった紙商品券は、
緑色の封筒に入れて事務局まで
返送ください。


