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営業開始～1件獲得までの流れ

商材について
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Web申込
代理店情報

登録

au PAY加盟店開拓業務を始めるにあたって、
どんな営業方法があるのかを知り、

実践してみましょう！
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営業方法について
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営業手法の紹介 ～既存代理店の傾向～

62％ 4％34％

訪問のみ 電話アポ➡訪問 電話のみ

最も人気の営業手法です。
アポイントなしで、店舗へ飛び込み
訪問します。

最近、主流になってきた営業手法。
店舗担当者とお会いすることなく、
電話のみで申し込みが完了します。

店舗様とお会いする上で、最も効率的な
営業手法です。電話でアポイントを取った上
で、訪問します。

実施率 実施率 実施率

メリット

・手軽に実行可能！

・信頼関係を築きやすい

・店舗が忙しくない時間帯を狙って

効率的に訪問可能

メリット

・ほぼ確実に店舗へ訪問が可能！

・トラブルが発生しにくい

・訪問のみと比べ、体力は必要ない

メリット

・人件費の削減が期待できる

・コロナ渦では訪問よりも獲得率が

顕著に上昇する

・より多くの店舗にアプローチ可能

営業の流れ（例）電話アポ➡訪問の場合

テレアポ 訪問 商品説明 申し込み クローズ

店舗様へ架電
アポ取り

店舗様へ訪問
au PAY申し込
みサイトにて

申し込み

au PAYを店舗
に紹介

営業完了

オススメ



兼業・併売可能
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営業手法の紹介

ポイント

系列店の獲得ポイント

既に取り扱っている商材と「au PAY」の併売が可能。
1回の商談でいくつもの商材提案が可能となりますので、
効率よく営業して頂けます。
また、別業務との兼業も可能ですので、空いた時間に近くの店舗などで
au PAYの提案をすれば、空き時間の有効活用にもなります。

もちろん個店舗（系列店がないお店）へのau PAYの導入も
お願いをしておりますが、
タクシー会社やスーパー等、複数台・複数店舗にau PAYの導入が
可能な場合には、1回の商談で、複数件分の獲得が可能です。

※たくさん稼いでいる営業マンは、系列店を多く獲得しています。
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営業トーク例
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目的

ポイント：お客様は話しを聞く準備はできていますか？

「話し始めのきっかけを作る」

ポイント：キャッシュレスという聞きなれない話しを始めるために
共感できる話題をきっかけとして次の展開（次ページ）へと持っていきましょう。

営業「まず初めにお伺いしたいのですが、この中で見たことあるや
使ったことがあるといったサービスはございますか？」

お客様「○○○は使ったことあるね／知ってるね」
営業「ありがとうございます。皆さんお使いのサービスですからよくご存じかと思います。

実はこれ全て現金を使わないのでキャッシュレスという名前で呼ばれています！」

資料を開く前に！

目的 「キャッシュレス導入が常識となってきていることを伝える」

ポイント：キャッシュレス導入は既に他人事ではなく、日本全体が推進する参加しなくては
いけないムーブメントとなっていることをしっかりと伝えましょう。

営業「最近特にニュースなどで耳にすることが多くなったキャッシュレスですが、
世界基準でみると日本は他国と比べまだまだ遅れていることが、今回のコロナ禍の
影響で顕在化してきました。日本政府としても早急に普及率を80％まで引き上げる
ことを目標に推進しています。
△△様の周りでもキャッシュレスを導入されたという方は多いのではないでしょうか？」

au PAYの営業を始める前にお客様とは十分なコミュニケーションを取りましょう。
アイスブレイクといいますが、お客様の心の氷は解け切っていますか？
お客様が話しを聞いてくれない防御体制では何を話しても意味がありません。
時事ネタやお相手が興味を持ってくれそうな話題などを準備しておきましょう。

参考：「木戸に立ち掛けし衣食住」で検索！
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営業トーク例

目的 「政府の施策をもとに今が導入の良い機会！ということを伝える」

ポイント：キャッシュレス推進のために国がどのような施策を行っているか伝えましょう。
期間限定の施策であり、今まさに導入する良い機会だということを伝えましょう。

営業「こちらのマークですが、どちらかで見ていただいたことがあるかと思います。
キャッシュレス推進のために政府として様々な施策を行っています。
特にマイナポイントにおいては全国民に5,000円キャッシュバックする、
最大のキャンペーンです。この際には現金ではない方法でお支払いをされる
お客様が急増されることが分かっています。」

目的 「QRコード決済の利用率が上がっていることを知ってもらう」

ポイント：キャッシュレス推進の結果、より多くの方がQRコード決済を利用するようになり
現金、クレジットカードの次に選ばれる支払い方法となったことを伝えましょう。

営業「国による様々な施策により、支払い方法としてQRコード決済をご利用になられる方が
大幅に増加いたしました。今後も様々な施策が展開されることにより、更に多くの方
がご利用になられるようになります。今後は支払い方法の選択肢として、
現金・クレジットカード・QRコード決済が当たり前の世の中となっていきます。」

目的 「ここから初めてau PAYをおすすめすることを伝える」

ポイント：このページ以前は、キャッシュレスに対する意欲を高める事が目的です。
相手の意欲が高まっていないようであればこのページに進むことは控えましょう。

営業「そこで、今回おすすめしたいのが、KDDIがおこなっているQRコード決済サービス
au PAYです。クレジットカードの導入は初期費用もかかり、決済手数料も3.25％ほど
かかっているかと思いますが、au PAYは初期費用無料、決済手数料は2021年7月末まで
無料です。
導入いただくことで、全国のau PAYユーザー2,300万人が対象となり、Pontaポイント
が貯まるお店として認識されるようになります。」



営業トーク例

au PAY申込意思がある場合は、業務マニュアル～Web申込み～へ ➡ 8

目的 「au PAYを導入すれば集客効果が見込めることを伝える」

ポイント：au PAYの普及率や、キャンペーン実施による集客効果をお伝えし、
au PAYの魅力を知ってもらいましょう。

営業「au PAYは既に全国で190万店舗に導入されており、様々なキャンペーンにおいて、
ユーザー様に対して、2,000億ポイント以上の還元をおこなっております。
今年の2月～3月にかけて行われた、毎週10億円もらえるキャンペーンでは、
au PAYの利用者が急激に増え、数百億というポイントが還元されました。
今後、貯まったポイントを使うために更にau PAYを使うお客さまが増える見込みです」

目的 「au PAYでコロナ対策ができることを伝える」

ポイント：QRコード決済サービスは、カードの受け渡しや暗証番号の入力等もなく、
一切接触することがありません。従業員さまの安全につながることも伝えましょう。

営業「新型コロナウイルスにより、現金を扱うことに抵抗を感じるお客さまも
増えている世の中です。QRコード決済は、お客さまに一切接触することなく
決済することが可能な仕組みとなっておりますので、従業員さまの安全を
守ることにもつながります。」

目的 「今なら無料のau PAYを導入してもらう！」

ポイント：こんなに良いサービスが、今なら0円で始められて、
申込みもかんたん！ということを伝えましょう。

営業「そんなau PAYですが、今なら一切費用が掛からず導入可能で、
申込みもとっても簡単です。レジ横に置くだけでお使いいた
だけますので、この機会に導入しませんか？」
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切り返しトーク例
断られる理由 切り返しトーク例

  ●興味が無い

現金だと菌やウイルスがあり、感染リスクを伴うと経済学者も言っております。周りでも今QRコード決済を導入しておいて良かっ

たというお声を聞き、消費者も決済方法が現金以外に増えるとリピータとして来る傾向があります。現在、導入費用が無料で手数

料も頂いておりませんので、何のご負担もなく導入いただけるチャンスなのです。

  ●客層が高齢者ばかりで需要が無い

客層が高齢者が多くても、折り畳み式携帯が最高2026年まで無くなると各携帯会社が発表しております。他国に比べるとまだ現金

を利用される方が多いですが、いずれは全員がスマホを持ち、スマホだけで買い物ができる時代が訪れます。今ですと、まったく

の無料で導入いただけて、利用にも一切お金がかかりませんので、この機会に申込いただくことをお勧めしておりますが…※も

し、PAYのことが詳しくないのであれば、まず店員さん自身にau PAYを登録して体験させる案内もいいかもしれません

  ●現金主義

現金だと菌やウイルスが付着しており、感染リスクを伴うと経済学者も言っております。現金だけだと銀行に行ったり、レジ閉め

や明けの準備をしたり手間ではないですか？お客さんとのやり取りもスムーズにすみますし、お店側に用意していただくのはス

マートフォンやパソコン、タブレットのいずれか1つになり、アプリ導入だけで売り上げ管理できるので、簡単です。一度お試しし

ませんか？

  ●手数料がかかるから導入したくない
2021年7月30日まで決済手数料だけ無料です。2021年8月以降は有料化される場合がありますが、その他、導入費や振込手数料な

どは一切かかりません。一度今の無料キャンペーン中に導入を試してみませんか？

  ●システム管理が面倒
スマートフォンのアプリに入れて売り上げ管理をリアルタイムでできるため、特に管理が大変なことはございません。店頭にはQR

コードを置くだけで、後の操作はお客様がするものになりますので、従業員様にも負担なくご利用いただけます。

  ●PayPayだけで十分

PayPayだけで十分ということですね…最初はそうおっしゃられる方が多いんですが…消費者は現在PayPayだけではなく、複数の

還元やポイントを目当てに使い分けていらっしゃいます。例えば、PayPayが大きいキャンペーンやる時はPayPayですし、au PAY

もこの前10億円キャンペーン行ったときはau PAYがよく使われました。実は今このタイミングでご案内しているのは、毎週10億円

もらえるキャンペーンを行った際ポイントが3月末にユーザー様に還元されておりまして、何十億というポイントがまだ使われてい

ない状態なんです。確実にau PAYを利用されるユーザー様が増えておりますので、この機会に導入しませんか？



営業ツールについて
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営業ツールについて 営業の際に必要な書類です。

■ 加盟店への配布可能 〇

「au PAY公式チラシ」

「au PAY加盟店規約」

「au PAYお申込み後の流れ」

■ 加盟店への配布禁止 ×

「au PAYのご提案」

「業務マニュアル～web申込み～」

➡ au PAYの説明をする際に役立ちます。

➡申し込みの際、店舗様に規約の合意をしていただきましょう。

➡加盟店様が今後の流れについて不安を持たないよう、説明しましょう。

➡ au PAYについてより詳細に説明をする際に役立ちます。

➡Web申込みの際に、わからないことがあればこちらをご参照ください。

「ヒアリングシート」
➡Web申込みの際のメモ用紙としてご利用ください。



ターゲットについて
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対象店舗 例

各種総合小売 学習塾・カルチャー
衣服・靴・身の回り品小売 リース・レンタル
飲食料品関係小売 マッサージ ・医療
各種食料品小売 ネイル・まつエク
菓子・パン小売 ・駄菓子 ラーメン・餃子
自動車・自転車関係小売 カレー・牛丼
家具・家電・家庭用品関係小売 ハンバーガー
雑貨・書籍・CD・DVD アイスクリーム

日用品・書籍・スポーツ用品 そば・うどん・焼肉店

中古品等小売 エンタメ・レジャー

クリーニング 日本料理・寿司店

理容・美容 ステーキ・ピザ・パスタ
DPE・印刷・コピーサービス その他の居酒屋 ・バー
レジャーサービス・ホテル ・個人タクシー その他一般レストラン店
リース・レンタルサービス 持ち帰り寿司・弁当

※系列30店舗以下の小規模事業者 (ご獲得希望の場合、まずは事務局までお問合せくださいませ。)

※風営法に抵触する店舗の申込は不可
※定額制サービスへのご利用は不可（例：塾の月謝代で使用、トレーニングジムの月会費で使用 等）

ターゲット店舗（現金を扱うお店ほぼすべて！）
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au PAYの取扱禁止商材

（１）事実誤認を生じさせ、又はその虞のあるもの
（２）通常人の射幸心を煽るもの、又はその虞のあるもの
（３）賭博を行い、又はその虞のあるもの
（４）富くじの売買などを肯定若しくは助長し、又はその虞のあるもの
（５）青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、又はその虞があるもの
（６）わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、又はその虞のあるもの
（７）無限連鎖講若しくはマルチ商法を行うもの、又はその虞のあるもの
（８）覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定若しくは助長するもの、又はその虞のあるもの

（９）犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、又はその虞のあるもの
（１０）特定の個人、団体を誹謗中傷し、又はその虞のあるもの
（１１）政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はその虞のあるもの
（１２）KDDI若しくは第三者の財産、プライバシー等の権利を侵害し、又はその虞のあるもの
（１３）KDDI若しくは第三者の知的財産権を侵害し、又はその虞のあるもの
（１４）回数券、定期券、商品券、印紙、切手、金券類等の換金性が高いもの、又は換金の虞が高いとKDDIが判断するもの

（１５）商品等の引渡し若しくは役務提供を複数回に渡り又は継続的に行う取引に該当するもの
(特定商取引法に定義される「特定継続的役務提供」を含むが、これに限られない。) 、又はその虞のあるもの

（１６）関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等の定めに違反するもの、又はその虞のあるもの
（１７）取引に必要な許認可を得ていないもの、又はその虞のあるもの
（１８）公序良俗に反し、又はその虞があるもの社会風俗に重大な悪影響を与えるもの、又はその虞のあるもの
（１９）その他KDDIが不適当と判断したもの

非対象店舗



15

ターゲット 注意事項

決済手数料0％キャンペーン 対象店舗
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ターゲット マーケットリサーチ

「PayPay 使えるお店をさがす」等で検索。

https://paypay.ne.jp/store/map/

「近くのお店の導入状況を調べてみよう-PayPay」をクリック

先行導入しているお店を調べて
どういった業種・地域が営業し
やすいのか見てみましょう！

先に、〇〇ペイを導入していた
としても、クレジットカード同
様に何社でも取り扱いが可能で
す！

https://paypay.ne.jp/store/map/
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ターゲット 決裁者にアプローチ

ポイント 必ず、オーナーもしくは本部（法人の場合）にアプローチ

・契約者（法人orオーナー）情報
・振り込み先の口座情報
・契約者の本人確認書類（個人の場合）の写真

申込の際は、

のように、オーナーもしくは本部でないとわからない情報が必要となります。

飛び込み訪問・アポイント架電を行う際は、
オーナーに繋がる時間帯（飲食なら１４:００～１７:００）にするなど
工夫してみましょう！

au PAYは無料キャンペーン中のため、加盟店様にとってメリットしかない商材です！
オーナーもしくは本部に直接アプローチし、au PAYの導入を促しましょう！


