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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー (1)都度決済 ①仮・実運用

物品販売の事業者様にお勧めする運用フロー

購買者
ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ

事業者様
（販売主体主）

弊社
クレジット
カード会社

判定処理

OK/NG
他カード

or
他決済手段

売上報告書作成

売上報告 売上情報照合

配送

実売上
SALES

SSL128bit

取消・返品
VOID・RETURN

仮売上取消・返品
VOID・RETURN

決済センター
（仕向先判定）

取消・返品処理

売上処理料

トランザクション処理料

トランザクション処理料

トランザクション処理料

受取

キャンセル

キャンセル

売上集計入金確認 入金確認
売上明細／振込売上明細／振込

利用料支払

Internet
TEL
FAX

CAFIS
JCN弊社システムを

組込

NG

OK

仮売上
AUTH

決済センター
（仕向先判定）

決済結果

管理画面に
ログインして送信

トランザクション処理料

①受注のタイミングで【仮売上】

②商品発送後に【実売上】

クレジットカード番号及び売上金額をクレジットカード
会社にオンライン接続し、その売上金額の予約
（与信枠の確保）を行います。

与信枠確保の場合 ：承認番号をお返しします。
与信枠確保付加の場合 ：エラーをお返しします。

仮売上処理が行われたデータに対し、実売上処理
（売上伝票の作成）を行います。仮売上時に処理
された売上情報に基づき、弊社センターにてクレジット
カード会社別に売上データの集計を行います。

③キャンセル時【取消・返品】

仮売上、実売上に対し、クレジットカード会社に
オンラインで接続し、取消依頼を行います。
クレジットカード会社では与信枠の取消を行い、
弊社センターでは各処理毎に保持データから削除
します。

物品販売の事業者様にお勧めです

『購買者様のお手元に商品が届いていないのに
クレジットカード会社から支払の請求が届いた』
等の事象/クレームを防ぎます。

仮・実運用とは

売上明細／振込 ※契約形態により入金経路が異なります
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー (1)都度決済 ②即時運用

コンテンツ販売の事業者様にお勧めする運用フロー

購買者
ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ

事業者様
（販売主体主）

弊社
クレジット
カード会社

判定処理

OK/NG
他カード

or
他決済手段

売上報告書作成

売上報告 売上情報照合

サービス提供

SSL128bit

取消・返品
VOID・RETURN

売上処理料

トランザクション処理料

サービス
開始

キャンセル

売上集計入金確認 入金確認
売上明細／振込売上明細／振込

利用料支払

Internet
TEL
FAX

CAFIS
JCN弊社システムを

組込

NG

OK

売上
CAPTURE

決済センター
（仕向先判定）

決済結果

管理画面に
ログインして送信

トランザクション処理料 決済センター
（仕向先判定） 取消・返品処理

OK

①受注のタイミングで【売上】

オンラインでクレジットカードの与信枠を確保した後、
送信された売上情報に基づき、弊社センターで
クレジットカード会社別に売上データの集計を行い
ます。

与信枠確保の場合 ：承認番号をお返しします。
与信枠確保付加の場合 ：エラーをお返しします。

②キャンセル時【取消・返品】

売上に対し、クレジットカード会社にオンラインで
接続し、取消依頼を行います。
クレジットカード会社では与信枠の取消を行い、
弊社センターでは各処理毎に保持データから削除
します。

コンテンツ販売の事業者様にお勧めです

受注時カード決済OK＝即サービス提供が可能

即時運用とは

売上明細／振込 ※契約形態により入金経路が異なります

3



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー (2)会員ID決済 ①仮・実運用

リピートユーザーの利便性を高めたい物品販売の事業者様にお勧めする運用フロー

購買者
ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ

事業者様
（販売主体主）

弊社
クレジット
カード会社

OK／NG
他カード

or
他決済手段

SSL128bit

トランザクション処理料

売上集計入金確認 入金確認
売上明細／振込

NG

利用料支払

Internet
TEL
FAX

CAFIS
JCN

会
員
登
録
時

購
入
時

売上明細／振込

会員登録完了
OK

キャンセル

有効性チェック
CHECKカード番号登録

弊社システムを
組込

OK（会員ID登録）

会員認証・購入
仮売上/AUTH

判定処理

会員ID
DB

OK／NG

配送

実売上
SALES

取消・返品
VOID・RETURN

他カード
or

他決済手段

OK

NG

売上報告書作成

売上報告 売上情報照合
売上処理料

カード
情報変換

決済結果

受取

トランザクション処理料

トランザクション処理料

トランザクション処理料

管理画面に
ログインして送信

OK
決済センター
（仕向先判定）

決済結果
判定処理

①申込初回に【有効性チェック】
⇒会員ID登録

クレジットカード保有者のクレジットカード番号を
クレジットカード会社にオンライン接続し、その有効性
（使用できるか否か）のﾁｪｯｸを行い、結果を加盟店様
に返します。

OKとなった場合、同時にオンラインで渡していただく
『会員ID』とセットで弊社DBへ格納します。

②購入時に【仮売上】

登録済みの『会員ID』で仮売上データを
オンライン接続することによって、弊社センターにて
『会員ID』をクレジットカード番号に変換し、クレジット
カード会社へ売上金額の予約（与信枠の確保）を
行います。

③商品発送後に【実売上】

仮売上処理が行われたデータに対し、実売上処理
（売上伝票の作成）を行います。仮売上時に処理
された売上情報に基づき、弊社センターにてクレジット
カード会社別に売上データの集計を行います。

リピートユーザーを増やしたい、
リピートユーザーを囲い込みたいという
物品販売の事業者様にお勧めです

会員ＩＤ決済：仮・実運用とは

売上明細／振込 ※契約形態により入金経路が異なります
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー (2)会員ID決済 ②即時運用

リピートユーザーの利便性を高めたいコンテンツ販売の事業者様にお勧めする運用フロー

購買者
ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ

事業者様
（販売主体主）

弊社
クレジット
カード会社

OK／NG
他カード

or
他決済手段

SSL128bit

トランザクション処理料

売上集計入金確認

NG

利用料支払

Internet
TEL
FAX

CAFIS
JCN

会
員
登
録
時

購
入
時

売上明細／振込

会員登録完了
OK

キャンセル

有効性チェック
CHECK

カード番号登録

弊社システムを
組込

OK（会員ID登録）

会員認証・購入
売上/CAPTURE

判定処理

会員ID
DB

OK／NG

サービス提供

取消・返品
VOID・RETURN

他カード
or

他決済手段

OK

NG

売上報告 売上情報照合

売上処理料

カード
情報変換

決済結果

サービス開始

トランザクション処理料

トランザクション処理料

管理画面に
ログインして送信

取消・返品処理
決済センター
（仕向先判定）

売上報告書作成

入金確認
売上明細／振込

判定処理

決済センター
（仕向先判定）

決済結果

①申込初回に【有効性チェック】
⇒会員ID登録

②購入のタイミングで【売上】

リピートユーザーを増やしたい、
リピートユーザーを囲い込みたいという
コンテンツ販売の事業者様にお勧めです

会員ＩＤ決済：即時運用とは

売上明細／振込 ※契約形態により入金経路が異なります
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー (3)継続課金 ①洗替運用

毎月の継続課金を行われる事業者様にお勧めの運用フロー

購買者
カードホルダー

事業者様
（販売主体主）

弊社
クレジット
カード会社

OK／NG
他カード

or
他決済手段

売上報告

SSL128bit

売上処理料

トランザクション処理料

売上集計入金確認 入金確認
売上明細／振込

NG

利用料支払

Internet
TEL
FAX

CAFIS
JCN

新
規
入
会
時

継
続
課
金
時

会員
情報

課金
情報

売上明細／振込

OK

サービス利用

洗替依頼

管理画面に
ログインして送信

カード
情報変換

弊社システムを
組込

OK

売上情報照合

洗替依頼 洗替処理
洗替処理料

洗替済データ洗替済データカード
情報変換

洗替済データ

OK（更新）

他決済手段
NG

弊社にて会員IDからカード番号
を抽出し、各カード会社フォー

マットにて依頼をかける。

※毎月10日前後

※毎月27日前後

有効性チェック
CHECK

※毎月10日前後

OK（会員ID登録）

会員ID
DB

売上依頼

決済センター
（仕向先判定）

決済結果

判定処理

・事前の代金回収可否の確認が可能

・フロアリミット内は与信枠確保が不要

月額課金のクレジットカード決済
を効率化します！

毎月10日前後までに売上ファイルと洗替ファイルを
送信していただきます。
毎月27日頃に洗替結果が反映されますので、ＯＫと
なったデータについて、翌月の売上データに反映させ
ます。

入会時は『会員ID』とカード番号を登録します。
OKデータをもとに、次月用の売上データと洗替データ
を作成していただきます。

洗替サービスとは

・月額サービス
・プロバイダー料金
・保険各種
・定期便

にお奨めです！

①入会時に【有効性チェック】
⇒会員ID登録

②課金・継続時に【洗替】【売上】

売上明細／振込 ※契約形態により入金経路が異なります
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー (3)継続課金 ②洗替ｽｲｯﾁﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

毎月の継続課金運用をより効率化する洗替スイッチングセンター

契約済の
カード会社

未契約の
カード会社

従来の洗替サービス

弊社事業者様

未契約のカード会社
分はそのまま返却

①データによる
更新・停止情報

②ＦＡＸによる停止依頼 ＜洗替未契約分＞

②ＦＡＸ依頼

【従来の洗替による問題点】
①洗替契約をしていないカード会社の洗替データは

更新されず古いデータ内容のままである。
（データは古くても売上には問題ありません）

②洗替契約をしていないカード会社の更新・停止情
報はＦＡＸにて依頼が届く為、オペレータ入力作業
が発生。

※対策として各カード会社と契約することもあるが契約や
入金の消しこみが複数社になり、処理が面倒

契約済の
カード会社

未契約の
カード会社

弊社事業者様 ①データによる
更新・停止情報

②ＦＡＸによる停止依頼＜センター未接続分＞

未契約のカード会社
分もGMO-PGが洗替

【スイッチングセンターによる改善点】
①契約がないカード会社の洗替データもセンターに

接続しているカード会社分は洗替が可能。
②御社へのＦＡＸによる更新・停止依頼は、センター

未接続分のみに削減し、作業工数の削減・セキュ
リティーレベルの向上が実現可能

洗替スイッチングセンターのサービス

洗替スイッチングセンターとは：未契約カード会社分で発生するNG対応において、洗替スイッチングセンター（弊社独自）を利用する

事により、クレジットカード3社（セントラルファイナンス、アプラス、楽天KC）のデータを最新状態にし、
業務負荷を軽減する事が可能となります ＜約12%※カード会員数より算出＞

弊社独自のサービスです！
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

クレジットカード決済運用フロー(3)継続課金③洗替運用ご留意事項

洗替運用をご検討の際は、必ずお読みください

【洗替サービス対象クレジットカード会社】（2008年12月現在）
三井住友カード JCB UCカード 三菱UFJ二コス（DCカード、UFJカード、NICOSカード）

ダイナース アメリカンエキスプレス オリエントコーポレーション セントラルファイナンス

ジャックス 楽天KC アプラス ライフ

クレディセゾン オーエムシー イオンクレジット 東急カード

UCS JALカード 高島屋クレジット トヨタファイナンス

日商連 日専連 ポケットカード 全日信販

NTTファイナンス りそなカード 東京クレジットサービス 住信カード

しんきんカード 北国クレジットサービス やまぎんクレジット 南都カードサービス

道銀カード イズミヤカード オーシー オークス （敬称略）

【ご契約のないクレジットカード会社のカードについて】
アクワイアラー経由で洗替（有効性確認のみ）可能です。

※洗替スイッチィングセンター参加の場合は異なります。前ページをご参照ください

【継続課金における上限金額について】
代表加盟契約の場合、継続課金（洗替運用）についての上限金額（フロアリミット）は、３万円となります。

※決済金額が３万円を超える場合、個別にオーソリゼーションが必要となります。

※クレジットカード会社と直接契約された際の上限金額（フロアリミット）は、クレジットカード会社にお問合せください。

※フロアリミットを超えた場合、洗替が行われていなかった場合は自動的にオーソリゼーションを行います。

（オーソリゼーションがＮＧとなった場合は売上計上ができないのでご注意下さい）

【洗替留意事項】
海外発行カード、デビッドカード、プリペイドカードは洗替対象外です。売上計上を行うと、クレジットカード会社からチャージバック（P21参照）される場合がございます。

【判定結果NGの取扱について】
有効性判定結果がNGの場合での、売上停止タイミングについては、クレジットカード会社との契約によります。

ご契約のあるクレジットカード会社にご確認ください。

【データ授受日について】
弊社へのデータ送付は、毎月10日頃着、御社への結果送付は毎月27日頃着です。ただし、当該日が土日祝日にあたる場合は、変更されますのでご注意ください。
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

コンビニ決済 (1)決済フロー

購買者

事業者
（販売主体主）

弊社
（決済代行）

コンビニエンスストア

売上集計入金

弊社システムを
御社システムに組込

【データ締日】

1回締：1日～月末

決済センター

①
購
入

②購入情報通知

③決済番号情報通知

④
決
済
番
号
案
内

⑤決済番号通知
（メール）

⑥入金

⑦
入
金
情
報

⑧お客様入金情報結果通知

⑩
商
品
発
送

⑨結果確認（管理画面）

※④⑤はどちらかでも可能
※⑧⑨はどちらかでも可能

弊社から購買者へ決済番号を通知

未回収債権の発生防止

・事業者様による払込票発送作業が不要
・コスト削減

・入金を確認してから商品発送が可能
・コンビニ店頭での支払い期限の設定が可能
・金額相違による追加発生業務の軽減

物販からコンテンツ販売まで

・取扱い商材、料金体系等を限定せず

ターゲット層の拡大

・10代～20代の若年層や女性に人気の決済手段
・クレジットカードに次ぐ高い利用率

ペーパーレス・前払いのコンビニ決済サービス

9



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

コンビニ決済 (2)利用イメージ

【ご注意】お支払の際、お客様番号、確認番号が必要です。メモを取るか、画面を印刷してください。

■ローソン・ミニストップ(Loppi)またはファミリーマート(Famiポート)で以下の操作を行ってください。

１.各種代金お支払いをタッチ(Famiポートの場合、“コンビニでお支払”選択後)

２.次へをタッチ

３.マルチペイメントサービスをタッチ

４.お客様番号 ( 12375992293 ) を入力し次へをタッチ

５.確認番号 ( 数字 ) を入力し次へをタッチ

６.表示される内容を確認して確認をタッチ

７.本体から出力される申込券を持って、30分以内にレジにて現金をお支払いください

８.取扱明細兼受領書を必ずお受け取りください

■お近くのサークルＫサンクス・デイリーヤマザキ全店で現金にてお支払い可能です

■この画面を印刷し店舗へ持参することができます

1.「オンライン決済」と店員にお伝えください。

2.スタッフがレジ操作後に入力画面が表示されます。

3.オンライン決済番号を入力して、「確定」ボタンを押してください。

4.現金で商品代金をお支払ください。

5.領収書が発行されます。

キ
オ
ス
ク
端
末

Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ

オンライン決済番号 1237-5992293

お客様番号 12375992293

確認番号 ＸＸＸ(数字)

コンビニ「キオスク端末」「払込票」「POSレジ」を使ってお支払い

■セブンイレブン全店でお支払い可能です。

1.メール等で通知される払込票URLを表示して、そのページをプリントアウトしてください。

2.直接、レジにプリントアウトした払込票をご提示ください。
3.現金で商品代金をお支払いください。
4.インターネットショッピング払込受領書を受け取りください

※払込番号をメモした場合は「インターネット支払い」とレジに申し出ることでお支払が可能です。

払
込
票

1237-59922-9399払込番号

※収納代金の上限は30万円未満になります。

10
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

Pay-easy決済利用イメージ

【ご注意】お支払の際、収納機関番号、お客様番号、確認番号が必要です。メモを取るか、画面を印刷して
ください。

■ＡＴＭ（ペイジー）で以下の操作を行ってください。

１.税金・料金払込みをタッチ

２.収納機関番号 ( 58021 ) を入力し確認をタッチ

３.お客様番号 ( お伝えする数字 ) を入力し確認をタッチ

４.確認番号 ( お伝えする数字 ) を入力し確認をタッチ

５.表示される内容を確認して確認をタッチ

６.現金またはキャッシュカードでお支払いください

７.ご利用明細票を必ずお受け取りください

■ご利用いただける金融機関 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行

りそな銀行、ゆうちょ銀行、千葉銀行、東和銀行、京葉銀行、近畿大阪銀行

収納機関番号 58021

お客様番号 ×××（数字）

確認番号 ×××(数字)

銀行ＡＴＭ

ネットバンキング

モバイルバンキング

Pay-easyで「銀行ATM」「インターネットバンキング」「モバイルバンキング」を使ってお支払い

11
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

楽天 Edy決済利用イメージ

必要な物：おサイフケータイ（電子マネー「Edy」アプリの初期設定およびサービス登録済み）

楽天Edy対応ｻｲﾄでご購入される商品を選択

※ご利用の携帯電話会社によって対応サイトが異なります。

※ソフトバンクから発売される703H、804SH、904TはMobile Edy対象外機種になります。

支払方法で[楽天 Edy]を選択し、おサイフケータイのメールアドレスを入力

※ドメイン指定している場合は、@bitwallet.co.jpからのメールを許可してください。

※メールアドレスを変更した場合は、サービス登録の変更を行って下さい。

「決済開始メール」を受信

取引内容確認後、[確認して支払う]を選択

支払完了→Edy決済完了メールを受信

電子マネー「Edy」アプリでMobile Edyを使ってお支払い

1

2

3

4

5

12
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

モバイルSuica決済利用イメージ

ﾓﾊﾞｲﾙSuica決済申込

ﾓﾊﾞｲﾙSuicaに登録した形態

電話のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを入力して

ください。

申込 中止

＞ ＞

＞ ＞

決済情報を確認の上、ご決

済ください。

2006/10/21 15：20
電話 SHOP
3,150円
注文ＩＤ
20061021-12345678
支払期限
2006-/11/19 15：20

お支払はこちら

パスワードを入力してください

ログイン

モバイルSuica会員の方

Suicaパスワード（半角）

モバイルSuicaログイン

My JR-EAST会員の方

パスワード（半角）

My JR-EASTログイン

My JR-EASTとは

！

！

+

+

1

2

3

決済内容確認

決済内容をご確認ください。

□勝因・サービス名

○○○

□利用店名

電話 ＳＨＯＰ

決済実行

決済中止

メニュー

1

0

9

決済完了

決済が完了しました。

□勝因・サービス名
○○○
□利用店名
電話 ＳＨＯＰ
□支払額
3,150円
□完了日時
２００６/１０/２１16：50

次へ1

■メールを利用した決済手順

1 2 3

4

5

6

商品名 単価 数量 金額

○○○ 1,000 1 1,000

××× 2,000 1 2,000

小 計 3,000

消費税 150

合 計 3,150

譲渡方法

○ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

●ﾓﾊﾞｲﾙSuica決済

選択 中止

『モバイルSuica』は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

提携先加盟店サイトにおいて購入する商品を選択し、

決済方法選択の際にモバイルSuicaを決済手段として

選択します。

1

モバイルSuicaで登録済みのメールアドレスを入力します。2

3

パスワードを入力してログインします。4

決済内容を確認のうえ、「決済実行」を選択します。

5

決済が完了します。6

電子マネー「モバイルＳｕｉｃａ」アプリでモバイルＳｕｉｃａを使ってお支払い

前段で入力したメールアドレスに「決済依頼メール」
が届くので、メールの案内に従って支払い画面へ進みます。
※支払い期限にご注意ください。

13



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
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戻る実行

ご利用カードを選択し内容をご確
認の上､[実行]を押してください.

ドコモレコード
注文番号： 111-222222-3333
合計金額：3,302円

■ご利用カード
●Ａカード
○Ｂカード

戻る実行

ご利用カードを選択し内容をご確
認の上､[実行]を押してください.

ドコモレコード
注文番号： 111-222222-3333
合計金額：3,302円

■ご利用カード
●Ａカード
○Ｂカード

次に、サイトで注文内容をご確認
ください。

注文内容の確認

iDアプリ等 iD加盟店サイトiD加盟店サイト

ドコモレコード店

ご注文ありがとう
ございました。

注文番号

：111-222222-

333

暗証番号を入力してください。

≪注意≫
この暗証番号は、カード会社へお
申し出いただいた暗証番号です。

ＯＫ

一部のお取引で
暗証番号入力

暗証番号を入力してください。

≪注意≫
この暗証番号は、カード会社へお
申し出いただいた暗証番号です。

ＯＫ

一部のお取引で
暗証番号入力

■PCから注文

■雑誌・カタログから注文

■ケータイから注文
決済手段の選択 支払い手続き 決済完了

iDアプリが起動

雑誌のバーコードを
ケータイで読み取り、
ケータイサイトへアクセス

PCからケータイメール宛に
URLを送信し、ケータイ

サイトへアクセス

ドコモレコード店
お支払い方法選択
-----------------

ｹｰﾀｲｸﾚｼﾞｯﾄ iD

------------------
コンビニ払い

------------------
代引き

------------------
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ支払い

ｶｰﾄﾞ番号

ｶｰﾄﾞ種類

有効期限

/

次に進む次に進む

------------------------------
ドコモレコード
注文番号：111-222222-3333
合計金額：3,302円
お支払い方法：iD
------------------------------
[次へ(iDアプリ起動)]を選択してくだ
さい。iDアプリがネット決済に対応し
ていない場合は、バージョンアップが
実行されます。iDをご利用でない方
は[ご利用方法]を確認して下さい。

次へ(iDアプリ起動)
戻る

ご利用方法

------------------------------
ドコモレコード
注文番号：111-222222-3333
合計金額：3,302円
お支払い方法：iD
------------------------------
[次へ(iDアプリ起動)]を選択してくだ
さい。iDアプリがネット決済に対応し
ていない場合は、バージョンアップが
実行されます。iDをご利用でない方
は[ご利用方法]を確認して下さい。

次へ(iDアプリ起動)
戻る

ご利用方法

ご注文内容
確認

ご利用カード
確認

認証 認証完了

サイト→iDアプリへの連携により、簡単な操作でカード番号取得／PIN認証（オンライン決済時）を実施

iDネット決済とは？

＜サービス概要（画面イメージ）＞ ＜iDネット決済サービスの特徴＞

①ユーザーはカード番号を入力する必要がなく、手軽で安
全な決済ができます。

③ケータイ・ＰＣサイト・雑誌等、店舗形態によらない決済
が可能です。

④若年層（中学・高校生）から利用でき、幅広い利用層の
取り込みが可能です。

②クレジットカード同様、後払い方式のため、小額商品は
もちろんのこと、高額商品の購入も促進できます。

【ご注意】

・NTTドコモ社のおサイフケータイにのみ接続可能です。

・ご契約のカード会社が対応していない場合、ご利用できません。

弊社営業担当にご相談ください。

iDネット決済 利用イメージ

※EC-CUBE2.11.0のみ対応しております
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匿名性

未回収・誤請求リスクなし

少額・即時決済可能

簡易性

インターネット専用のプリペイド型電子マネー

■国内お客様支持率No.1のインターネット専用電子マネー

認知度・デジタルコンテンツサイトでの導入率No.1

■いつでも、どこでも、どなたでも

全国42,000店舗のコンビニやネットで購入できます。

■安全なセキュリティ＆手軽な手続き

口座開設手続きや、個人情報登録など一切不要

■リピーター対応の便利な機能

【残高照会】【残高引継】【ウェブマネーウォレット】など

16桁の英数字で構成される『プリペイド番号』に通貨価値を持たせています。

お客様は匿名性を確保でき、店舗運営者は情報漏洩のリスクを低減できます。

プリペイド方式のため代金未回収のリスクがありません。

入金確認作業などわずらわしい作業も不要です。

1円単位からの決済が可能です。少額課金のデジタルコンテンツ販売

にもしっかりと対応できます。

読み取り装置などの特殊な機器を必要としません。

インターネット環境さえあれば、あらゆる顧客層に対応します。

1.入手する
あらかじめ、コンビニやネットで

必要額のWebMoney（1円＝1POINT）

をお買い求めいただきます。

2.プリペイド番号を確認
お買い求めいただいたWebMoneyに

『プリペイド番号』という16桁の英数字

で構成された番号が記載されています。

ご希望のサイト上でお支払い手続きを行い

決済画面でプリペイド番号を入力すれば

お支払い完了です。

3.お支払

WebMoneyサービス概要

※EC-CUBE2.11.0のみ対応しております

15



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

PayPal決済サービス （１）サービス概要

PayPal決済サービスとは？

デジタルコンテンツや物販の

小額決済・海外向けECにマッチした決済手段

即時決済のため未回収リスクが無く、当社サービス利用
の場合、売上金額の即時入金を実施

●基本情報
・PayPalはインターネットを利用した決済サービスを提供するアメリカの企業で
eBayの子会社。

・オークションサイトやECサイトの決済手段として世界各国で認知されており、
PayPal会員間での送金も普及。

・1998年12月設立。 2009年12月末時点の全世界での登録アカウント数
は2億以上。

・世界190の国と地域、24通貨をサポート。

●実績
・2008年のPayPal決済金額 600億USドル
・ECにおけるPayPal決済利用率（決済金額ベース）

北米 ： 15%
全世界 ： 9%

●PayPal決済の特長
・PayPal決済サービスの利用には、PayPal会員となりアカウントを作成する
必要がありますが、その後の取引（決済）では金銭の授受をPayPalが仲介
するため、取引先にクレジットカード番号や口座番号を知らせる必要がなく、
スキミング被害等の防止にも有効で安全なサービス。

＜PayPal決済サービスの特長＞

<注意点>

・海外向け物販の場合、購買者は日本円建て決済となります。

その際の為替レートはPayPalが提供する返還テーブルによります。

・現在日本の携帯キャリアには対応しておりません。

PCのみの対応となります。

・弊社の代理店プログラムには対応しておりません。

・各種制限事項についての詳細は弊社営業担当にお問合せください。
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

PayPal決済サービス （2）サービスフロー

PayPal決済サービスはID, PWのみでEC決済が可能です

事業者様
（販売主体主）

GMO-PG ペイパル購買者

【決済実行】

【PayPalログイン】【注文受付】

【決済完了画面】

【注文】

【本人認証結果】

【本人認証】

【請求情報確認画面】

【決済完了】【決済完了】

【入金】

＜決済の流れ＞

【注文】
購買者がＥＣサイト・モー
ルにアクセスし購入商品を
選択

【PayPalログイン】
②代金支払いにPayPalを
選択すると、PayPalログイン
画面表示

【本人認証】
PayPalログイン画面にユー
ザーID,パスワードを入力し
認証

【決済】
認証後、EC事業者から弊
社経由でPayPal決済を実
行

【入金】
決済完了と同時にPayPal
社より直接事業者様の
PayPal口座へ入金

〔日 本〕

〔海 外〕

ペイパル口座

【入金サイクル】 決済が行われる都度、PayPal社から手数料を差し引いた金額が事業者様のPayPal口座へ直接入金されます。
入金されたお金を事業者様の登録銀行口座へ引き出す場合はPayPal社が提供するマイアカウント画面から手続きを行う必要があり、
その際50,000円未満の引き出しには1回につき250円の手数料が発生します。

【キャンセル】 決済完了後、万一キャンセルがあった場合、弊社よりご提供する管理画面を利用し返金手続きを行うことが可能です。（決済成立後50日まで可能）
事業者さまはこの機能によりペイパルの口座間での返金（送金）を実行し、購買者のペイパル口座への返金することになります。

【チャージバック】 不正取引が行われた場合、利用内容調査/チャージバックが発生いたします。その場合手数料1,300円が発生いたします。
不足資金の充当は事業者さまからクレジットカードでお支払いただきます。
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代引決済 (1)代引決済とPG配送サービスについて

購入時の安心感

幅広いターゲットに利用される“安心・安全”な
決済サービスです

商品の受け取り時に代金をお支払いする方法となるため、安心してお客様にお買い物をして頂くこと
が可能です。また、配送サービスも併せて無償にてご利用頂くことができます。

インターネットショッピングにて代引決済（約18%）は、クレジット
カード（約52%）に 続く大きなシェアを占める決済手段として位
置づけられております。

また、郵便事業様と西濃運輸様とのアライアンスにより低価格
でのご提供を実現致しました。

運賃及び代引手数料を低価格にて提供しておりますので、一般価格よりも運賃を抑え競争力を強化
できます。

弊社との契約のみで、他決済手段と併せてお申込を頂くことが可能となり、また、回収代金のお支払
いについても弊社から一括でご入金致します。

郵便事業様のゆうパック、西濃運輸様の
カンガルー便を低価格にてご提供いたします

低価格でのご提供

ご契約・ご入金の
一本化

精算処理 契約代行

事業者様

代引決済 PG配送サービス

■ 利用料金
初期費用 ： 無料
月額費用 ： 無料
運賃 ： 400円～※
※配送会社・配送地域・サイズによって異なる

18
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

代引決済 (2)代引決済・PG配送サービスの料金(関東）と留意事項

■留意事項

・30万円（税込）以上の商品や現金・貴金属類・危険物・信書・有価証券及び再生不能の商品、個人情報を有する商品等は受託できません
・PG配送サービスでは元払いのみ対応しています。着払いはご利用いただけません。
・原則、伝票ではなく送り状発行サービス（※）eｰ発行business（日本郵便）・カンガルーマジックⅡ（西濃運輸）を推奨させて頂きます
・入金サイクルについては、末締め翌々月10日払い（※）となりますが、通帳記載は他決済手段と別となります。

※ 送り状の送付から集荷依頼まで、配送業務に関わる様々な機能を備えたツールです
※ 入金の際に、代引手数料、配送料、振込手数料を相殺させて頂きます

料金表
▼配送料（消費税別） 単位：円

地域 配送会社 サイズ 県内 北海道 東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
60 400 600 430 420 430 440 430 450 510 500 600 1,200
80 430 680 480 450 480 500 480 510 580 560 680 1,400
100 450 840 570 520 560 590 570 600 710 680 850 1,600
120 510 1,010 660 600 640 680 650 700 840 810 1,020 1,800
140 530 1,290 710 640 700 750 710 770 1,060 1,020 1,310 2,000
160 590 1,490 810 720 790 860 810 880 1,220 1,170 1,510 2,200
170 650 1,670 900 790 880 950 890 980 1,360 1,300 1,690 2,400

※1　東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木・山梨
※2　3辺の合計が130cm以上、または重さが20kg以上のお荷物を配送する場合はカンガルー特急便をご利用ください。
※3　離島運賃、着地場所によって実費がかかる場合がございます
※　　詳細料金表については、別紙ご参照

1個口あたり20kg
且つ縦・横・高さの
合計が1.3ｍまで

（※2）

一律　600円（※3）

関東（※1）

郵便事業

西濃運輸

▼代引手数料（消費税別）
商品代金（税込） 手数料

～29,999円 280
30,000円～100,000円 600
100,001円～200,000円 900
200,001円～300,000円 1,000

※30,000円以上については、200円の収入印紙代が含まれております。

19



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

③決済状況確認

※配送のみの場合は、
入金確認後に配送指示

②注文受付①注文

代引決済 (3)代引決済・PG配送サービスの運用の流れ

配送手配

⑦商品受取

④出荷指示

※送り状の作成：e-発行Business・カンガルーマジックⅡを利用

⑤集荷
⑥配送

⑧支払い

※現金のみ取扱可能

管理画面上の

明細を確認

・振込金額から相殺可能の場合は、振込明細書が送付

・振込金額から相殺不可の場合は、請求書が送付

売上明細表示

翌月末日までに反映

翌々月10日までにご入金（※振込明細書が発行）

入金を確認

当
月

翌
月

配送業者弊社
事業者様

（販売主体主）
購買者
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

auかんたん決済サービス （１）サービス概要①

auかんたん決済とは？

auかんたん決済は、au ID（OpenID）を認証基盤とし、ユーザー様がPCやauのAndroid(TM)搭載スマートフォン等
のデバイス上で購入したコンテンツや商品の代金をau携帯電話料金と合算してお支払い（au料金合算請求）
いただくか、またはau料金合算請求の利用限度額を超えた場合等に、クレジットカード（VISA/MASTER/JCB）
、WebMoneyを利用してお支払いいただく決済サービスです。
既存のEZweb上での決済サービスに加え、加盟店様コンテンツのマルチデバイス展開をサポートいたします。

＜auかんたん決済サービスの特長＞

<費用>

-ケータイ払いだから今すぐ使えて簡単便利！

-クレジットカードに抵抗がある利用者､未成年等の

若年層を囲い込むことが出来る！

-債権譲渡タイプだから未回収リスクなし！

※1  KDDI社と直接のご契約されている場合に適用となります。

15,000   円/月auかんたん決済店舗管理費用/1店舗システム
利用料金

1.0    ％auかんたん決済基本利用料※1

初期費用

GMO-PG

50,000   円

定価

auかんたん決済店舗登録費用

項目

15,000   円/月auかんたん決済店舗管理費用/1店舗システム
利用料金

1.0    ％auかんたん決済基本利用料※1

初期費用

GMO-PG

50,000   円

定価

auかんたん決済店舗登録費用

項目

デジタルコンテンツ

１２％

物販・役務サービス

５．８％

料金

手数料

auかんたん
決済

auかんたん決済手数料

項目

デジタルコンテンツ

１２％

物販・役務サービス

５．８％

料金

手数料

auかんたん
決済

auかんたん決済手数料

項目

21
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

auかんたん決済サービス （１）サービス概要②

auかんたん決済とは？

22
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

auかんたん決済サービス （2）サービススキーム/auポイントについて

auかんたん決済サービススキーム

②サービス提供

⑦ご利用代金回収

④売上代金支払

⑥請求書通知

①購入

③債権譲渡

⑤売上代金支払

事業者
（販売主体主）

弊社システムを
御社システムに

組込

購買者
（ａｕ契約者）

事業者
（販売主体主）

弊社
（決済代行）

決済センター

auポイントについて

auポイントプログラムは、KDDI社が提供するポイントサービスです。
au携帯電話やauひかり、メタルプラス等のKDDIインターネット・固定電話サービス、
auかんたん決済等のご利用がauポイントの付与・利用の対象となります。
auかんたん決済での商品購入がauポイント付与・利用の対象となり、ますます便
利にご利用いただけるようになります。

23



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

auかんたん決済サービス （3）サービスフロー

ａｕかんたん決済サービスはID, PWのみでEC決済が可能です

24

事業者様
（販売主体主）

GMO-PG KDDI購買者

【決済実行】

【auかんたん決済選択】【注文受付】

【決済完了画面】

【注文】

【決済完了】【決済完了】

【キャンセル】
①売上確定前（仮売上）であれば、オーソリ取消処理が可能でございます。
②売上確定後、売上確定の同月内であれば、売上取消処理が可能でございます。
③売上確定後の翌月以降に返金を行う場合は、売上確定後の翌々月まで返金が可能でございます。また返金には返還代行手数料が発生致します。

auＩＤ/ＰＷ入力

＜決済の流れ＞

【注文】
購入時、auかんたん決済を選
択

【ＩＤ認証】
auかんたん決済を選択すると
auＩＤ/PWを入力画面表示
auＩＤ/PWを入力し認証

【PW入力】
購入商品の確認をして、
セキュリティパスワードの入力
し決済実行

【完了】
商品購入手続完了

【ＩＤ認証】

【ＩＤ認証結果】

認証

利用料支払

売上明細／振込 売上明細／振込

【セキュリティパスワード入力】

【ＩＤ連携が可能】

加盟店様の独自ＩＤとauＩＤを
連携し、ＫＤＤＩ様より送出す
るOpenＩＤを加盟店様の独自
ＩＤと併せて会員管理・認証が
可能でございます。

入金確認 入金確認 売上集計



Copyright © 2013  LOCKON CO.,LTD. Powerd By GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

ドコモ ケータイ払い決済サービス （１）サービス概要

ドコモ ケータイ払いとは？

ドコモ ケータイ払いとは、spモードパスワード認証を基盤とし、ユーザー様がドコモの携帯電話を使って
ショッピング代金やオンラインゲームでのプレイ代金などをお支払いただく決済サービスです。
PCサイト・モバイルサイト両方での利用が可能で、10代～30代までの若年層をメインにクレジットカードに
抵抗がある利用者にも最適な決済手段となります。

＜ドコモ ケータイ払い決済サービスの特長＞

ユーザー様が選択できる支払方法として、｢ドコモ料金合算払い｣と｢ドコモ口座払い｣があり、
対応サイトでの購入画面で、｢ドコモケータイ払い｣を選んだ後に、2つの支払方法を選択することが可能です。

<導入費用・手数料>

※3 NTTドコモ社と直接のご契約されている場合に適用となります。

加盟店様メリット

①新規顧客の獲得
6,000万人のドコモユーザが決済できるため、新規顧客の獲得とともに
更なる売上拡大のチャンスがひろがります。

②小額・即時決済が可能
小額課金のデジタルコンテンツ販売にもご利用いただけます。

③PCサイトへも導入可能
PCサイトにご導入いただくことも可能です。（決済時は携帯へ遷移）

※1 継続課金の場合、NTTドコモ社の審査基準において決済金額の上限が設定される場合があります。
※2 初期設定は1万円です。利用状況によりNTTドコモ社判断にて限度額増額となります。

支払方法 概要 課金方法 利用限度額

ドコモ料金合算払い ドコモの電話料金とまとめて支払 都度課金/継続課金※1 10,000円～30,000円/月 ※2

ドコモ口座払い ドコモ口座からの引き落とし支払 都度課金 500,000円/回

ドコモ 項目 定価

初期費用 ドコモ ケータイ払い店舗登録費用 50,000   円

システム

利用料金

ドコモ ケータイ払い店舗管理費用/1店舗 5,000   円/月

ドコモ ケータイ払い基本利用料 ※3 1.0    ％

手数料 ドコモ ケータイ払い手数料
デジタルコンテンツ 12％

物販 5.8％
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

ドコモ ケータイ払い決済サービス （2）サービスフロー

ドコモ ケータイ払い決済サービスはID認証, PW入力のみでEC決済が可能です

事業者様
（販売主体主）

GMO-PG NTTドコモ購買者

【決済実行】

【注文受付/ケータイ払い決済選択】

【決済完了画面】

【注文】

【決済完了】

【注意事項】
①仮実運用の実売上締め日は決済実行日を起算として、翌々月末日20：00となります。
②売上確定前（仮売上）であれば、売上取消処理が可能でございます。（決済実行日を起算として、翌々月末日20；00まで）

＜決済の流れ＞

【注文】
購入時、ドコモ ケータイ払い決済
を選択

【ＩＤ認証】
ドコモネットワーク内にて認証
※spモード且つwifiでの接続時は
ドコモＩＤ認証が必要となります。

【PW入力】
購入商品の確認をして、
spモードパスワードを入力し
決済実行

【完了】
商品購入手続完了

【ＩＤ認証】

【ＩＤ認証結果】

認証

利用料支払

売上明細／振込 売上明細／振込

【spモードパスワード入力】

spモードパスワード入力

spモードPW

OK

****

入金確認 入金確認 売上集計
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

ソフトバンクケータイ支払い決済サービス （1）サービス概要

27

支払方法 課金方法 利用限度額

通話料金合算払い 都度課金
加入満3ヶ月以内 3,000円/月

加入満3ヶ月超 10,000円/月

ソフトバンクケータイ支払い決済とは？

ソフトバンクケータイ支払いとは、ソフトバンクのスマートフォン利用者様が登録しているMy SoftBank認証を
利用して、ショッピング代金やサービスなどのお支払いができる決済手段です。
PCサイト・スマートフォンサイト両方での利用が可能で、約3,000万人のソフトバンクユーザーを対象として、
クレジットカードに抵抗がある利用者様にも最適な決済手段です。

＜ソフトバンクケータイ支払い決済サービスの特長＞

ケータイ料金のお支払い方法を口座引き落としにされているお客さまはケータイ料金とまとめてお支払い、
クレジットカードご利用のお客さまは登録いただいているクレジットカードでお支払いいただけます。

ソフトバンク 項目 定価

初期費用 ソフトバンクケータイ支払い店舗登録費用 50,000   円

システム

利用料金

ソフトバンクケータイ支払い店舗管理費用/1店舗 5,000   円/月

ソフトバンクケータイ支払い基本利用料 ※1 1.0 ％

手数料 ソフトバンクケータイ支払い手数料
物販 6.0 ％

役務 10.0 ％

<導入費用・手数料>

※1 通信処理料金として売上額に乗じて請求をさせていただきます。
※2 デジタルコンテンツは取扱対象外となります。
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

ソフトバンクケータイ支払い決済サービス （2）サービスフロー

ソフトバンクケータイ支払い決済サービスはMySoftBank認証, PW入力のみでEC決済が可能です

【注意事項】
①仮実運用の実売上締め日は決済実行日を起算として、60日までとなります。
②売上確定前（仮売上）であれば、売上取消処理が可能でございます。（決済実行日を起算として、60日まで）

事業者様
（販売主体）

GMO-PG SoftBank購買者

【決済実行】

【ソフトバンク決済選択】【注文受付】

【決済完了画面】

【注文】

【決済完了】【決済完了】

MySoftBank
ＩＤ/ＰＷ入力

＜決済の流れ＞

【注文】
購入時、ソフトバンク決済を
選択

【MySoftBank認証】
ソフトバンク決済を選択すると
MySoftBank認証画面表示
必要情報を入力し認証

【登録支払手段のPW入力】
購入商品の確認をして、
ケータイ電話支払手段ごとの
PWを入力し決済実行

【完了】
商品購入手続完了

【MySoftBank 認証】

【認証結果】

認証

利用料支払

売上集計入金確認
売上明細／振込

入金確認
売上明細／振込

【登録支払手段ごとのPWを入力】
クレジットカード

OK

セキュリティコード

口座振替 暗証番号
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EC-CUBEの開発元が提供する信頼の決済代行サービス

決済管理ツールの概要

①マスター

全ての操作を、全ての範囲に対して実行可能です。管理ツールの利用を開始するとき、
最初に払いだされるIDです。全てのユーザーに対して停止や初期化を行う、ショップ情
報を変更する等、全体的な影響を及ぼす操作が可能です。

②管理者

全ての操作を、全ての範囲に対して実行可能です。全てのユーザーに対して停止や初
期化を行う、ショップ情報を変更する等、全体的な影響を及ぼす操作が可能です。

③一般

ショップ情報の変更や、他ユーザーの利用停止等、全体的な影響を及ぼす操作は実
行できません。

※取引の変更・実行は、管理ツールの通常業務であり、権限の制限なく実行可能

管理ツールの操作は全てログを記録しており、また手動オーソリ等管理ツール
から取引を実行した場合は、実行したユーザーIDが取引データに記録されま
す。このように、操作履歴の整合性・追跡性能をフル活用するためにも、個
人ごとのID発行を推奨いたします。

セキュリティを考慮した3つのユーザ権限設定可能

■取引に関する操作

└取引の内容を確認する⇒取引検索

└取引のリストを取得する⇒CSVダウンロード

└取引を変更する⇒売上・取消・再オーソリ

└新たな取引を開始する⇒手動オーｿﾘ

└取引を一括して実行する⇒一括オーソリ

└取引を集計して表示する⇒取引帳票

■ショップに関する操作を行う

└ショップ情報を見る⇒ショップ情報閲覧

└ショップ情報を変更する⇒ショップ情報変更

■管理画面のユーザを管理する

└ユーザを検索して一覧する⇒ユーザID検索

└ユーザIDの詳細を見る⇒ユーザID詳細

└ユーザの情報を変更する⇒ユーザID編集

└ユーザIDを利用停止する⇒ユーザID停止

└ユーザIDを初期化する⇒パスワード再発行

└新たなユーザIDを発行する⇒ユーザID追加

■洗替

└ファイルアップロード・洗替実施

└洗替結果ダウンロード

■継続課金

└ファイルアップロード・売上実行

└結果ダウンロード

■その他

└ドキュメントダウンロード

操作履歴の整合性・追跡機能

管理ツールは、クライアント証明書をインストールした管理PCのみからのアク
セス制限。

クライアント証明書によるセキュリティ管理

決済管理ツールより様々な操作を行うことが可能
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決済管理ツール画面イメージ

【カード手動オーソリ】

【カード詳細】

【カードファイルアップロード】

【カード洗替】

カード番号等の取引情報を入力することで、新規の取引を行うことができます。

CSVファイルを使用して、複数の会員カード情報に対しての洗替を実行します。

CSVファイルを使用して、複数の取引に対して取引の開始や変更を一括して実行します。

取引の状態を確認します。また、取引の変更もこの機能を使って対象の
取引を特定してから行います。

～取引の実行・取引の変更画面イメージ～
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決済管理ツール画面イメージ

【Edyマニュアル決済】【帳票】

【マルチ検索】

【Pay-easy結果】

【コンビニ取引検索】

【ショップ情報】

売上確定内容を仕向先カード会社、処理区分別に、取引金額と件数を集計して表示します。

検索条件を入力して個別の取引の状態を確認します。

～取引の検索・集計画面イメージ～
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