
地域通貨のご提案
株式会社ジィ・シィ企画

幕張ベイタウン商店街振興組合 様



会社紹介

◆ 会 社 名 株式会社ジィ・シィ企画
◆ 所 在 地 千葉県佐倉市王子台1-28-8ちばぎん臼井ビル3F
◆ 設 立 平成7年9月13日
◆ 資 本 金 1億 8,603 万円
◆ 代表取締役 矢ヶ部 啓一
◆ 従業員数 140名
◆ 認定資格 ISO 9001: 2015/JIS Q9001:2015（品質保証の国際規格）

ISO 27001：2013（情報セキュリティの国際規格）

PCI DSS Version 3.2.1 （クレジットカード情報保護における国際的なセキュリティ基準）

総務省 一般第二種電気通信事業者

常に新しいキャッシュレス決済システムを提供し続け、年間処理件数１１億件 処理金額２兆円超



ベイタウンコミュニティ通貨
「 持続可能社会のためのコミュニティ通貨研究コンソーシアム 」の

「C.C.Wallet」を利用

ベイタウン通貨

本通貨はマイナスにする
ことが可能で利用者全員
のポイントを計算すると０
となる



コミュニティ通貨とは

2030年までに達成すべき国際社会の共通目標であるSDGs（注）が目指す社会の実現のためには、一人ひとりが積
極的に関わり活躍できるコミュニティを維持・発展させていくことが重要です。

本コンソーシアムでは産学官の連携のもと、望ましいコミュニティの持続可能性に寄与すべく、次世代技術に支
えられたコミュニティ通貨を基軸とした新たな社会経済システムを実現するために必要なデータを収集、解析を
行い、その成果を社会実装することを目的として活動しています。

(注）SDGs（持続可能な開発目標）は2030年までに達成すべき国際社会の共通目標のこと。保健、成長・雇用、ま
ちづくり、生産、消費など17個の目標と169個の具体策からなる。

団体名称 ：「持続可能社会のためのコミュニティ通貨研究コンソーシアム」
略称 3C3S（Consortium of Community Currency Study for Sustainable Society）

設立年月日 ：2019年2月14日
代表者 ：西部 忠 【北海道大学名誉教授、専修大学経済学部教授】
事務局所在地：北海道札幌市北区北21条西12丁目2北大ビジネス・スプリング
取引金融機関：北洋銀行本店



コミュニティ通貨とは

参加メンバー一覧

会長
西部 忠 北海道大学名誉教授／専修大学経済学部教授

副会長
西田 光志 元TIS 代表取締役副社長

株式会社ジィ・シィ企画取締役

副会長
松永 隆裕 日本医療大学病院 副院長

副会長
平本 健太 北海道大学 大学院経済学研究院長

監事
宮内 博 北洋銀行 地域産業支援部担当部長

監事
斉藤 浩史 ㈱柏の葉キャピタル CEO＆CPA

事務局

嵯峨 充 事務局長

大橋 明努 副事務局長

伊藤 真由美 事務局員

理事（候補 五十音順）

※は個人会員

伊藤 政彦 ※ (株)スマートコムラボラトリーズ 代表取締役社長

尾村 優太 ※ 武蔵小山商店街振興組合事務長

金子 哲司 (株)ジィ・シィ企画 取締役会長

河崎 純真 ※ GIFTED AGENT (株)代表取締役社長

黒田 裕芳 ※ (株)リコー デジタルビジネス事業本部

佐々木身智子※ 中小機構北海道北大ビジネス・スプリング CIM

出合 祐太 ※ 一般社団法人北海道ベースボールアカデミー代表

土田 安紘 AWL(株) AI HOKKAIDO LAB＆Co 所長

中垣 俊之 北海道大学 電子化学研究所 所長

中村 拓哉 (株)調和技研 代表取締役

前田 諭志 (株)デザイニウム 代表取締役

町野 和夫 ※ 北海道大学大学院経済学研究院

地域経済経営ネットワーク研究センタ（REBN)センター長

三宅 隆裕 ※ 北海道大学 学生

山田 純 会津電力（株） 代表取締役社長

矢部 真二 (株)日本カードネットワーク（JCN） 代表取締役社長



Step1：理事と加盟店（協力店）でトライアル
・理事がスマホアプC.C.Walletをインストール、ベイタウン通貨登録
・加盟店にはQRコードを貼ってベイタウン通貨で支払いを可能とする
（加盟店側のウォレットにベイタウン通貨が溜まる）
・ C.C.Walletはマイナス残高として利用できるため、理事は利用する都度
マイナスとなり、利用された加盟店がプラスとなる。
・理事はマイナス分を組合に法定通貨で支払いゼロに戻す
・加盟店は溜まったベイタウン通貨を組合にて法定通貨へ換金する
（換金した場合は、それぞれのウォレットから同通貨が移動する）
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Step2：ヘルパーリンクの利用者とサポーターを追加してトライアル
・サポーターがスマホアプリC.C.Walletをインストール、ベイタウン通貨登録
・利用者は高齢の為、スマホは使用せず、QRコードを印刷して利用する
・ C.C.Walletはマイナス残高として利用できるため、利用者は利用する都度
マイナスとなり、利用されたサポーターがプラスとなる。
・サポーターは利用者にサポートした後に、その対価として利用者のQRコードを読み取り
ベイタウン通貨をもらう
・利用者はマイナス分を組合に法定通貨で支払いゼロに戻す
・サポーターは溜まったベイタウン通貨を他の加盟店でも利用できるし組合にて
法定通貨へ換金もできる
（換金した場合は、それぞれのウォレットから同通貨が移動する）
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組合：商店街振興組合
理事：商店街振興組合理事
加盟店：商店街加盟店

利用者：ヘルパーリンク利用者（高齢者）
サポーター：ヘルパーリンクスタッフ
組合：商店街振興組合
理事：商店街振興組合理事
加盟店：商店街加盟店
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債権債務台帳としての利用を検証



Step3：住民会員を正式に募集
・住民会員がスマホアプリC.C.Walletをインストール、ベイタウン通貨登録
・加盟店ではベイタウン通貨で支払いを可能とする
（加盟店側のウォレットにベイタウン通貨が溜まる）
・住民は加盟店で利用した実績をもとに組合へ法定通貨で後払いする
・住民間で習い事やお手伝いをする事で、ベイタウン通貨を送りあう
・加盟店同士でも利用できるようにする
・加盟店は溜まったベイタウン通貨を組合にて法定通貨に換金できる

Step4：足りないモノやサービスを提供する加盟店を誘致する
・ベイタウン内で生活・経済をクローズ出来るように、足りない加盟店を募集
・SDGsに貢献する加盟店とし、人・環境・地球にやさしいモノ・サービスを
住民がジャッジして誘致する
・参入しやすいように、住居はURが無償で提供する
（モノ・サービスが充実する事で住民が増え、URにもメリットとなる）
・住民は健康的な生活が出来、街が活性化することで持続可能とする
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債権債務台帳だけではなく、個人間送金を利用することで
コミュニティ通貨本来の利用にシフトしていく



Step5：住民は月額定額で必要なモノ・サービスを必要な時に必要なだけ、公平・安全・安心に受けることができる
・住民は毎月一定料金を組合に会員費として支払い、商店街のあらゆるモノ・サービスを必要なだけうけることが出来る
（※毎月の一定料金は定期的に利用状況を分析して変動出来るようにする）
・住民会員は、得意なコトを住民に提供したり、街に貢献することでベイタウン通貨を稼ぐことが出来る
・加盟店は仕入れに必要な法定通貨を組合にて換金して支払う
・加盟店の方も可能な限り商店街内での消費を目指す
・すべてのモノ・サービスがSDGsに貢献する事で住民の意識が上がり、また外部よりこの価値を理解するひとたちが移住してくる
・すべての住民が健康的で人・環境・地球に優しくなり、ここで育った子供たちもこの姿を受け継いでいく

目指す姿



導入メリット

①組合メリット：システム導入費、利用費が無料

②加盟店メリット：端末費用・決済手数料無料
住民利用拡大でリピート率アップ
現金又は他のキャッシュレス決済と価格を差別化することで利用者に還元

③住民メリット：スマホ又はQRコードを携帯すればお得にお買い物ができる



現金出納業務はどなたがやりますか？？？

¥¥¥ ¥¥¥

利用者 加盟店



まずは、ポイント利用から

来店ポイント

ボランティアポイント 来場ポイント



ポイント出口

Point

ポイント利用分は
組合費で

加盟店でポイント利用

イベントでポイント利用

Point

利用者



3C3Sコンソーシアム入会

システム導入にあたり3C3Sコンソーシアムのご入会をお願い致します。

3C3Sの会費については、以下により取り扱うこととする。
１．会費
（１）年会費は以下のとおりとする。
個人会員 ： ５,０００円
法人会員 ：１０,０００円
学生会員 ：無料
特別会員 ：無料
※特別会員とは、地方公共団体、公的団体、教育機関等に所属する方を含みます。
（商店街振興組合含む）


