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Softbank/LINE

連合

ユーザー：ID数1億人超/

加盟店：100万店舗規模(quickpay除く、店舗数で推計 )

データ：Yahoo!/Softbank系サービス、
LINE系サービス

ユーザー：ID数7,400万人

d払いアプリMAU300万規模
加盟店：

データ：

30万店舗

dpc会員/d系サービス

戦略的アライアンス

ユーザー：楽天ID1億人/
ペイ400万規模

加盟店： 不明

データ： 楽天経済圏

ユーザー： ID8,900万人

ユーザー：リクルートID数6,000万人

加盟店：メディア掲載20万店

データ：属性/メディア利用情報

ユーザー：キャリアUU3,600万人

加盟店：不明

データ：属性/サービス利用情報

1月31日発表

加盟店網
相互利用

ユーザー：メルカリID数1,650万人
メルペイMAU400万規模

加盟店：約30万店舗

データ：メルカリ購買データ

2月4日発表

競合他社は戦略的提携（Yahoo!×LINE／au×LM×ローソンなど）を通じ、会員ならびに加盟店基盤を
急速に拡大中。ドコモは、戦略アライアンスを通じて、会員基盤拡大、加盟店拡大をともに実現する。

①取り組み背景
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②ｄ払い・メルペイとの共同プロダクト概要
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■ メルペイが発行した静的MPMをｄ払いアプリでスキャンすると、ｄ払い決済ができるようになります。

（1つのＱＲでｄ払い・メルペイ両方利用いただくことが可能）

■ メルペイがｄ払いの包括加盟店となります。
（メルペイが加盟店と契約を締結します。）

■ この商材をメルペイ・ドコモ双方で加盟店開拓を実施いたします。

■ ｄ払い・メルペイ両方を加盟店様に営業（ユーザーに決済させる）していただくことになります。

■ 既にd払い・メルペイのどちらかが導入済の加盟店は開拓禁止。※1

※イメージですのでデザインは検討中です

6複製転送転用公開一切禁止

実施概要

※1メルペイ導入済の加盟店は自動的に随時d払いが使えるようになっていきます。
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■ 2019年2月開始した決済サービスです。

■ メルカリアプリからそのまま利用でき、メルカリで使わなくなったものを売って得た売上金を、そのまま
街中のお店で利用できることが特徴です。
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メルペイとは？
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▪約1,650万MAU、約5,000億円流通額のあるメルカリユーザーの取り込み

▪審査・開通期間の短縮により、決済を導入したいときに、すぐ導入可能

▪メルペイとの加盟店様向け共同キャンペーンの実施、加盟店手数料低減
による開拓ハードルの低減
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営業社様・加盟店様のメリット

本取り組みによるメリット
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■ 申し込みは7月8日からWeb受付開始、d払いの加盟店利用開始は9月初旬を予定しております。

（メルペイは7月以降審査後にメルペイ単独キット送付＆利用可能。 d払いは 9月以降d払いキット発送＆利用可能）

■ 静的MPMの営業は、7月より完全にクラウドペイからメルペイ共同プロダクトヘ移行していただく予定です。

※クラウドペイサービス自体は継続され、既存加盟店様のフォロー・アクティブ化は継続いたします。

静的
MPM

d払い
メルペイ

クラウド
ペイ

7月 ８月

Web申し込み設置
（審査完了後はメルペイのみ利用可能）

９月 10月以降

ｄ払い利用可能

営業活動

事前勧奨等

リリース発信

d払い取り扱い商材

6月以前

7/8予定

切り替え

7月8日以降申込分とし

てドコモが認識した分は精算対象外

9

スケジュール
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今回の取り組みでは、「審査の集約」「情報伝達の簡略化」「店舗情報登録の自動化」を実施することにより、
申し込み期間からツール発送までの期間短縮を実施します。

加盟店様のアクティブ化向上、初回決済までの期間短縮が見込めます。

※メルペイ様とドコモとの協業案件にのみ認められているスキームのため、他の包括加盟店で実施できる内容ではありません。

※中大手加盟店は対象外です。

申し込
み

DG社受
付

VT社連
携

ドコモ連
携

クレカ会社
審査 店舗情

報登録

VT社審
査回答
戻し

DG社審
査回答
戻し

発送処
理

発送

申し込
み

メルペ メルペ 店舗情 発送処
イ受付 イ審査 報登録 理

発送

d払い審査

メリット
ｄ払い審査、クレカ会社の審査を、メルペイ
に委託することで審査フローを簡略化

クラウドペイ

ｄ払い・メルペイ

標準 ２１営業日

８営業日（予定）
※不備なし前提

さらなる短縮も検討中
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ツール発送までの期間短縮について
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d払い、メルペイ クラウドペイ

提供開始 申し込み ：2020/7/8予定
加盟店利用開始：2020/9 初旬予定 ※1

提供中

加盟店契約
（包括加盟店）

メルペイ ベリトランス

申し込みから発送の期間 1st店舗：8営業日程

（現時点予定且つ不備がない場合 ※）
店舗追加：追加申込後3-4営業日（想定）

21営業日程

支払サイクル 後述 月2回
15日〆→月末払い/月末〆→15日払

利用可能ペイメント ｄ払い、メルペイ ｄ 払 い 、 AliPAY  auPAY，
LINEPay，WechatPay  を対応
予定
メルペイ：秋以降に対応予定

手数料（税別） 2.60%（消費税別） 9月まで：2.95%（消費税別）
10月以降：検討中

キャンペーン 2021/3/31まで
手数料分キャッシュバック

2020/9/30まで
3.24%キャッシュバック

ユーザー側アプリフロー クラウドペイ時と変更なし
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※1 7-8月はメルペイのみ決済可能
※2 不備が2か月解消できない場合、強制自動キャンセルとなります

サービス仕様案（クラウドペイとの比較）
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サービス運用案（クラウドペイとの比較）
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d払い、メルペイ クラウドペイ

申し込み方法 Web Web

代理店識別 招待コードの毎に発行されるURL 同一URLから招待コード入力

ｄ払い単独提案 不可（ｄ払いとメルペイはセット提案）
※既加盟店への勧奨禁止

可

店舗追加 申し込み時は1店舗登録
2店舗目以降は管理画面から加盟店が
追加する

基本は1店舗のみ
5店舗以上の加盟店は申し込み時に
サポートデスクにてエクセルで受付

10店舗以上の加盟店は1店舗審査通過
後、専用のエクセル提出をサポートデ

スクに申請することにより登録するフ
ローを建てつける（最終調整中）
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決済手数料 2.6%(消費税別）

キャンペーン期間

キャンペーン内容

ｄ払い ：～2021年3月31日
メルペイ：～2021年6月30日

本サービスの加盟店様を対象に、決済手数料を全額キャッシュバック

キャッシュバック方法 振込時に手数料を差し引きせず入金する。（上限金額なし）

※決済ごとに手数料率を乗じ、繰上りになります。
（〆日までの合計金額に手数料を乗じる形式ではありません）

推進力向上のため、実質無料のキャンペーンを実施！
キャンペーンについて
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決済手数料および加盟店様向けキャンペーンについて
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当月 翌月

15日締めの25日払い

月末締めの翌月10日払い

15日
（締め日）

25日
（振込日）

月末
（締め日）

10日
（振込日）

月末締めの翌月10日払い

月末
（締め日）

10日
（振込日）

初期
月1回

オプション
月2回

※入金先がゆうちょ銀行の場合＋2営業日必要

※いずれも入金日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日のご入金

入金手数料

〆日までの売上金額合計が 1万円未満の場合は、入金が次の振込日まで繰り越しになります。
ただし、入金制限を加盟店管理画面で「オフ」にすれば、 下記条件で毎回振込を実施いたしま
す。 1万円未満：200円（税込） ※必ずご説明をお願いいたします。
1万円以上：無料

初期設定は月1回になります。加盟店管理画面から月2回の設定に変更することも可能です。

入金サイクル
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支払サイクル・手数料について


