
管理画⾯利⽤マニュアル



主要メニューの⾒⽅について

1. ダッシュボード

2.お知らせ
3.本番利⽤申請
4.売上
5.�⼊⾦
6. 定期課⾦



1.�ダッシュボード

a. モードの切り替え

本番∕テスト環境の動作を確かめることができます。
なお、テストモードについてはテストカードのみ利⽤できる環境のため主に決

済などの動作確認のためにご利⽤いただきます。

b. アカウント名（メールアドレス）

現在ログイン中のアカウントのメールアドレスが表⽰されます。
メールアドレス右の「•••」マークよりアカウントに関する各種操作が可能です。

c. 売上データ
下記をご確認いただけます。

・ご利⽤から現在までの総売上
・ご利⽤から現在までの総顧客数

・次回の⼊⾦予定の⽇付

d. 売上⾦額

⽇次∕⽉次の売上推移が「１週間」「今⽉」「任意の3ヶ⽉間」の範囲で確認で
きます。3ヶ⽉以上の範囲は指定していただけませんのでご了承ください。

e. 顧客数（作成済の顧客総数）
⽇次∕⽉次の顧客数推移が「１週間」「今⽉」「任意の3ヶ⽉間」の範囲で確認
できます。3ヶ⽉以上の範囲は指定していただけませんのでご了承ください。

a
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2.�お知らせ

加盟店様向けのお知らせが表⽰されるページです。
お知らせをクリックするとPAY.JP�Announcementページにジャンプし、詳細をご確認いただけます。



3.�本番利⽤申請（1/2)

クレジットカード決済を本番で利⽤するにあたり審査の申請をするページです。

a

a. 利⽤可能カードブランド

審査が完了しており、ご利⽤いただけるカードブランドのロゴが表⽰されま
す。

b. 申請状況
下記いずれかのステータスが表⽰されます。

通過：審査完了しており、ご利⽤可能です。
保留：審査にあたり確認事項があります。当社からのメールを確認してくだ
さい。

審査中：審査中となります。審査結果のご連絡までお待ちください。
否決：審査結果NGとなります。対象のカードブランドはご利⽤いただけませ

ん。

c. VISA /Mastercardの利⽤申請
本番環境でクレジットカード決済をご利⽤いただくには、利⽤申請が必要で

す。
「VISA，Mastercardの利⽤申請」ボタンを押すと審査項⽬の⼊⼒画⾯に遷移

しますので、必要な情報を記載の上で申請をしてください。

なお、申請⽅法に関する詳細は「本番利⽤申請資料」に記載しております。

b

c



3.�本番利⽤申請（2/2)

クレジットカード決済を本番で利⽤するにあたり審査の申請をするページです。

d. Amex/JCB/Discover,Apple Payの利⽤申請

本番環境でクレジットカード決済をご利⽤いただくには、利⽤申請が必要
です。

「Amex/JCB/Discover,Apple Payの利⽤申請」ボタンを押すと審査項⽬の

⼊⼒画⾯に遷移しますので、必要な情報を記載の上で申請をしてください。

なお、申請⽅法に関する詳細は「本番利⽤申請資料」に記載しております。

d



4.�売上（1/3）

売上⼀覧は、売上を⼀覧で確認できるページです。

a. 売上作成ボタン
クレジットカード番号や⾦額を指定して売上を作成することができます。

b. 検索ボタン
検索ボタンをクリックすると、検索条件を⼊⼒できます。
詳細は次ページをご確認ください。

c. ステータス
該当の売上の決済状況が表⽰されます。

＜主なステータス＞
認証済み：与信枠が確保された状態です。売上は確定していません。
⽀払済み：売上確定済みです。
⽀払失敗：⽀払いに失敗しています。売上は確定していません。
返⾦済み：返⾦処理が完了しています。
※期限を過ぎて与信が⾃動的にキャンセルになった場合も「返⾦済み」ステータスとなり
ます。

＜ポイント＞
任意の売上を選択すると、⼿数料率や顧客情報など詳細情報を確認する
ことができます。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。課⾦IDは⼀部表⽰のみとしております。

a b

c



4.�売上（2/3）

売上⼀覧で検索ボタンを押した時のページです。

a. ID⼊⼒欄
※カッコ内はデフォルトの値のため加盟店様で任意の値を設定している場合は表記が異なります。

下記の情報から検索が可能です。

課⾦ID（ch_xxxxxxxxxxxxxx）：決済に紐づいているID
顧客ID（cus_xxxxxxxxxxxxxx）：顧客に紐づくID
プロダクトID（prd_xxxxxxxxxxxxxx ）：プロダクト（QRコード決済）に紐づくID
定期課⾦ID（sub_xxxxxxxxxxxxxx）：定期課⾦に紐づくID
テナントID（ten_�xxxxxxxxxxxxxx）：テナントに紐づくID

テナントIDは原則PAY.JP�Platformをご利⽤の加盟店様向けのIDです。

b. ⾦額
⽀払い⾦額を指定して検索ができます。

c. 作成⽇
⽀払い作成⽇を指定して検索ができます。返⾦済みの決済の場合は、返⾦
⽇ではなく⽀払い作成⽇の指定が必要です。

d. ステータス
売上のステータスを指定して検索ができます。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。課⾦IDは⼀部表⽰のみとしております。

a

b

c

d

＜ポイント＞
指定できる条件は上記のみとなります。
クレジットカード番号や、メールアドレスなどの顧客情報からは検索で
きません。



4.�売上（3/3）
売上⼀覧で任意の売上をクリックした時の詳細ページです。

⽀払いが⾏われたカード情報やイベントなど、売上に関する詳細がご確認いただけます。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。課⾦IDは⼀部表⽰のみとしております。



5.�⼊⾦（⼊⾦⼀覧）

弊社からの⼊⾦⼀覧を確認できるページです。

a. ステータス

⼊⾦⽇および⼊⾦に関するステータスが表⽰されます。
＜主なステータス＞

⼊⾦済み：当社よりお客様の指定⼝座に振込済みです。

⼊⾦予定：⼊⾦待ちの状態です。⼊⾦⽇付までお待ちください。
※次回⼊⾦予定の⼊⾦は、当該⼊⾦締め⽇の翌⽇からご確認いただけるようになります。
（締⽇が⼟⽇祝にあたる場合も原則締め⽇の翌⽇から確認可能）

⼊⾦繰越：最低⾦額に満たないなどの理由から⼊⾦が繰り越されました。

b. 次回分に合算されます。

b. ⾦額

⼊⾦⾦額が表⽰されます。
表⽰される⾦額は、⼿数料や返⾦額を差し引いた実際の⼊⾦額となります。

内訳を確認したい場合は「a.ステータス」をクリックしてください。
※振込が⾏われる場合、振込⼿数料250円が⼊⾦額から引かれます。

c. 範囲

⼊⾦額が集計された期間を⽰します。

a b c

＜ポイント＞
任意の⼊⾦を選択すると、⼊⾦の内訳を確認することができます。
次ページで詳細をご説明しております。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。⼊⾦IDは⼀部表⽰のみとしております。



6.�⼊⾦（⼊⾦詳細）

⼊⾦⼀覧で任意の⼊⾦をクリックすると⼊⾦詳細を確認することができます。

a. ⼊⾦予定⽇

⼊⾦⽇が表⽰されます。
⼊⾦⽇が⼟⽇祝にあたる場合は前営業⽇に振込いたします。

b. ⼊⾦内訳
該当⽉の⼊⾦額の内訳を確認することができます。

「⼊⾦額」が最終的な⼊⾦額となりますが、別途振込⼿数料250円が差し引か
れます。

c. CSVダウンロードボタン
⼊⾦の内訳の詳細をCSVでダウンロードすることができます。

ダウンロードしたCSVから個別の売上および返⾦⼀覧が確認いただけます。

a

b

c
※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。⼊⾦IDは⼀部表⽰のみとしております。



7.�定期課⾦

作成済みの定期課⾦を⼀覧で確認できる画⾯です。

a. 定期課⾦ID

定期課⾦IDが表⽰されます。
「検索」を選択するとこの定期課⾦IDで定期課⾦を検索することができます。

b. ステータス
下記いずれかのステータスが表⽰されます。

トライアル：トライアル期間中です。

アクティブ：定期課⾦が有効な状態です。

停⽌中：定期課⾦が停⽌中です。再開されるまで⽀払いは発⽣しません。
キャンセル済：定期課⾦がキャンセル済みです。次回の課⾦⽇に削除されま

す。※削除されるまで再開は可能です。

c. 作成⽇

定期課⾦の作成⽇が表⽰されます。

a b

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。定期課⾦ID等は⼀部表⽰のみとしております。

c

＜ポイント＞
任意の定期課⾦を選択すると、定期課⾦の詳細を確認することができま
す。



操作に関するよくあるご質問

Q1.�管理画⾯からの返⾦⽅法を教えてください。

Q2.�管理画⾯から売上を作成する⽅法を教えてください。
Q3.�管理画⾯から認証済みの決済を確定する⽅法を教えてください。
Q4.�売上⼀覧をCSVでダウンロードしたい。
Q5.�契約プランの確認、変更がしたい。
Q6.�管理画⾯から定期課⾦を停⽌・キャンセルする⽅法を教えてください。



Q1.管理画⾯からの返⾦⽅法を教えてください。

1. 「売上」メニューを開き、返⾦したい売り上げを選択します。

STEP1

STEP2

2. 売上詳細画⾯内の「売上返⾦」

ボタンを選択します。

3.全額または⼀部を選択の上、返
⾦理由を⼊⼒し保存して完了で
す。

※返⾦理由は必須ではございませ
んが、⼊⼒を推奨しております。

STEP1

STEP2

STEP3

A.売上⼀覧から返⾦が可能です。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。課⾦IDは通常全桁表⽰されますが、⼀部表⽰のみと
しております。



Q2.管理画⾯から売上を作成する⽅法を教えてください。

A.顧客⼀覧から売上の作成が可能です。

STEP1
STEP2

1. 「顧客」メニューを開き、売上を作成したい顧客を選択します。 2. 詳細画⾯内の「売上を作成」ボタンを選択します。

3. 全額を⼊⼒の上、保存して完了です。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。課⾦IDは⼀部表⽰のみ、カード情報はカードブラン
ド以外の情報をマスキングしております。



Q3.管理画⾯から認証済みの決済を確定する⽅法を教えてください。

1. 「売上」メニューから⽀払いを確定したい「認証済み」の売上を選択しま
す。

STEP1 STEP2

2. 売上詳細画⾯内の「売上確定」ボタンを選択します。

3.⾦額を⼊⼒し、保存して完了です。
※与信枠で確保しているよりも⾼い⾦額での確定はできません。

A.売上⼀覧から確定できます。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。課⾦IDは通常全桁表⽰されますが、⼀部表⽰のみと
しております。

STEP1

STEP2



Q4.売上⼀覧をCSVでダウンロードしたい。

A.⼊⾦詳細から内訳のCSVをダウンロードしてご確認ください。（売上⼀覧画⾯にはございません）

STEP1

1.「⼊⾦」メニューを開き、確認したい⼊⾦明細を選択します。 2.⼊⾦明細の画⾯下にある「⼊⾦の内訳CSVをダウンロード」を選択します。

3.個別の売上明細が記載されたCSVファイルがダウンロードされますので

そちらをご確認ください。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。⼊⾦IDは⼀部表⽰のみとしております。

STEP2



Q5.契約プランの確認、変更がしたい。

A.画⾯右上の設定マークから確認、変更が可能です。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

1.右上「•••」から「契約プランの確認を開きます。

2.「⽀払い⽤カード」からクレジットカードを登録します

3.「プロプランに申し込む」から申し込みをします。

・お客様ご⾃⾝で変更可能なプランはプロプランのみとなります。そのほかプランは本番申請の際にお
申し込みください。
・プランの確認のみをされたい場合、STEP3は不要です。



Q6.�管理画⾯から定期課⾦を停⽌・キャンセルする⽅法を教えてください。

1. 「定期課⾦」メニューを開き、定期課⾦を選択します。

STEP2

2. 定期課⾦詳細画⾯内の「停⽌」
または「キャンセル」ボタンを選
択し、OKを押して完了です。

3.再開する場合は、同様の⼿順で「再開」ボタンを選択し、定期課⾦を再開してくだ

さい。
※キャンセルボタンはキャンセル済みの定期課⾦の場合、表⽰されません。

A.定期課⾦詳細から停⽌・キャンセルが可能です。

※イメージ画像については情報を⼀部マスキングしております。定期課⾦IDは通常全桁表⽰されますが、⼀部表⽰の
みとしております。

STEP1

停⽌：定期課⾦が停⽌されます。再開
されるまで⽀払いは発⽣しません。

キャンセル：定期課⾦がキャンセル
されます。次回の課⾦⽇⾃動的に定期
課⾦が削除されます。


