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【基本情報】セキュリティチェック

a. セキュリティチェック

下記すべての対策を行っていただいている場合はチェックマークをつけてください。

なお、これらを実施いただけない場合は本番利用申請をお進めすることができません

のでご了承ください。

・管理画面へのアクセス制限

・データディレクトリの露見防止

・脆弱性診断またはペネトレーションテストの定期実施

・マルウェア対策

a
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【基本情報】サービス情報

a. サービス名

申請サービスのサイトに表記されているサービス名をご記載ください。

漢字/カナ/英字の表記（大文字小文字等）もサイトと統一してください。

※サービス名はユーザーのクレジットカード明細に記載されます。

b. サービスURL

PAY.JPを組み込み、ユーザーが決済を行うサイトのURLをご記載ください。

アプリへ導入の場合は、ダウンロードURLもしくはLPをご記載ください。

オープン前の場合はサイトが閲覧できなくても構いませんが、その場合は別途g.サー

ビス内容説明資料のご提出をお願いいたします。

c. サービス開始日

申請サービスの運用開始日をご記載ください。

d. 今お使いのサービス（任意）

現在お使いの決済サービスがありましたら記載してください。

e. サービス内容を教えてください

決済対象となる商材が何かわかるようご記載ください。

※クレジットカードの決済対象となる商品と金額、具体的なサービス概要、が分かる

ようにご記載ください。

情報が不十分の場合は別途資料のご提出をいただきます。

a

b c d

e
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【基本情報】サービス情報

f. 商材単価の最低額(円)／商材単価の最高額(円)

複数購入の場合の合計金額ではなく「単一商品の価格」としてお考えください。

サイトの料金と相違がございますと、カード会社より指摘が入ります。

商材単価が高額な場合は、別途金額の詳細がわかる資料をご提出いただく場合がござ

います。あらかじめご了承ください。

（例）

＜月額2,980円の場合＞

商材単価の最低額(円)：2,980 

商材単価の最高額(円)：2,980

＜月額1,000円、月額2,980円、月額5,980円の場合＞

商材単価の最低額(円)：1,000 

商材単価の最高額(円)：5,980 

g. サービス内容説明資料

販売する商材と金額、サービス内容の詳細のわかる資料をご用意ください。

・サービス利用料などの場合は料金表をご用意ください。

・物販等の場合には商材画像も含む商品一覧をご用意ください。

▼プラットフォームサービスの場合はこちらをご確認ください

https://help.pay.jp/ja/articles/4447617

▼サービス提供期間や有効期限が2ヶ月以上の場合はこちらをご確認ください

https://help.pay.jp/ja/articles/4865542

＜100~10000円の場合＞

商材単価の最低額(円)： 100 

商材単価の最高額(円)：10,000

f

g

https://help.pay.jp/ja/articles/4447617
https://help.pay.jp/ja/articles/4865542
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【基本情報】事業者情報
a. 事業形態

「法人」を選択してください。

b. 会社名

登記上の会社名をご記載ください。

※漢字/カナ/英字の表記（大文字小文字等）も統一してください。

c. 設立年月日

登記上の設立年月日をご記載ください。

d. 資本金（万円）

資本金をご記載ください。

e. 代表者姓名

代表者姓名をご記載ください。

※漢字/カナ表記を統一してください。

f. 代表者生年月日(例 1980-12-31)

代表者の方の生年月日をご記載ください。

g. 代表者性別

選択してください。

h. 電話番号

重要なご連絡をさせていただく可能性がございますので、必ず連絡の繋がる電話番号

をご記載ください。

a

b

c d

e

f g h
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【基本情報】システム開発体制

a. 開発体制

開発体制を選択してください。

b. 利用しているASPサービス名

自社で開発されてているライブラリの場合は入力不要です。

他社のAPSサービス利用の場合はご記載ください。

c. ASPサービスのQSA名

ASPサービスのPCI-DSS審査を行った会社名をご記載ください。

a

b c
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【基本情報】事業者住所

a. 事業者住所

登記簿に記載の住所をご記載ください。

※番地以降の記載漏れが大変多くなっておりますので必ず記載内容をご確認ください。a
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

①「はい」「いいえ」の選択が可能な場合

※申請いただくアカウント種別によって表示がされないケースがございます。

a. サイトに特定商取引法に基づく表記はございますか？

「はい」「いいえ」の選択が可能な場合

サイトに特定商取引法に基づく表記が記載されているページのご用意がある場合は

「はい」。

ない場合は「いいえ」を選択してください。

■はいの場合

b. 特定商取引法に基づく表記のページURL

特定商取引法に基づく表記が記載されているページのURLをご記載ください。

■いいえの場合

次のページで記載方法をご確認ください。

②「はい」「いいえ」の選択が不可な場合

次のページで記載方法をご確認ください。

サービス開始時には、必ずサイト内に特定商取引法に基づく表記の
ページを設置してください。

▼特定商取引法に基づく表記の書き方についてのヘルプページ
https://help.pay.jp/ja/articles/3438168

１

b

a

２

https://help.pay.jp/ja/articles/3438168
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

b. 販売事業者名

登記簿と同一の会社名をご記載ください。

会社名に中点や英語表記がある場合も登記簿にあわせて記載してください。

c. 運営責任者名

登記簿の代表者様、あるいは運営責任者様の氏名をご記載ください。

d. 問い合わせ窓口（メールアドレス）

メールアドレスをご記載ください。

e. 問い合わせ窓口（電話番号）

電話番号をご記載ください。

f. 本社所在地

事業者情報で入力した登記簿に記載の住所を省略せずに記載してください。

他の住所に営業所や店舗がある場合は追記してください。

（例）【本社】東京都港区六本木・・・

【店舗】東京都渋谷区神宮前・・・

g. 商品代金以外の必要料金

商品代金以外にかかる金額と項目をご記載ください。

別ページに記載の場合は記載ページへのリンクでも可能です。

※銀行振込手数料、税金に関しては金額の記載は必要ありません。

（例）送料：全国一律500円、北海道・沖縄のみ〇円、代引き手数料○円、

コンビニ手数料○円、加工費○円等

b c

d e

gf



10

【基本情報】特定商取引法に基づく表記

h. お支払い方法

クレジットカード決済を含む、すべてのお支払い方法を記載してください。

i. 代金の支払い時期

お支払い方法ごと課金方法ごとに全て記載してください。

（例）

＜都度課金＞

銀行振込：お申込みより〇日以内

クレジットカード決済：お申し込み時

代引き：商品到着時

コンビニ支払い：お申込みより〇日以内

＜定期課金＞

銀行振込：初回申し込みから〇日以内、次月以降毎月〇日

クレジットカード決済：初回申し込み時、次月以降毎月〇日請求

h i
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

j. 商品の引渡し時期

支払い方法／商材ごとに、引き渡しの明確な時期を記載してください。

※購入確定から送付までの時間が一ヶ月以上かかるものは原則NGです。

一ヶ月以上かかる場合には、納品の目安をご記載ください。

（例）

＜物販の場合＞

クレジットカード：注文後、〇日以内に商品を発送致します。

銀行振込：入金確認後、〇日以内に商品を発送致します。

＜サービスや月額課金の場合＞

クレジットカード：注文後、すぐにご利用開始となります。

銀行振込：入金確認後、すぐにご利用開始となります。

＜イベント、セミナーの場合＞

クレジットカード、銀行振込：イベント当日にご提供

j
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

k. 返品・交換不良品・解約について

返品（キャンセル）の可否、条件、期限及び返金が発生する際は返金方法と

時期を記載してください。

（例）

＜物販の場合＞

→30万円以上の商品の発送がある場合は補償有無と補償有の場合は補償内容について

もご記載ください。

・お客様都合のキャンセルについては、お受け致しかねます。

・不良品については、商品到着後〇日以内にメールにてご連絡ください。

送料は弊社負担で〇日以内に良品と交換または、全額返金いたします。

・30万円以上の商品には、弊社側で運送保険をかけさせていただきます。

＜サービスや月額課金の場合＞

→定期課金がある場合は、解約についてもご記載ください。

・商品特性上、返金・キャンセルについてはお受けできません。

・解約の際は、〇日以内にメールにてご連絡ください。

日割り分をご返金はいたしません。

＜イベント、セミナーに関して＞

→主催者都合やなんらかの事情で中止になった際の対応方法もご記載ください。

・商品特性上、返金・キャンセルについてはお受けできません。

・主催者都合やなんらかの事情で中止になった際は、〇日以内に全額返金

いたします。

k
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【基本情報】ご入金情報

a

a. 入金情報

口座名義は通帳に記載されている通りの内容を正確にご記載ください。

※申請の法人名もしくは代表者様と同一名義の口座のみ設定可能です。

ご入力に誤りがあり不一致となりますと、再振込手数料の発生や入金が遅れる場合が

ございます。

（例）

カ）ペイ

ユ）ペイ

ペイ タロウ
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【基本情報】登記番号

a. 登記番号（会社法人等番号）

登記簿謄本をご確認ください。

わからない場合は以下のURLから検索してください。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

a

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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【基本情報】免許について

a

a. 免許書類

サービス運営に必要な免許書類があればアップロードしてください。

※運転免許証や健康保険証などの本人確認書類は不要ですので、アップロードしない

でください。

審査の際に必要となる主な届出証や許可証は下記ページをご確認ください。

https://help.pay.jp/ja/articles/5178231-審査の際に提出が求められる届出証や許可

証を教えてください

https://help.pay.jp/ja/articles/5178231
https://help.pay.jp/ja/articles/5178231
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【基本情報】プラン申し込み

a. プラン

プラン申し込みされる場合はご選択ださい。

PAY JP Seed：https://help.pay.jp/ja/articles/3438203

PAY.JP指定のVCや事業会社から投資を受けた方、または紹介を受けた方のみがお申

込みいただけます。

PAY JP Travel：https://help.pay.jp/ja/articles/3438254

旅行業・旅行代理店を運営される企業様がお申込みいただけます。

PAY JP NPO：https://help.pay.jp/ja/articles/3438245

特定非営利活動法人(NPO法人)による寄付をクレジットカード決済いただく場合にお

申込みいただけます。

b. 基本情報を保存する

すべての項目の記載が完了後、クリックしてください。

VISA/Mastercardの本番利用申請が完了いたします。

a

b

https://help.pay.jp/ja/articles/3438203
https://help.pay.jp/ja/articles/3438254
https://help.pay.jp/ja/articles/3438245
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【追加情報】サービス情報

a b

c

a. 商材の種類

決済対象の商材種類にチェックを入れてください。

物 販 ：グッズ、オリジナル商品の販売など

サービス提供 ：Web上でのオンラインサービス提供など

デジタルコンテンツ：書籍、漫画などの読み放題、動画の見放題、

音楽のストリーミング定額配信サービスなど

b. 利用する課金

決済対象の課金方法で、該当するものにチェックを入れてください。

「都度課金」は都度発生する課金のこと

「定期課金」は継続的に課金が必要となるもの

詳細は下記をご確認ください。

https://help.pay.jp/ja/articles/3438265

c. 商品ページ・課金ページ状況

サイト自体のオープン状況ではなく、販売/購入画面のオープン状況について「オー

プン済」「未オープン」を選択してください。

オープン済定義：商品が掲載されており、注文・申込を完了できる状態のこと。

＜オープン済の場合＞

審査時には、サイトの内容も審査対象となります。

サイト内にログインページがある場合は審査用のアカウントを作成いただきID/PASS

をお知らせください。

https://help.pay.jp/ja/articles/3438265-
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【追加情報】ご担当者

a. ご担当者様名

PAYからお問い合わせをさせていただく際、ご対応くださる方のお名前をご記載くだ

さい。

b. ご担当者様電話番号

重要なご連絡をさせていただく可能性がございますので、必ず連絡の繋がる電話番号

をご記載ください。

a b
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【追加情報】事業情報

a. 前年度年間売上（万円）

前年度年間売上をご記載ください。

b. 事業内容

事業内容をご記載ください。

（例）決済サービス事業

a b
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【追加情報】その他情報

a. プライバシーポリシー

プライバシーポリシーが掲載されているURLもしくは、サイトに記載予定の文章をご

記載ください。

サービス開始時には、必ずサイト内にプライバシーポリシーのペー

ジを設置してください。

b. 利用規約（サイトが未オープンの場合は内容を入力してください）

利用規約が掲載されているURLもしくは、サイトに記載予定の文章をご記載ください。

c. 追加情報を保存する

すべての項目の記載が完了後、クリックしてください。

JCB/Amex/Diners/Discover/ApplePayの本番利用申請が完了いたします。

a

b

c
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