
 

 

 

1/3 

 

2022 年 12 月 13 日 

報道関係各位 

角盤町商店街振興組合 

株式会社 T マネー 

 

【「T カード／モバイル T カード」にチャージして「キャッシュレス決済」】 

12 月 16 日から、鳥取県・米子市の角盤町商店街で電子マネー「T マネー」が使える！ 

～“地域通貨”としての「T マネー」活用で、地域経済を後押し～ 

 

 角盤町商店街振興組合（所在地：鳥取県米子市、代表：森紳二郎 以下、角盤町商店街）と、株式会社

T マネー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丹尾 正和、以下「T マネー社」）は、2022 年 12 月 16 日

（金）より、ＪＵ米子髙島屋をはじめとした角盤町商店街 31店舗で、電子マネー「Tマネー」サービスの提供を開始い

たします。 

 

背景：商店街の“地域通貨”として、電子マネー「T マネー」でキャッシュレス化とＤＸを促進 

米子市では人口の 5 割以上におよぶ約 7 万人、40 代男女には約 8 割の方に T カードをご利用いただいていること

から、米子市市民の皆さまがよりお得で便利に角盤町商店街でのお買いものをお楽しみいただけるよう、2022 年 1 月

14 日より T ポイントサービスの提供を開始し、現在 JU 米子髙島屋をはじめ商店街３1店舗で導入しています。 

このたび、コロナ禍でもより利便性高く、安心してお買いものをお楽しみいただくために、お手元の「T カード／モバイル T

カード」にチャージして利用できる電子マネー「T マネー」（https://t-point.tsite.jp/finance/tmoney/）の導入を決定い

たしました。また「T マネー」を商店街の“地域通貨”として幅広くご活用いただくことで、個人商店を含めた商店街全体の

キャッシュレス化の促進とＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）による地域経済の活性化を支援いたします。 

 

NEWS RELEASE 
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今回の取り組み：一度の提示で「T ポイント付与から決済」を完結、 

「T マネー」は、お買い物の際に「T カード／モバイル T カード」のご提示でご利用いただけます。「T マネー」決済では、通

常のお買い物で貯まるポイントに加えて、T マネー月間利用金額 500 円（税込）につき T ポイント 1 ポイントも貯ま

ります。さらに貯めたＴポイントは「T マネー」へチャージすることで、次回のお買い物にもご利用いただけます。 

そのほか「T マネー」へのチャージは、今回設置されるＪＵ米子髙島屋 1 階での T マネーチャージ機をはじめ、クレジット

カードによるオートチャージ、Paidy による後払いチャージ、T マネーギフトカード（POS カード）でチャージが行えます。 

 また「角盤町商店街」での「T マネー」サービス開始を記念し、「毎日チャージキャンペーン」を 12 月 16 日（金）～1

月 15 日（日）の期間中に実施いたします。JU 髙島屋 1 階に設置のチャージ機にてチャージいただいた方へ 5,000 円

以上のチャージで T ポイント 200 ポイントをプレゼントいたします（お一人様 1 日 1 回限り）。ぜひ角盤町商店街で「T

マネー」をチャージし、スマートフォンの非接触による一度の提示で【ポイント付与から決済】が完結するお買いものをお楽し

みください。 

【角盤町商店街の「T マネー」サービス 概要】 

■サービス開始日：2022 年 12 月 16 日（金） 

■サービスサイト：https://t-point.tsite.jp/finance/tmoney/ 

■サービス提供店舗：「角盤町商店街」T ポイント提携各店（一部店舗を除く） 

■T マネーのチャージ方法： 

※JU 米子髙島屋店の 1階入口 ATM コーナーに T マネーチャージ機を設置いたします。 

1．T マネーチャージ機での現金チャージ 

2．クレジットカードによるオートチャージ・１タップチャージ 

3．T ポイントでのチャージ 

4．Paidy による後払いでチャージ 

5．T マネーギフトカード（POSA カード）によるチャージ 

※利用可能金額：1 円以上 30,000 円まで 

チャージ方法は、サービスサイト（https://t-point.tsite.jp/finance/tmoney/）をご参照ください。 

■T ポイント付与：T マネー月間利用金額 500 円（税込）につき T ポイント 1 ポイント付与 

※T ポイント提携先では決済ポイントとショッピングポイントがダブルで貯まります。 

■T マネー有効期限：T マネーの最終利用日から 10 年間 

 

そのほか：2023 年 1 月より「角盤町商店街の日」キャンペーンも毎月開催！ 

また 2023 年 1 月以降より「角盤町商店街の日」にあわせて、毎月 19・20 日に下記 2 つのお得なキャンペーンを実

施いたします。新春からも「T ポイント／T マネー」を通じた、角盤町商店街でお買いものをお楽しみください。 

① 角盤町商店街 全品 T ポイント 5 倍（2022 年 11 月より実施中） 

角盤町商店街の Tポイント提携店舗すべてを対象に、お会計時に「T カード／モバイル T カード」をご提示いただき、Tポ

イントを貯めていただくと、Ｔポイントが通常の 5 倍貯まります。当日のお買いものでしたら、何度でも利用可能です。事

前エントリーの必要はございません。 

② 3,000 円以上の T マネーチャージで、T ポイント 30 ポイントプレゼント 

JU 髙島屋 1 階に設置のチャージ機にて「T マネー」へ 3,000 円以上チャージして頂いたお客様を対象にＴポイント 30 ポ

イントをプレゼント（お一人様 1 日 1 回限り）いたします。 

https://t-point.tsite.jp/finance/tmoney/
https://t-point.tsite.jp/finance/tmoney/
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■「角盤町商店街」 T ポイント／T マネーサービス導入店舗一覧 

店名 業種分類 

米子マンガミュージアム×自遊空間 ネットカフェ／コミック喫茶 

GOOD BLESS GARDEN Sauna & Stay 温浴／宿泊施設 

9inz フィットネス 

GOCHI 中華／韓国／アジア料理 

ON THE TABLE カフェ／喫茶 

JU 米子髙島屋 百貨店 

フードスタジオ カクバン（JU 米子髙島屋別館） 食品／食材 

ヘアーズギャラリー（JU 米子髙島屋別館） 美容院／理容室 

酒恵浪漫亭 凡 居酒屋／ダイニング 

高橋商店 青果店 

マム・アンジェリカ 占い 

有限会社はなつばき 化粧品 

ELINA アパレル 

Chukai コムコムスクエア 各種文化教室 

カフェ ブージーズ カフェ／喫茶 

CUT SHOP ch.2 美容院／理容室 

ジンギスカン 焼肉ジンジン 焼肉 

とり料理 さんぽう 和食／和食レストラン 

ブティック ルック アパレル 

魚ろばた 海座 居酒屋／ダイニング 

天ぷら 元禄 和食／和食レストラン 

アースファミリー米子 食品／食材 

麺処 想 ラーメン／つけ麺／中華そば 

美容室 JIB 1st 美容院／理容室 

角盤町商店街振興組合（地ビールフェスタ） サービス etc 

たこ秀 お好み焼き／たこ焼き 

ココナス カフェ/喫茶 

居酒屋 がく 居酒屋／ダイニング 

LOVER of NAILS 米子店 ネイルサロン 

株式会社ジョイアーバン 物販 etc 

niki アパレル 

 

角盤町商店街と T マネーは、コロナ禍でもお買い物をお楽しみいただけるように、非接触の「モバイル T カード」や電子

マネー「T マネー」サービスの提供をはじめ、DX（デジタル・トランスフォーメーション）を活用したお買いもの体験の向上を

目指してまいります。また、お客様からお預かりしたデータを基に、日々の生活で Small Happy を実感していただけるよう

な企画の創出を目指してまいります。 

 

※本ニュースリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

                                                                                           

本件に関するお問い合せ： 

株式会社ジョイアーバン 担当：井上 玲子 

TEL：0859-21-7811 

携帯：080-2890-0025 


