
【法人】本番利用申請入力マニュアル



【基本情報】サービス情報

a. サービス名

サイトTOPから確認できるサイトの名称をご記載ください。

※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。

b. サービスURL

決済対象のサイトURLをご記載ください。

アプリへのご導入の場合は、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

決済対象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。

※サービス概要のみ記載をいただくケースが多くなっておりますが、

サービス内の決済対象が分かるようご記載いただけますと審査がスムーズです。
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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)

複数購入の場合等は考慮に入れず「単価」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（金額）が多い場合は、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2980円の場合＞

商材単価の最低額(円)：2980 

商材単価の最高額(円)：2980

＜月額1000円、月額2980円、月額5980円の場合＞

商材単価の最低額(円)：1000 

商材単価の最高額(円)：5980 

＜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)：10000

g. サービス内容説明資料

サイト未オープンの場合は、

商材資料は「何を」「いくらで」販売するのかが分かるものをご用意ください。

（必須）サービス利用料などの場合は料金表をご用意ください。

（必須）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。

（任意）決済の流れが確認できるフロー図
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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。
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【基本情報】事業者情報

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

サイトの「会社概要」に掲載されている電話番号をご記載ください。

i. 住所

代表者様のご自宅住所ではなく、法人登記上のご住所をご記載ください。
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

a. サイトに特定商取引法に基づく表記はございますか？

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。
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

▼いいえの場合

b. 販売事業者名

登記簿と同一の社名が必須です。

社名に中点や英語表記がある場合も登記簿と一致するように記載してください。

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）

電話番号をご記載ください。
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

f. 本社所在地

登記上の本社住所が必須です。

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。

※省略せずに番地、ビル名まで記入して下さい。

（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

商品代金以外に購入者がかかる項目と金額をご記載ください。

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

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。
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【基本情報】特定商取引法に基づく表記

i. 代金の支払い時期

お支払い方法、課金方法によって代金支払い時期が異なるため、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

j. 商品の引渡し時期

明確な時期（いつを起点にいつまでに引き渡しか）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NGです。

（例）

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、〇日以内に商品を発送致します。

イベントやセミナー：ご利用当日にご提供
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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、時

期をご記載してください。

（例）

＜物販の場合＞→30万円以上の商品の発送がある場合についての補償有無と、

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商品到着後〇日以内にメールにてご連絡く

ださい。〇日以内に全額返金いたします。

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。

〇日以内に良品と交換または、全額返金いたします。

また、30万円以上の商品につきましては、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＞→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。

〇日以内に、日割り分をご返金いたします。

＜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、〇日以内に全額返金いたしま

す。
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【基本情報】ご入金情報

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。

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。

「口座名義」は法人名義の口座もしくは代表者様名義の口座をご記載ください。

（例）

カ）ペイ

ユ）ペイ

ペイ タロウ

a



【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/


【基本情報】免許について

a. 免許書類

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。

普通自動車の運転免許証は不要ですので、アップロードしないでください。

（例）

・古物商許可証

・通信販売酒類小売業免許証

・化粧品製造業許可書/化粧品製造販売許可書

・高度管理医療機器販売業許可証

a



【追加情報】サービス情報

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://payjp.helpscoutdocs.com/article/188-article

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。

決済画面を確認することがございますので、サイト内にログインページがある

場合、は審査用ID/PASSを作成のうえお知らせください。

a b

c

https://payjp.helpscoutdocs.com/article/188-article


【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

ご連絡のつく電話番号をご記載ください。

a b



【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



【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。

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. 決済画面におけるSSL利用

「利用する」「利用しない」を選択してください。

d. 配送料・その他料金の有無

「あり」「なし」を選択してください。
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【追加情報】その他情報

▼ありの場合

e. 配送料(円)

料金をご記載ください。

（例） 300円

f. 配送料詳細

詳細をご記載ください。

（例）全国一律 300円、北海道・沖縄では別途〇円

g. その他料金(円)

料金をご記載ください。

（例）500円

h. その他料金詳細

詳細をご記載ください。

（例）代引手数料 一律500円、ラッピング代 100円
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