
株式会社シモキタコイン 

2021年7月30日

加盟のご提案

お問い合わせ 

03-6804-9710
　　株式会社アイラブ 担当 阿部 
　　Tel 
　　メール info@love-shimokitazawa.jp 
　　LINE 19870916at  
　　運営会社 株式会社シモキタコイン 
　　東京都世田谷区北沢2丁目10番15号藤和下北沢ハイタウンA棟 303

きっとまた、ここに来る。

mailto:info@love-shimokitazawa.jp
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下北沢にお金を還流させる仕組みです
シモキタコインとは

お客様

決済手数料 利益

運営会社

加盟店（株主）と地域 
下北沢（周辺含む）限定

コイン 
ポイント 
支払い

コインチャージ 
ポイント付与



4 シモキタコインとは

シモキタコイン加盟店の皆様は 
シモキタコイン事業のオーナー

シモキタコイン加盟店 
＝シモキタコインが使えるお店 
＝お店のオーナーさんや店長さんがシモキタコイン社の株主 
＝シモキタコイン事業のオーナー 

シモキタコイン加盟店契約の条件として、店舗のオーナーさんや店長さんに 
株式会社シモキタコイン株式を１株保有いただいています。 

下北沢の皆様にシモキタコイン事業を自分事としてとらえていただき、 
下北沢の皆様とともに目標と共有して事業を推進していくための株主制度です。
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決済時に１％のポイントが貯まります。 
１円＝１コイン＝１ポイント 

コインは使う度に有効期限が1年後に更新 
ポイントは有効期限3ヶ月

in

下北沢のお店で使える 
電子地域通貨（スマホ電子マネー）

「I LOVE下北沢アプリ」 
2018年freeeビジネスキャッシュ
レスアワード ツール連携賞受賞
（株式会社アイラブ）

シモキタコインとは

「I LOVE下北沢」アプリからご利用いただけます
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下北沢で１年間に発生する 
キャッシュレス決済手数料は５億円以上

2020年6月23日　経済産業省「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」第二回資料

下北沢周辺店舗売上／年　　 
　¥57,600,000,000 

１店舗売上／月　¥3,000,000（仮） 
１店舗売上／年　¥36,000,000 
下北沢周辺店舗数　1600（当社調べ）

¥57,600,000,000 × 30% × 3.25% = ¥561,600,000

キャッシュレス決済比率 
2020年は約30%

シモキタコインとは

キャッシュレス決済手数料率 
3.25%
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シモキタコイン事業の目標：５億円の決済
シモキタコインとは

お客様

運営会社

加盟店（株主）と地域 
下北沢（周辺含む）限定

5億400万円 1,600万円

504万円

利益

下北沢には1,600以上の商店があります。 
もし、お店の月の売上が200万円で、その10%がシモキタコイン決済だったら？ 

そんなお店が210店舗（下北沢全体の約13%）あると、年間5億400万円のシモキタコイン決済になります。 
これがシモキタコイン事業の当面の目標です。

黒字
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シモキタコインが目指す下北沢の将来
シモキタコインとは

下北沢周辺に住んでいる人、下北沢で働いている人、下北沢に遊びに来た人
など、老若男女問わず、シモキタコインを使っている。 

飲食店、物販店、スーパー、美容室などあらゆるお店で使える。 
お店で直接支払うだけでなく、お店に行かなくても注文や支払いができる。 

お小遣いにあげたり、投げ銭したり。

シモキタコインで何をする？ 
皆様の声が明日の下北沢を創ります！ 

下北沢のプロモーションに使おう！　お得なポイントで来店を促そう！ 
街をきれいにする活動をしている人にコインを贈ろう！ 

商店街で福引をやろう！　豆まきみたいにコインを配ろう！ 
天狗のお面を駅前に置こう！
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お会計はお客様のスマホで簡単３ステップ♪

1

お店が 
金額とQRコード提示

お客様が 
QRコード撮影・金額入力

お店が確認 
お客様が支払実行ボタンスライド

▶ ▶
2

専用の機材は不要！
QRコードを置くだけで 
簡単にはじめられます♪

3

・つり銭の手間がなくなります 
・締め後の現金の持ち運び不要 
・非接触で感染症対策に 
・スタッフの不正対策にも

利用方法

キャッシュレスだから
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シモキタコイン加盟店で現金を支払ってチャージ

店頭やギフト券でチャージ

1,000 円単位　お客様一人あたり最大50,000コイン（5万円分）まで

利用方法

一部できないお店があります

シモキタコインギフト券でチャージ 
プレゼントにも
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「また来たくなる」仕組み

自分のお店だけで使える「お店ポイント」を発行して 
メッセージを添えてお客様にプレゼント。 
１回来店したお客様にお店を思い出していただき、 
再来店を促すことができます。　※アプリ機能開発中

お店独自のポイントで再来店を促進

加盟店だけで使えるポイントをいつでも
シモキタコインで支払うと 
シモキタコイン加盟店だけで使えるポイントが 
いつでも１％の付与されます。

導入メリット

♪

ピッ

ピッ

　　　　   チャージ
1% ポイント get !
¥1000

P

楽しむ

貯めたポイントで
さらに楽しむ！

♬

QR コードを読み取り、金額入力
キャッシュレス＆スピード決済

1% ポイント get ! P

ピッ

下北沢全体の
リピートを 

増やす

お店の 
リピートを 

増やす

決済手段の単なる置き換えではなく、 
新しいお客様を増やす、来店頻度を増やす取り組みに力を入れています。

イベントをきっかけにファンを増やす
I LOVE下北沢が運営する「下北沢カレーフェスティバル」等の 
イベントに参加し、シモキタコインをご利用いただいた方に 
新しいイベントやお店の魅力をお伝えしていきます。
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地域ぐるみの利点を最大限に活かす

4,800人以上

地域でいつどんなものが売れているか？ 
他のお店はどんな工夫をしているか？ 
コロナ対策はどうしているか？ 
街の情報を自分のお店で活用しましょう。

？ ！
地域の情報をお店の力に

大規模店舗が少なく、小さなお店がひしめく下北沢。 
個性豊かな個店が下北沢の魅力をつくり上げています。 
下北沢が好きな人たちは下北沢のお客様。 
下北沢のお客様にお店を知らせて、 
お店のお客様になっていただきましょう。

地域の商品券とシモキタコインを交換

導入メリット

商店街と連携してコインをプレゼント（2020年8月）

下北沢のお客様をお店のお客様に
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加盟店様の負担なく、 
コイン利用者にポイント還元などで利用を促進して 

加盟店様の売上に貢献します。

コイン利用者の来店が期待できます

I LOVE下北沢アプリユーザー

【利用者数】 

　約4,800人 

下北沢によく訪れる 
方の来店数増加が 
見込めます！ 

【キャンペーン】

導入メリット

過去実施例
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駅周辺のチラシ配布やWeb・アプリで 
コイン加盟店を宣伝します

フードイベント時のチラシ
駅前で手渡すチラシ

導入メリット

I LOVE下北沢アプリ
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テイクアウトの注文を受け付けて 
コインで決済まで完了

「テイクアウトの注文をもっと受けた
い」 
「席数に関係なく売上を増やしたい」 
「忙しくて電話注文を受けられない時
がある」 
「お店が路地裏だがテイクアウトでき
ることを知ってほしい」 

I LOVE下北沢テイクアウトサービスは
このような課題をお持ちの店舗におす
すめです。 

商品を準備しておき、お店に来たお客
様に渡すだけ。

利用料はシモキタコイン決済手数料＋テイクアウト予約手数料10%です。

導入メリット
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個々のお店だけで使えるポイントを 
先買いしてお店を応援

新型コロナウイルスの影響でお客様が
なかなかお店に行きづらい状況の中、
お気に入りのお店を応援できる仕組み
です。（2020年5月実施） 

お客様は、そのお店だけで使えるポイ
ントをクレジットカードで購入し、後
日来店した際にポイントを使うことが
できます。 

先買いされたポイント代金はすぐにお
店に振り込まれます。 

お店のファンに先払いをしていただき
ながら、来店を促すことができます。

導入メリット
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導入費用と入金サイクル
機器導入コストや継続費用は発生しません
決済手数料 決済機器利用料 月額固定費

通常 3.25% 
商店街加盟店 3.20% 0円 0円

締日 入金タイミング 振込手数料

コインによる売上
が１万円以上の時
いつでも

昭和信用金庫 翌々営業日までに入金 ０円

その他金融機関 翌々営業日までに入金 加盟店様 
ご負担

シモキタコイン決済分を最短即日入金

※ 1万円未満でも月末などのタイミングで締めて入金が可能です。 
※ 通常、入金のご申請日または月初から２営業日以内に振込いたします。 
　チャージ代金の現金がお店にある場合、入金を待つことなくその現金をお店のお金に換えることもできます。  
※ 振込の代わりに、払われたコインを他のお店への支払いに使えるお店用のコインに変換することもできます。 
　お店用のコインで他のお店に支払いをした時にお店に1％ポイント還元。

加盟・運営方法



株式会社シモキタコインの事業にご賛同いただいた皆様に 
株主になっていただきます。株主総会を開催し、経営成績はもちろん、 
シモキタコインの流通状況などの情報を開示します。 

・決済額 
　　お店ジャンル別、日/時間帯/曜日/場所別、 
　　加盟店間取引の額など 
・チャージ額 
・未使用残高 
・利用者数、利用回数 
・加盟店のコイン利用事例紹介（今後） 
・地域貢献の状況（今後）
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下北沢を盛り上げるパートナーを募集します！

募集内容 

株価：18,000円（１株） 

※年会費ではなく、 
一括払いとなります。

加盟・運営方法
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シモキタコイン加盟店からの声

・小銭を出さなくて便利！ 
・客数が増えた。 
・地域に貢献できるのが良い。

・I LOVE下北沢の企画が集客につながっていて、
それに連動してシモキタコイン加盟店舗として宣
伝になっている。 
・導入は簡単でした。 
・慣れればクレジットカードより楽。 
　　　　　　　　　　　　　‒‒‒‒ 風乗りメリー様

・たまったポイントを使いに来るお客さまも多く
て、集客につながっています。 
・Nomouze Group 全店でつかっています。 
・シモキタコインはちょっとした相談でもすぐに
聞けるのが便利。 
          ‒‒‒‒ ARENA下北沢様（Nomouze Group Japan）

・メディアで取り上げられた。 
・売り上げが上がった。 
・常連さんがよく使ってくれている。

他にも…

導入事例
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一部導入準備中のお店があります。

DUKE SALOON
DUKE CAPO

Cafe&Dining KOGA MILK BAR
ARK BOX

cafe and bar TEN
小料理居酒屋 倉
Lani cafe&bar

CAFE AND BAR KAMERA
狛犬珈琲／狛犬サワー

えくぷり
BlueMonday

Darts Cafe UNO
art ReG cafe

marusan&wacca
atelier?

バッキンガム宮殿
ARENA下北沢
Bar LOADED

Invader One Flat cafe
Seven Colors

台湾もつ鍋本舗もつ小屋
ティッチャイ

蕎麦と鶏 はんさむ 下北沢
東京DOME

BUDOKAN
Gijido

Bar John Doe
セギュレ

BANANA MOON
timbre
&ROOM

Never Never Land
barnitas

Bar colony
二次元bar桃山ドグマ

STABLER Shimokitazawa 
Dining Bar U7
TACOYAcoco

十勝うまいもんバル TONOTO
下北沢ぴあ＆ぴあ
魚待夢いやおうなし
Daddy's 下北沢

TOKYO SPICE CURRY 赤と黒
酒場 晴

PHO'MINH 下北沢店
MARY STAND
のたぼうず

おかずバル 紅月
風乗りメリー

beer bar うしとら壱号店
beer bar うしとら弐号店
ビアバルFesta下北沢

Petit Garden
bistro cinq
登 -nuovo-
ヽ-TEN-

CONA 下北沢店
ブッチャーズバル下北沢

馬肉グリル＆ワイン ゆう馬 下北沢本店
ヤキトリてっちゃん 下北沢店

博多炭火焼鳥 とりを
ヤキトリてっちゃん talking GORILLA

東京焼き麺スタンド
晴 -haru-

一心
Gakuya

THE 10 PERCENT/Fraction Bar
鶏と魚と炭火焼 燈 ～あかり～

FLIGHT LOUNGE
つくね屋ロック

hishimo

蕎麦前酒場CAZILO
Emma

アス 下北沢店
焼酎バー金魚
農民カフェ
黒川食堂

かまいキッチン
下北沢名物 ニックンロール

SOUNDS GOOD
茄子おやじ

BALLON D´ESSAI
anthrop

こはぜ珈琲
南乃珈琲船
EXPRESSER

Captain's Donut 下北沢本店
SAMA 下北沢店
NAN STATION

下北沢チーズ工房
米すじ亭

MAKAPU’U
ペペロッソ

甘寛

飲食店

導入事例

150店舗以上が加盟
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ELICA
文学堂美容室retri

soi
Kirowne
papasarge

becel
magico
MOTHER
Lagom
&coco

Alan Smithee SHIMOKITAZAWA
em HAIR
Thema

RISK
UTA

Gleeful 下北沢店
iot、Flon
Re:Re:
WEGO
Caca

フタバヤ靴店
マルアール

纒オプティカル
Rhythm9
BIENSOL
三叉灯

ファッション美容室 暮らし

一部導入準備中のお店があります。

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト(WBS)」2019年10月9日

きくや文具店
iPhone修理ジャパン

INFINITO
COCOCHI下北沢

亀屋酒店
Shimokita Town

JELLY JELLY CAFE 下北沢店
ゴールドフランキン 下北沢
中小企業診断士 T-bank

ホテルアンドレ
エレガントピープル

下北堂
しもブロ
下北沢東会

株式会社アイラブ

導入事例

Caka act2
dapper

sowhat vintage
Trevor Frank

手芸雑貨屋 Sally Mart
古着屋 泡沫
Flaps.alfa
Flaps.sierra
Flaps.tango

rebirth

ご自分のお店で加盟が難
しい場合でも、差し支え
なければ、興味がありそ
うなお知り合いのお店を
お教えください🙇

ご紹介のお願い
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商号　　　：　株式会社シモキタコイン (Shimokita Coin, Inc.) 
設立　　　：　2018年3月26日 
住所　　　：　東京都世田谷区北沢2丁目10番15号 
　　　　　　　藤和下北沢ハイタウンA棟303 
代表者　　：　代表取締役 鎌形渉 
株主　　　：　株式会社エルコイン 90.344% 
　　　　　　　下北沢の店舗 6.606% 
　　　　　　　株式会社アイラブ 3.049% 
資本金　　：　2,238万円 (資本準備金含む) 
資格　　　：　第三者型前払式支払手段の発行者 
　　　　　　　（登録番号：関東財務局長第00709号） 
　　　　　　　経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」登録決済事業者 
　　　　　　　（登録番号：PJ190513-CL31T-決登000035号）

株式会社シモキタコインは下北沢の皆様の会社です

パイプドＨＤグループ

運営会社

同グループ

お問い合わせ 
03-6804-9710株式会社アイラブ　担当 阿部 Tel

メール info@love-shimokitazawa.jp 
LINE 19870916at

mailto:info@love-shimokitazawa.jp

