
au PAY
加盟店申込みサイトマニュアル

【 代理入力版 】

関係者外秘
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代理入力には
【顧客情報漏洩】のリスク

があります。

・お申込は必ず1加盟店ずつご登録ください。

同時に複数の加盟店登録を実施すると、
加盟店情報を取り違えて入力してしまう
リスクが高まります。

・必ずダブルチェックを実施してから、
入力を確定してください。

加盟店様用のWeb申込サイトと
代理店様用のWeb申込サイトは異なります。

※必ず下記のURLもしくはQRコードからサイトにアクセスして、ご登録ください※

https://form.auPAY.wallet.auone.jp/registration/agent/

上記サイトにアクセスできない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアしてから
再度アクセスをお願い致します。
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https://form.aupay.wallet.auone.jp/registration/agent/


事前にご用意いただくもの

必ず事前にご用意ください。

① PCやスマートフォン、タブレットなど通信できる機器

＊au PAY申込サイト対応ブラウザ： Edge/ Safari / Chrome

＊申込完了後(審査通過後) au PAY加盟店システム（Cinnamon）では、

ブラウザ IE/FireFoxがご利用できるPC・タブレット等が必要です。

② 連絡用のメールアドレス（審査完了、不備通知など）

③ 振込用銀行口座情報（振込口座名＝お申込みの方）

④ 店舗外観写真（店舗名が確認できる）写真

⑤ 店舗内観写真（取り扱い商材が確認できる）写真

＊④⑤がない場合は、ホームページのURLをご用意ください。

⑥ 法人の場合は法人番号が必要です。

※国税庁のwebサイト等で 確認可能です

個人(個人事業主)の場合は、本人確認書類が必要です。（次ページ参照）

⑦ 事前に「決済方法」を検討の上、お申し込みください。

・店舗が、お客様のQRコードを読み込む決済

・店舗が提示したQRコードを、お客様が読み込む決済

登録前にご確認ください。

登録に必要な時間は、20～30分程度です。

加盟店様に事前にお伝えし、申込み時間を確保してください。

法人の場合は、13桁の法人番号が必要です。事前にご確認ください。
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事前にご用意いただくもの

個人の場合は、下記書類のいずれか１つが必要となります。

・運転免許証

（顔写真あり・公安委員会発行のもの。国際免許証を除く）

・運転経歴証明証（顔写真あり）

・パスポート（顔写真あり）

・健康保険被保険者証

・国民健康保険被保険者証

・在留カード（顔写真あり）

・特別永住者証明書（顔写真あり）

※ いずれも有効期限内のものに限ります。

※ いずれもご氏名・ご住所が確認できる箇所をご提出ください。

※ 本人確認書類の裏面等に氏名・住所等の記載がある場合は、裏面もアップロードしてください。

※ いずれも「代表者」の本人確認書類をご提出ください。本人確認書類に記載のご氏名・ご住所と、

本サイトで申請いただく「代表者」のご氏名・ご住所が一致するか照合させていただきます。

一致しない場合は、審査不備となり再度のご申請が必要となりますのでご注意ください。
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＜ご注意事項＞

・KDDI社から送られるメールを受信できる有効なメールアドレスをご利用ください。

審査結果や、au PAYに関する重要なお知らせやお支払いに関する通知先となります。

・あらかじめ[@aupay.wallet.auone.jp]のドメインが受信できるように、受信ドメイン拒否解除・迷惑メール設定解除・

お使いのメールBOXまたはサーバーに十分な容量があるか等のご確認をお願い致します。

・本サイトからのお申込みはKDDI社が提供するau PAYアプリケーションを用いた提供方法に限ります。

POS改修による導入をご検討のお客様はauPAY導入のご相談（0120-977-352 全日10:00～18:00）までご連絡ください。

・ご不明な点がございましたら、【よくあるご質問】をご確認ください。確認しても解決されない場合は、

（0120-977-352 全日10:00～18:00）までご連絡ください。



お申込みの流れ

※重要※ 営業ご担当者様

・仮申込み時に加盟店情報には加盟店様のメールアドレス、

代理店情報には営業ご担当者様のメールアドレスをご登録ください。

・営業ご担当者様宛てにも本申込用のURLおよびパスワードをメールにてご連絡致します。

代行入力する場合は、営業ご担当者様宛てのメールよりログインください。

※ 本登録の「確定」は加盟店様のログインからのみ可能です。

代理入力した場合、必ず加盟店様に入力内容の最終確認いただいてください。

au PAY加盟店規約を、加盟店様にご一読いただくようお願いします。

・加盟店様と代理店での同時ログインは行わないようにご注意ください。

入力内容が正しく保存されません。

・代理店用の仮申込みはこちら ➡
https://form.auPAY.wallet.auone.jp/registration/agent/

（※加盟店サイトからの仮申込みURLとは異なります）
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仮申込み

「加盟店様情報入力欄」

必要情報を入力してください。
仮登録完了後、登録メールアドレスに
本登録に必要なメールが届きます。

※メールアドレスは
加盟店様のものを
ご入力ください。

・加盟店メールアドレスは今後au PAYに関する重要なお知らせ、
お支払いに関する通知先となります。

・申請者氏名の姓(カナ)は本登録ログイン時に必要になります。

「代理店様情報入力欄」

必要情報を入力してください。
仮登録完了後、登録メールアドレスに
本登録に必要なメールが届きます。
アドレスに間違いがあった場合、代理店
様による本登録ログインはできません。

※メールアドレスは代理
店様のものをご入力くだ
さい。
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※最重要※
（詳細は次ページ）

下記の入力漏れがあった時点で、
代理店様の獲得案件とさせていただくこ
とができなくなります。

受付コード：10FLVL2000
実績コード：6518
部門名：MC●●●●●

担当者コード：M●●●●●●
*半角大文字

*半角大文字

*半角数字

*半角大文字

入力内容確認の上、ボタンを押下



【仮申込み】各種WEB申込コード確認方法

お申込みコードの入力漏れ、入力ミスがあると、
ご獲得手数料をお支払いできない場合がございます。

お間違えの無いよう、お願い申し上げます。
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①

②

③

④

① … 全代理店様「 10FLVL2000 」となっております。

② … 全代理店様「 6518 」となっております。

③ ④ … 代理店様ごとに異なります。確認方法は上記をご覧ください。

■仮申込情報登録画面■

■kintone確認方法 kintoneURL: https://mediacreate-c50.cybozu.com

【担当者コード押下】

【コード確認】

押下

※お間違いないようご入力ください！

③ ④

■kintoneTOP画面アプリ内
担当者コードをクリック！

※傘下代理店様に通知の際はこちらで
Excelに書き出すことも可能です。
よろしければご利用くださいませ。

■【部門名】【担当者コード】
ご確認下さい。

■上記画面で確認のコードを、
お申込の際にご入力ください。

※重要※
①②③④必ず

ご入力ください！
（必須となりました！）

https://mediacreate-c50.cybozu.com/


仮申込み完了メールの確認

「仮申込み受付完了画面」

本登録に必要なパスワードを記載した
メールが即時に届きます。
URLの期限は受信から30日です。

【au PAY 代理店向け】加盟店お申込み手続きのご案内

・加盟店様のログイン用パスワードと
営業ご担当者様用(代理店用)のログインパスワードは異なります。

・営業担当者様は必ず
「【au PAY 代理店向け】加盟店お申込み手続きのご案内」
のメールに記載されたPWでログインしてください。

⇒代理入力専用画面にログインします。

本申込み画面へ
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「本申込み画面へ」

メールに記載されたパスワード・仮申込で入力した
「加盟店の申請者名」の姓全角カナ2文字を
入力して本登録に進んでください。
※姓が1文字の場合は1文字のみ入力してください。

例：加盟店申請者が田中様なら「タナ」と入力

yamadatarou@kddi.me.jp 様



本登録（代理入力）前の確認事項

＜注意事項＞
□ 代理店様は必ず代理店向けに届く、【au PAY 代理店向け】加盟店

お申込み手続きのご案内メールより本登録ページへログインしてください。

□各フォームで登録を確定せず60分経過すると、自動的にログアウト
され、入力内容は保存されません。登録を再開する場合は、
「申込手続き誤案内メール」記載のURLへアクセスし、パスワード
入力画面からお進みください。
※途中で入力を終了する場合は、お送りしたメールに記載のURLへアクセスし、

パスワード入力画面からお進みください。
各フォームで登録を確定しない場合は入力内容は保存されないため、
各フォームで登録確定することを推奨いたします。

□ ブラウザの「戻るボタン」は使用しないでください。

□ 同じ加盟店様メールアドレスでの新規申込みは、本登録の完了後に
再度仮登録から始めてください。

□ ３０日以内に本登録が完了しない場合、メールに記載のURLは無効
となります。 仮登録から再度お申込みください。

・代理入力では、振込口座番号の設定はできません。

・各項目については省略可能です。

・口座番号および省略した項目は、加盟店様による
最終確認の際に、加盟店様ご自身で入力いただきます。

※本人確認書類のアップロード、店舗写真のアップロード等含む

本登録前にもう一度ご確認ください
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【本登録】はじめに

ここから、「本登録」の各画面の入力についてご案内いたします。
必要なものをお手元にご用意の上、お進みください。

各フォームの入力確定後も、本申込み確定前であれば修正が可能となっております。
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必ず加盟店様に、「【au PAY】加盟店お申込み手続きのご案内」の
メールが届いていることをご確認ください。
代理店が本登録へログイン後、加盟店様にメールが届いていないことが
分かった場合、本登録ログイン後のメインメニューより申し込みを削除し、
仮登録からやり直して下さい。

各フォームで登録を確定せず60分経過すると、自動的にログアウトされ、入力内容は保存されません。
登録を再開する場合は、 「申込手続きご案内メール」記載のURLへアクセスし、パスワード 入力画面からお進みください。
※途中で入力を終了する場合は、お送りしたメールに記載のURLへ アクセスし、パスワード入力画面からお進みください。
各フォームで登録を確定しない場合は入力内容は保存されないため、各フォームで登録確定することを推奨いたします。

「はじめに」または
「STEP5 入力内容確認画面」内の
キャンセルボタンをクリック

OKをクリックすると
申込が削除されます



【本登録】法人/個人事業主の情報

「法人・個人」区分で「個人事業主」を選択した場合は
本人確認書類の添付が必要です。
（この画面でファイル添付いただきます）

※「個人事業主」選択時の本人確認書類として、
健康保険被保険者証 または 国民健康保険被保険者証を
提出される際は、ファイルを選択ボタンの上部に表示される
「健康保険証の撮影についてはこちら」をご一読いただき、
ご対応をお願いいたします。

au PAYからの重要なお知らせや、
お支払いに関する通知をお送りする先となります。

仮登録にてご登録のメールアドレスが、
デフォルトで反映されています。
変更ご希望の場合は、ご利用開始後に加盟店様専用の
管理画面(Cinnamon)にてご変更ください。

ここでは「企業情報」「メイン担当者情報」「精算情報」を入力します。
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「事業主情報」を入力

「メイン担当者」を入力

入力完了後に「次へ」をクリックします。
最終チェックしたら入力を確定してください。

※入力確定後も、本申込み確定前であれば
修正が可能です。



【本登録】口座情報の入力

「口座情報」を入力

ここでは「口座情報」を入力します。
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＜代理入力の場合＞

「口座番号」以外の情報を正しく入力してください。
※金融機関コード、金融機関名、口座名義など
口座番号は代理入力いただいてもリセットされます。
加盟店様による本登録の際に、
加盟店様自身で口座番号を入力いただく必要があります。
代理店様にて口座番号はご入力いただかないよう、お願い申し上げます。
必ず加盟店様の本登録にて正しい番号をご入力ください。
※口座番号以外の情報（銀行名や支店名など）は保持されます。

口座名義(カナ)は個人事業主様と企業で入力形式が異なります。
※詳細は「口座情報の入力についてはこちら」をご欄下さい。

※入力注意※
入力間違い多発しております！

精算情報は正確に
入力してください！

設定金額、1万円、3万円から選択可能です。
(売上が設定金額を超えると振り込まれます)

早期振込をご希望の場合、加盟店様にて本登録時に
早期振込サービスのご利用にあたって(注意事項)と
au PAY加盟店早期振込サービスに関する特約
をお読みいただき、規約同意にチェックを
いれていただくようご案内ください。
代理店では、規約同意にチェックは入れられません。
※代理入力の場合、チェックが無くても次に進めます。

「精算サイクル」で早期振込みをご希望の場合

入力完了後に「次へ」をクリックします。
最終チェックしたら入力を確定してください。

※入力確定後も、本申込み確定前であれば
修正が可能です。



【本登録】サービス情報の入力①
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「加盟店情報」
を入力
業種（ジャンル）は右
記から選択できます。

入力完了後に「入力内容
を確認する」をクリックしま
す。
最終チェックしたら入力を
確定してください。入力確定後も、本申

込み確定前であれば
修正が可能です。

au PAYで販売する商
材
取り扱い商材の記載欄
(フリーワード)
がございます。
主に販売する商材を具
体的にご記入ください。
※月謝等の継続的に行う
取引には
ご利用いただけません。
※実店舗、対面決済のみ
受付可能です。

ここでは「業種情報」
を入力します。

ここでは「業種情報」を入力します。

「業種情報」を入力

下記の中から
加盟店のジャンルを選択してください。

加盟店ホームページ欄で「ホームページを持っていない」
を選択した場合は「店舗外観写真（1枚）」と
「店舗内覧写真（1枚）」の添付が必須です。
（この画面でファイル添付いただきます）

店舗外観写真
1か月以内に撮影された、店舗名が確認できる店舗外観
写真を1枚ご提出ください。

店舗内観写真
1か月以内に撮影された、取り扱い商品が確認できる
店舗内観写真を1枚ご提出ください。

※「ホームページを持っている」を選択した場合は
上記店舗写真の添付は任意となります。

「ホームページ」の
項目について



【本登録】サービス情報の入力②
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法人の場合 個人の場合

ここでは「サービス導入情報」を入力します。

「サービス導入情報」を入力

「店舗が提示したコードをお客様が読み込む決済」
を選択した場合、
QRコードシールを導入ツールと同梱で送付いたします。
（申込状況により送付に時間がかかる場合がございます）

「お客様のコードを読み込む決済」を選択した場合、
au PAY専用アプリの導入が必要となります。
アプリ利用には、審査完了後にラカラより通知する
アプリID/PWが必要です。

入力完了後に「次へ」をクリックします。
最終チェックしたら入力を確定してください。

※入力確定後も、本申込み確定前であれば
修正が可能です。

「WeChat pay」「Alipay」を申込む場合
必要書類の添付が必要です。

（この画面でファイル添付いただきます）
WeChat pay、Alipayの申し込み内容の確認や
審査完了連絡については、ラカラよりご連絡致します。



【本登録】店舗情報の入力

「店舗情報」を入力

こちらで入力した店舗名は、au PAYのユーザ向け
サイトの「au PAY使えるお店」に表示されます。
掲載については以下のいずれからお選びいただけます。

・掲載を希望する
・掲載を希望しない
・掲載を希望するが、店舗の電話番号を表示しない
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ここでは「店舗情報」を入力します。

実際の利用開始日は、
ご希望に沿えない場合がございます。
QR提供方式別の利用開始日は以下の通りです。

・「店舗が提示したコードをお客様が読み込む決済」
の場合、au PAY審査完了通知がメールで届きます。
QRコードシール・ツール発送は審査完了後に順次の発送
となりますので、時間を要す場合があります。

・「お客様のコードを読み込む決済」の場合、
本ページにてご入力いただいた「ご利用開始日」かつ
「導入準備完了後」にご利用可能となります。
決済を利用するには専用アプリをダウンロードし、
アプリID・PWでログインいただくことで決済可能になります。

各決済の詳しい操作方法については、
au PAY導入ツールに同梱の
かんたんスタートガイドをご確認ください

「ご利用開始日」について

P.14の「QR提供方式の選択」で
「店舗が提示したコードをお客様が読み込む決済」のみ
をご選択の場合、ご利用開始日は記入不要です。
（画面上表示されません）
「お客様のコードを読み込む決済」をご選択の場合、
ご利用希望開始日を入力してください。
お申込み日の10日後以降の日付を選択可能です。

入力完了後に「次へ」をクリックします。
最終チェックしたら入力を確定してください。

※入力確定後も、本申込み確定前であれば
修正が可能です。



【本登録】入力内容確認

以上で代理店様による「代理入力」は完了です。
ログアウトをして、次ページ以降のステップで、
加盟店様ご自身で、本登録を完了いただきます。

重要
代理店様による代理入力では、
「規約同意」および「入力内容の確認」
のチェックはできません！

代理店様の入力を終了し、
一度ログアウトした後、
次ページ以降の操作を、
必ず加盟店様へご案内ください
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2店舗目以降のお申込みをご希望されている場合は、1店舗目の本登録完了後、
kintone ⇒ 系列店申請にて申請をお願い致します。

各項目をクリックすると、
入力内容をご確認頂けます。
編集を行う場合は
ページ下部の編集ボタンをクリックすると
編集が可能です。



【本登録】加盟店様による本申込みの確定

すべての情報入力が終わったら、以下のステップで
速やかに加盟店様にご連絡し、本登録完了の手続きを
依頼してください。

＜STEP1＞
仮登録完了と同時に加盟店様に届いているメールを確認いただく。
このメールに記載の「本登録ページURL」サイトにアクセスいただく。
メールに記載されているパスワードと申請者の姓先頭2文字（全角カナ）でログインいただく。
→例）田中様の場合は、『タナ』

＜STEP2＞
代理店様が入力した内容について、最終確認いただく。
修正が必要な個所があれば、加盟店様にて画面上で修正いただく。

法人/個人事業主の情報の画面で、
加盟店様ご自身で「精算情報」を入力いただきます。
※ここでは代理店様が入力した情報から「口座番号」だけが

リセットされて表示されています。
・海外口座のご指定はできません。
・口座名義は個人事業主と法人で振り込み先にできる口座名義の条件が
異なります。
個人事業主情報の場合、「代表者」様と同一名義口座を用意し、入力

してください。
法人の場合、「企業名」と同一名義の口座をご用意いただき、入力してくだ
さい。
・振込口座を分けたい場合は、事前にご相談ください。
・早期振込をご希望の場合は、「早期振込サービスのご利用にあたって」と
「au PAY加盟店早期振込サービスに関する特約」をお読みいただき、同意
をチェックしてください。
代理店様による代理入力時に省略した項目について、
加盟店様ご自身で入力いただけます。
・本人確認書類のアップロード、店舗写真のアップロード等
※店舗写真は 店舗名が分かる外観写真と、

取扱商品が分かる店舗内覧写真をご用意ください。
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【本登録】加盟店様による本申込みの確定

□精算情報に誤りがないかご確認ください。
精算情報に誤りがある場合、
お支払いできない可能性がございます。

□添付書類の不足がないかご確認ください。
不足の場合、本登録が完了しません。
「この内容で申し込む」クリック後に出る
エラーメッセージに従い、
必要書類をアップロードしてください。

＜エラーメッセージ例＞

＜STEP3＞
加盟店様による最終確認が完了したら、加盟店規約をご一読いただき、
「入力内容の確認」「加盟店規約に同意する」にチェックを入れていただきます。

「この内容で申し込む」をクリックして、本登録は完了です。
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入力内容の確認および
auPAY加盟店規約をご一読のうえ、
「入力内容の確認」「加盟店規約に同意する」
にチェックを入れて
「この内容で申し込む」を 押下してください。

各項目をクリックすると、
入力内容をご確認頂けます。
編集を行う場合は各ページ下部の
編集ボタンをクリックすると編集 が可能です。

本登録前にもう一度ご確認下さい



【本登録】お申込み完了
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参考【本登録】審査完了メール

審査完了メール（例）

審査完了時、加盟店様に下記のようなメールが送信されます。
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