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共感コミュニティ通貨eumo(ё)の使い方
※他のコミュニティコイン(フェアトレードコイン、uコインも同じです。)

チャージ、決済時の利用の一連の流れを撮影した動画をご参照ください。
※利用時に必要なもの：決済アプリ (共感コミュニティ通貨eumoアプリ)を
ダウンロードしたスマートフォン (OS要件：Android要件8以上、iOSの互換性11.0以降)
※Blootoothの設定が必要となります。オンにしてご利用をお願いします。

①決済方法

https://vimeo.com/447061073/0bfcee6200

②チャージ方法

https://vimeo.com/447061116/334421000b
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新規登録方法①

スマートフォンでアプリのア

イコンをタップ！
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アカウント登録がまだの方

は、「アカウントの新規登録」

をタップして、新規登録手続

きをお願いします。

★注意点！★

①実証実験時

(2019/9/15~2020/
2/29)のアプリデー

タは引き継がれてい

ませんので、再度登

録をお願いします。

②実証実験時に、

eumoアプリをインス

トール済みの方は、

そのままご利用いた

だくと不具合がでる

場合がある為、お手

数ですが、一度アン

インストールして、

再度インストールい

ただけると幸いで

す。

eumoアプリを開くと

この画面が表示されます。

「ログイン」をタップして次

ページへ進んで下さい。



新規登録方法②
★登録の入力条件

①ユーザー名の入力条件

◆入力可能：アルファベット、日本

語、数字

◆入力不可：スペース、

「!$&%」のような記号

②パスワードの入力条件

6文字以上

1文字以上の数字

小文字1文字以上

※！$＆％などの記号も入力可

③「姓」と「名」の入力条件

入力可能：アルファベット、

日本語

入力不可：「!$&%」のような記号
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必要事項の入力後、会員規約に
同意にチェックを入れて、
登録をタップすれば新規登録は
完了！です。

★注意点★

新規登録完了後、Pokepay(決済システム)へのアクセスを許

可すると、eumoアプリのTOP画面にログインができます。

但し、新規登録を行うと上記の内容のメールが

currency@eumo.co.jpから届きますので、こちらのメール

が届いているかの確認を最後にお願い致します。キャリアメー

ル(docomoやezweb等)や会社のセキュリティの強いメールシ

ステムをお使いの方は、セキュリティの問題で迷惑メールに送

られるか、もしくは届かない場合があります。

※受信リストにいれても届かない場合、お手数ですが、キャリ

アメール以外でのご登録をお試し下さいませ。

mailto:currency@eumo.co.jp


ログイン方法

①赤線の部分に[登録メールアドレス]を入力して、「ログイン・新

規登録」をタップ

②認証コードメールが登録メールアドレス宛に送られてくるの

で、お使いのメールシステムで認証コードを確認し、入力→「ロ

グイン」をタップ

※no-reply@pokepay.jpからのメールを受信できるように設定をお願いします。

③「アクセスを許可する」をタップするとログイン完了！
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アプリ画面の見方

横にスライドさせていくと、コインの種類ごとの画面へ遷移しま

す。チャージは、コインの種類ごとに行う必要があります。今後コ

インの種類によっては変換も可能予定ですが、現在は開発中の

為、利用するコインごとのチャージが必要となります。(2020/8月
現在)
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気に入ったお店をフォローす
ると、フォロー中ボタンより
簡単にお店情報を見ることが
できます。

eumoからのお知らせはホーム
画面に表示されます。重要な
お知らせ、キャンペーン情報
等もありますので、お見逃し
なく！

←現在の通貨の取
引状況が確認で
きます。
※全種類のコイ
ン対象

※uコインは現在加
盟店調整中の為、今
後店舗が追加される
予定です。



加盟店を探す

１、［店舗一覧から探す］

①「店舗一覧」をタップ

②画面上部の「🔍お店を探す」をタップ

③下記のカテゴリーごとに探せます。

・近くのお店を探す：スマートフォンの位置

情報へのアクセスを許可しておくと、現在

地から近い距離にある店舗が検索できま

す。

・都道府県選択：都道府県ごとに検索でき

ます。

・業種探す：各店舗の業種ごとで検索がで

きます。

・通貨別に探す：各コミュニティコインごとに

検索ができます。 (２の検索方法で表示さ

れるものと同じ )
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２、［コインの種類ごとのページから探す］

コインページに一覧を下にスライドしていくと出

てくる「もっと見る」をタップするとさらに多くの店

舗が見れます。

①

②

③



取引状況をみる①

【ウォレット詳細 画面】

［コインカード］各コミュニティコインの保有コイン（マ

ネー)、ポイントの残高が確認できます。

［説明］コミュニティコインの紹介文が確認できます。

［有効期限/取引履歴］

チャージ、決済の取引状況、ポイントとマネーの内

訳、有効期限が確認できます。

★コイン(マネー)とポイントは基本的に価値は同じものです。

※有効期限に限らず、ポイントから消費されていきます。

下記の特徴の違いがあります。

◆コイン(マネー)：円からチャージした時は必ずマネーになります。

また他のコミュニティコインに換金可。CtoCで個人間送金も可能。

◆ポイント：自分以外の方々が付与するものです(キャンペーン等

での付与分など)。こちらは他のコミュニティコインへの換金や、

CtoCでの個人間送金が不可なものなります。
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コインのカード部分
をタップするとウォ
レット詳細画面が
開けます。

画面上部、右端の
「・・・」をタップする
とウォレットメニュー
が開けます。

ウォレットメニュー
からもQRコード読
み込み画面へ遷移
できます。



取引状況をみる②
取引画面に、「支払い」「チャージ」の他に、「送金」(=他ユーザーへの送金)「両替」(=コインの交換)が追加されました。「ウォレットの
詳細」画面より、それぞれの取引をタップすると、さらに取引の詳細情報が確認できます。
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②他ユーザーへの送金
（他ユーザーからの送金

取引画面例）

①他ユーザーへの送金
（他ユーザーへの送金取

引画面例）

③コインの交換

【注意点】
現在、システム開発の都合で、取引画
面の詳細画面をみても、左記や上記の
様に、他ユーザーのIDやコインの種類
の確認ができない状況です。見づらくご
不便をおかけしてしまい申し訳ございま
せん。こちら改善をできるように開発を
進めて行く予定です。



★新機能

他ユーザーへの送金(個人間送金)
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金額と説明に
メッセージを
入力してQR
コードを発
行！

QRコードを送金相手にシェア
(メールやSNS等)し、読み込
んでもらうと送金完了です！

他ユーザー (eumo決済アプリの利用ユーザー )に、eumo通貨を送金できます。
送金できる通貨は、自分の持っているコミュニティコインです。 QRコードを作成して送りたい相手に QRコードを送り、読み取ってもらうこ
とで送金ができます。

①「TOP画面」をス
ライドして、送金し
たい「コミュニティコ
インの画面」を選
び、コミュニティコイ
ンのカード部分を
タップする。

②取引情報画面の
右上の「・・・」をタッ
プ



★新機能

コイン交換
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②取引情報画面の
右上の「・・・」をタッ
プ

①「TOP画面」をス
ライドして、送金し
たい「コミュニティコ
インの画面」を選
び、コミュニティコイ
ンのカード部分を
タップする。 交換したいコインを

選択

金額を入力して、
「交換する」をタッ
プ。
右記のような画面
がでたら、無事交
換完了です。

交換完了のイ
メージ画像

共感コミュニティ通貨 eumoから他コミュニティコインへの交換ができます。
※共感コミュニティ通貨 eumo(ё)→コミュニティコイン (フェアトレードコイン、 Uコイン等)の交換のみ可能です。コミュニティコイン同士の交換
は不可です。



各種設定画面

【設定画面】

①[ユーザープロフィール ]
自分のアカウントのユーザー

名、ユーザー IDが確認できま

す。

②[アカウント設定 ]
登録メールアドレスとパス

ワードの変更ができます。

③[アプリ設定 ]
生体認証、プッシュ通知の設

定ができます。

※プッシュ通知は設定をオン

にしておいていただけるとお

知らせが確認しやすくなりま

す。
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①

②

③

↑アプリのバージョン情報はこちらを
ご確認下さい！
※更新をこまめにしていただけると
幸いです。 )



QRコードの読み取り方法(決済、チャージ時)

チャージ、決済QRコードは

１、決済端末機(ペイレジ)に表示されるもの

２、台紙にプリントされているもの(台紙例参

照)
３、電子データ(メールに添付して送る

Jpeg,PNG画像等)
など、複数あります。

読み取り方は全て同じです。

アプリを起動して、

①画面下部に出てくる📷カメラマークをタッ

プして、

②QRコード読み取り画面より読み取り

③(アプリのVerが1.0.6以上の場合)、QR画

像を読み込むをタップして３の電子データを

読み取ることもできます。

※Verは「設定」の画面にて確認できます。
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QR
コード

①

②

③

台紙例


