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1

CtoC向けのPayouts型,
BtoC/BtoB向けのMarketplace型
をご⽤意しておりサービスに
合わせた利⽤が可能です。

2

PAY.JP�Platformの中で、
テナントをまたぐ同⼀顧客
による決済が可能です。
購⼊者は、テナントごとに
カード番号を⼊れる必要は

ありません。

3

精算周りは
PAY.JPが代⾏

各テナント様の売上管理、
振込など⾯倒な精算はすべて
PAY.JPが代⾏いたします。
プラットフォーマー様は開発
に注⼒いただけます。

PAY.JP�Platformでご提供できること

テナントの事業形
態に合わせた利⽤

が可能

シームレスな決済
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マーケットプレイス、シェアリングエコノミーなどに利⽤することができる
プラットフォームモデルのビジネスに特化した決済サービスです。

各テナントへの売上の振込をPAY.JPが代⾏します。

ユーザー

精算周りはPAY.JPが代⾏

プラットフォーマー PAY.JP

①商品を購⼊

④売上⾦振込

テナント

③プラットフォーム
利⽤料振込

②商品を提供
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PAY.JP�Platform精算代⾏の例

エンドユーザー

例）・決済⾦額：100,000円 ・プラットフォーム利⽤料率：5.0% ・PAY.JP⼿数料率：3.0%
・テナント管理費⽤：0.25%

プラットフォーム利⽤料率は、テナントごとに任意の料率で設定が可能です。

プラットフォーマー

テナント

PAY株式会社

100,000円
購⼊

Platform利用料：5,000円

店子入金額：92,000円

4,750円⼊⾦

91,750円⼊⾦

★

★

★振込⼿数料250円を差し引いて振り込み

250円⽀払い

PAY決済手数料：3,000円

テナント管理費⽤
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PAY.JP�Platformのモデルについて

BtoC/BtoB向けのMarketplace型、CtoC向けのPayouts型の
２種類をご⽤意しております。

貴社のサービスにあったモデルをお選びいただけます。

モデル Marketplace型 Payouts型

サービススキーム BtoC
BtoB CtoC

サービス例 モール型ネットショップ オンラインフリマサービス

クレジットカード審査対象 テナント プラットフォーマー

PAY.JPで対応する内容 精算代⾏
テナント審査 精算代⾏

備考 テナント（販売者）ごとに審査
が実施される

販売者が個⼈に限定される場
合のみ利⽤可能
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クレジットカードのルールとして、
「誰が何をいくらで販売するのか」をクレジットカード会社で審査する必要があります。

2018年6⽉1⽇の改正割賦販売法施⾏に伴い、
上記がクレジットカード会社の義務と明記され、加盟店審査/管理が厳格化されました。

【補⾜】テナント審査が必要な理由について

引⽤元)  http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/kappuhannbaihounoichibuwokaiseisuruhouritsu.pdf



66©2022�PAY,�Inc.

モール型ECのようにユーザー(カードホルダー)とショップ(テナント)で直接、
販売契約が成り⽴つサービス形態の場合、MarketPlace型を利⽤いただく必要があります。

ユーザー

モール型EC事業者

ショップ

ECサイト利用規約 ショップ利用規約

販売契約
(モール事業者は販売契約に責任を持たない)

【補⾜】テナント審査が必要な理由について

モール型EC運営事業のみを審査し各ショップ（テナント）を審査しない場合、カード会社が「誰が何をいくらで
販売するのか」把握できません。
クレジットカードのルールに則り、各テナント審査を実施する必要があります。
※ショップが個⼈に限定される場合は、各テナントの審査は求められておりません。
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最適なプロダクトのご選択

最適なプロダクトをご選択ください。

テナントに事業者(※)が含まれている

No
（個⼈のみのCtoCサービス）

精算代⾏を委託したい

No

PAY.JP

Yes

PAY.JP Platform
Payouts型

PAY.JP Platform
Marketplace型

Yes

※個⼈事業主も事業者とみなされます
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Marketplace型テナント審査イメージ

Marketplace型をご利⽤いただく場合、すべてのテナントが審査必須となります。

テナント プラットフォーマー PAY.JP カード会社

テナント担当者

開設申請

カード会社審査
申請フォームへ

遷移
カード会社審査申請

フォーム

審査担当者

PAY.JP�CSプラットフォーマーCS

審査結果
メール通知審査結果通知

リダイレクト
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テナントをまたいだ横断決済が可能

エンドユーザー プラットフォーム

テナントA

テナントB

顧客管理

顧客A
アカウント

顧客A
初回購入時
カード番号入力

カード番号を
顧客ID紐付け

2回目購入時は
カード番号入力不要

プラットフォーム単位で顧客管理をする為
顧客情報を横断的に利用可能

顧客Aアカウント情報を使用
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PAY.JP�Platformのバージョンについて

PAY.JP�Platformは現在ベータ版として提供をさせていただいております。

正式リリースをしていないためベータ版とさせていただいておりますが、
他企業様でもすでに多数導⼊いただいているプロダクトであり、

提供終了予定等はございません。

なお、PAY.JP�Platformでは、PAY.JPで提供している定期課⾦の機能は
ご利⽤いただけません。

ご理解賜りますようお願いいたします。
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PAY.JP�Platformの経済条件①

PAY.JP�Platformの利⽤には、下記の諸経費が必要となります。

振込⼿数料

決済⼿数料

テナント諸経費 プラットフォーマー諸経費

1

2

プラットフォーム利⽤料3

テナント管理費⽤(※)

プロプラン⽉額費⽤

1

2

振込⼿数料3

※現在はベータ版での提供のためテナント管理費⽤はいただいておりません。正式リリース以降は所定
の条件で管理費⽤をお⽀払いただきます。適⽤開始時期はリリースの際に改めて詳細をご案内します。
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PAY.JP�Platformの経済条件②

テナントにかかる諸経費

売上⾦を振り込む際の振込⼿数料250円(税込)がテナント負担となります。

プロ：2.59%�ベーシック：3.00%

※振込⼿数料は、テナントの売上⾦から差し引かせていただきます。

1

振込⼿数料2

決済⼿数料
プラットフォーマーに設定されているプランに応じた決済⼿数料がテナント負担となります。

プロ：3.30% ベーシック：3.60%

※プランは、プラットフォーマーごとに選択が可能です。テナントごとには選択できません。

3 プラットフォーム利⽤料（プラットフォーマー様収益部分）
プラットフォーマーが任意で設定するプラットフォーム利⽤料率が、テナントの決済⾦額から差し引
かれます。
参考：https://help.pay.jp/ja/articles/3451241-pay-jp-platform-プラットフォーム利⽤料率は任意に設定できますか

なお、決済⼿数料はpayjp_fee_includedを有効にすることでプラットフォーマー負担とすることも可能です。
https://help.pay.jp/ja/articles/4429892-pay-jp-platform-payjp_fee_includedを有効にするとどうなりますか

https://help.pay.jp/ja/articles/4429892-pay-jp-platform-payjp_fee_included%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
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PAY.JP�Platformの経済条件③

プラットフォーマーにかかる諸経費

テナントの⽉間決済⾦額(売上⾦-返⾦額)に対して、0.25%をテナント管理費としてプラットフォーマー
からPAY.JPにお⽀払いいただきます。

1 テナント管理費⽤

2 プロプラン⽉額費⽤
プロプランを選択いただく場合、⽉額費⽤税込1万円がプラットフォーマー負担になります。
※プラットフォーマーがプロプランの場合、すべてのテナントにプロプランの料率が適⽤されます。費⽤は税込1万円のみです。

3 振込⼿数料

・N⽉1⽇〜N⽉末⽇までのGMVを元にテナント管理費⽤を算出し、N+1⽉1⽇に請求いたします。

・テナント管理費⽤のお⽀払いはクレジットカード払いのみとなります。

・テナント管理費⽤の請求に失敗した場合、PAY.JPの決済を⽌めさせていただく場合がございます。

プラットフォーム利⽤料を振り込む際の振込⼿数料250円(税込)がプラットフォーマー負担となります。
※振込⼿数料は、プラットフォーマー利⽤料から差し引かせていただきます。

現在はベータ版での提供のためテナント管理費⽤はいただいておりません。
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PAY.JP基本の料⾦プランのご紹介

c

ベーシックプラン
初期費⽤・⽉額⼿数料⼀切なしのベーシックなプラン。

初期費⽤・固定費
トランザクション費⽤・返品費⽤

0円

決済⼿数料

3.0% 3.6%

プロプラン
決済⼿数料を抑えたい⽅向けのプラン。

初期費⽤・固定費

トランザクション費⽤・返品費⽤

0円

決済⼿数料c

2.59%

c

3.3%

⽉額費⽤

10,000円

プロプランは、クレジットカード決済額が⽉額250万円を超える加盟店様におすすめです。
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PAY.JPの⼊⾦サイクル
⽉1回または⽉2回のいずれかをお選びいただけます。

プラットフォーマーの⼊⾦サイクルが全てのテナントに適⽤されます。
※テナントごとに⼊⾦サイクルを選択することはできません。

⽉1回振込（末締め）

⽉2回振込（15⽇・末締め）

￥

10/1 10/31 11/301ヶ⽉の売上⾦

￥

10/1 10/31 11/1510/15

￥

半⽉の売上⾦

半⽉の売上⾦
・振込の際は振込⼿数料250
円がかかります。

・⼊⾦サイクルは管理画⾯
「契約プランの確認・変更よ
り変更いただけます。

※登録時点ではデフォルトで⽉1回サイクルが適⽤されます。
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PAY.JP�Platformは精算代⾏としての⽀払いを役割としており、
貴社は店⼦・ユーザへの対応やチャージバックへの最終責任を負っています。

1 問い合わせおよびクレーム対応

お問い合わせ・クレーム対応はプラットフォーマーが１次窓⼝になります。

チャージバックの請求

3 返品超過の請求

テナントにおいて返品超過が発⽣した場合、プラットフォーマー様にその⾦額を請求させて
いただきます。
テナントからの回収はプラットフォーマー様にご対応いただくこととなります。
※複数のテナントで返品超過が発⽣した場合、まとめた⾦額を請求させていただきます。

プラットフォーマー責任範囲

2

チャージバック発⽣時はテナントの売上と相殺いたしますが、相殺ができなかった場合は、
プラットフォーマー様にその⾦額を請求させていただきます。
テナントからの回収はプラットフォーマー様にご対応いただくこととなります。

β版
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チャージバック、および返品請求に関するご不明点は下記のヘルプページも併せてご参照ください。

1 チャージバックとはなんですか？

https://help.pay.jp/ja/articles/3438135

⼊⾦済みの⽀払い取引に返⾦が⾏われた場合はどうなりますか？

【補⾜】プラットフォーマー責任範囲

2

https://help.pay.jp/ja/articles/3438211

β版
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ここではベータ版のご登録の流れをご説明します。

1 アカウント登録

PAY.JPのアカウントをご登録いただきます。

利⽤申し込み申請

3 PAY.JP�Platformの審査の申請

管理画⾯より審査の申請をしていただきます。

・すでにPAY.JPをご利⽤いただい
ている場合も、プラットフォーム⽤
のアカウント登録が必要です。

・Marketplace型はプラットフォー
マーの審査の後、各テナントごとに
審査が⾏われます。

PAY.JP�Platformご利⽤までの流れ

ご登録完了まではたったの３ステップ

2

専⽤フォームより利⽤申請をしていただきます。
審査の準備が完了次第、弊社よりメールをお送りいたします。

β版

Marketplace型：３〜４営業日で結果をお知らせいたします。

Payouts型：Visa/Mastercardは３〜４営業日、JCBその他のカードブランドは１ヶ月程度日数がかかります。
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FAQ（1/2）

Q1.返品超過はどのような場合に発⽣しますか？
各テナントに売上⾦を振込した後に、取引キャンセルによる返品処理が実施場合は、次回⼊⾦分から返⾦分を差
し引いて⼊⾦いたします。
次回⼊⾦額よりも返⾦額が多い場合はその⾦額をテナント様にお⽀払いいただく必要がございます。

テナント様で返品超過が発⽣した場合、弊社はプラットフォーマー様にその⾦額を請求させていただきます。
テナントからの回収はプラットフォーマー様にご対応いただくこととなります。

Q2.テナントへの振込について最低⼊⾦額はいくらですか？
各テナントへの振込に関しましては、最低⾦額をプラットフォーマー側で変更・設定いただくことが可能す。
変更は管理画⾯またはAPIより⼿続きが可能となっておりデフォルトは1万円で下限は1,000円となります。

Q3.振込⼿数料はいくらですか？
振込⼿数料は税込250円となっております。
テナントへの売上⾦振込時にはテナント売上から、プラットフォーム利⽤料の振込時にはプラットフォーム利⽤
料からから差し引かせていただきます。

Q4.プラットフォーム利⽤料の最低⼊⾦額はいくらですか？
1万円以上であれば振込をいたします。
1万円以下の場合は翌⽉に繰越となり、1万円を超えた時点で該当締め⽇の⼊⾦⽇に振込をいたします。
プラットフォーム利⽤料の最低⼊⾦額の変更はできません。



2020©2022�PAY,�Inc.

FAQ（2/2）

Q5.プラットフォーム利⽤料が⻑期にわたり繰越となった場合はどうなりますか？
1年間が経過した時点で、1万円以下であっても振込をいたします。
残⾼が1,000円以下の場合は残⾼が失効となります。

Q6.テナント売上が⻑期にわたり繰越となった場合はどうなりますか？
1年間が経過した時点で、最低⼊⾦額以下であっても振込をいたします。
ただし、残⾼が1,000円以下の場合はプラットフォーム利⽤料に合算し、プラットフォーマーにその⾦額をお⽀
払いします。

Q7.振込がエラーとなった場合はどうなりますか？
名義相違や該当⼝座なしによる振込エラーが発⽣した場合、⼊⾦⽇の翌営業⽇に振込エラーとなった旨をプラッ
トフォーマー様にご連絡いたします。
振込ができなかった売上⾦は次回⼊⾦時に合算して振込いたしますので、それまでに⼝座情報をご修正くださ
い。
なお、振込失敗時にも振込⼿数料税込250円は売上から差し引かれます。
⼝座情報の登録の際は⼗分にご注意ください。

Q8.Marketplaceのテナント審査にはどれくらいの時間がかかりますか？
カードブランドにより期間が異なります。VISA/Mastercardはおよそ3~4営業⽇、
JCB/Amex/Diners/Discover/ApplePayは1ヶ⽉ほど⽇数がかかります。
なお、テナントの数によってはさらに⽇数がかかる場合がございますので、事前に弊社までご連絡ください。


