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d払い×メルペイセールスポイント

ｄ払い・メルペイとは、d 払いとメルペイが一緒に使えるスマホ決済サービスです。

導入はQRコードを置くだけ！
来店したお客様自身がQRコードを読み込みお支払い→お客様のスマホがあれば簡単・スムーズに会計が完了。

メルカリの売上金という臨時収入、ドコモでたまったdポイントをお買い物に使うことができます。
メルペイ・d払いを導入することで顧客単価アップが期待できます。

2,999万人

287万ヵ所

1,755万人

6,259億円

約4,500万人

約8,000億円
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セールスポイント 決済手数料

第２弾 決済手数料無料キャンペーン

実施期間：2021年4月1日(木)~9月30日(木)
内容：期間中にｄ払いメルペイ新規申込の加盟店の

d払い決済手数料(2.6%)実質無料
適用条件：メルペイ社が提供する「お客様読み取り式」での

「d払い(コード決済)」での取引

＊2021年3月31日(水)までの申込分は2021年4月1日(木)以降、
決済手数料(2.6%)が発生いたします。

＊メルペイは2021年6月末まで決済手数料(2.6%)実質無料
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入金サイクル

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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対象

1.優先開拓業種
• 日常利用が期待できる

2.開拓対象業種
• 利用が期待できる

分類

■「メルペイ」「d払い」のどちらかが導入済の加盟店は開拓（報酬）対象外

ご留意事項：本資料は何らかの保証をお約束するものではございません。

ターゲティング：報酬対象業種

報酬
対象
業種

■飲食
（飲食店、喫茶店、ラーメン、レストラン、居酒屋、バー、デリバリー店）

■ショッピング
（スーパー、ドラッグストア、百貨店・デパート、SC、ホームセンター、ディスカウントショップ、
レコードショップ、本屋、衣料品店、酒屋、家電、眼鏡、化粧品、自転車、玩具、子供服、文房具、
家具、生活雑貨・食器・インテリア、花屋、靴・鞄、アクセサリー・ジュエリー、スポーツ用品、リ
サイクルショップ）

■美容・サロン
（理容店・美容店、ネイル・まつエク）

■生活関連サービス
（クリーニング、レンタルビデオ、写真館、レンタルサービス、レンタルスペース）

■ペット
（動物病院、ペットショップ、ペット用品店、ペットサロン）

■医療
（総合病院、診療所、歯科、あんま・針灸・整体）

■宿泊・旅行・エンタメ
（ホテル・旅館・ペンション、ライブハウス・ディスコ・ダンスホール、カラオケ、囲碁・将棋所、
インターネットカフェ、映画館・劇場、銭湯・公衆浴場・温泉浴場、ゲームセンター、ビリヤード、
遊園地、プラネタリウム、動物館、観光施設、博物館・美術館、スポーツ施設）

■交通
（自動車整備、レンタカー、駐車場、自動車・バイク販売、中古車・中古バイク販売、カー用品店、
自動車＆バイクの整備・車検・修理、ガソリンスタンド）

こちらに記載ない業種は報酬対象外となります。登録なきようにご注意願います。

■店舗単位が開拓対象
人単位、レジ単位、テーブル単位、無人機、催事、運送業など台数単位となるもの（タクシー・運転代行含む）や、
その他代理店が何らかの方法を用いて指定したものについては推進及びインセンティブ対象外。
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MPM：お客様がQRコードを読み取る
CPM：お客様にQRコードを提示していただき読取る

基本的にd払いorメルペイ導入済みの店舗は報酬対象外となります

ターゲティング：重複確認
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品質条件

禁止行為、申込後の不良品質をドコモ社・メルペイ社が認めた場合
に、行為の差止・是正・報酬の全額返金または契約解除に加えて
対応にかかった費用等含め損害賠償を求める場合がある。

・メールアドレスの作成禁止
※特に「捨てアド」はドコモ社・メルペイ社にて検知実施

・申込における虚偽・架空申告及び申込(店舗実態のない申込)、
水増し申込(テーブルや部屋ごとなど店舗でない申込)、
代理入力やアクセプタンス掲示における虚偽報告禁止

・プロダクト問わず既存加盟店に対し勧奨を行い、
解約及び再申込をさせた場合、
支払い対象外及び返還要求項となる。
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営業利用禁止

申込の流れ
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営業利用禁止お申し込みの流れ

STEP1
仮登録

申込フォームで必要事
項 を入力

STEP2-①
本申し込み①

（業種・書類登録）

STEP4
審査

STEP5
複数店舗の登録

スターターキットの
送付 ｄ払い・メルペイ

ご利用可

• WEB申込画面 ＊＊事前に連携したURL＊＊ へアクセス いただき、

必要事項をご入力（仮申込み）ください。
• 認証用パスワードがメールにて届きますので、認証画面に入力してください
※認証用パスワードの有効時間は24時間になります。

・事前に必要書類（本人確認書類・業種毎の許可証）をご用意ください。
・法令遵守事項などをチェックし、本人確認書類のアップロード、
業種毎の許可証の番号の入力をお願いいたします。

・お申込み内容とご提出書類をもとに審査を行います。

• 審査完了後、ご登録メールアドレスに審査完了のメールが送付されます。
ログインID（登録されたメールアドレス）パスワード（お申し込み時に記入され
たもの）

• 加盟店管理画面より2店舗目以上の登録をお願いいたします。
• 店舗様のご住所にスターターキット（設置QR、マニュアル等）を送付いたしま
すので、お受け取り後、店頭への設置・初回決済をお願いいたします。

お申込内容は約10～15分程度で完了する内容になっております。

（不備の解消） ①加盟店様不備通知メール返信対応 ②代理店様「代理不備解消フォーム」対応

・必要情報（企業情報・代表店舗情報・代表者情報など）を入力し申し込みが完了すると、
登録いただいたアドレスにお申込み完了のメールが届きます。

STEP2-②
本申し込み①

（業種・書類登録）

11

（代理入力禁止）
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営業利用禁止

WEB申込方法
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営業利用禁止申し込み推奨環境

13

対応OS

▼Desktop
Chrome newest stable  

Firefox newest stable  

Internet Explorer 11

最低限表示できる状態にするが、可能な限りChrome の導入を促す
Safari 11.1~ (macOS 10.11 El Capitan~)

Yosemite以前は2017年7月以来アップデートがなく、サポートすることにセキュリティ面でリスクが伴う
El Capitan~にするとmacOS ユーザーの約 80% を、Yosemite であれば約 90% をカバーできるが、
macOS のユーザーがPCユーザー全体の約10%で、差分は 1%程度となるので、影響度としては小さいも
のと捉える

Microsoft Edge newest stable

▼Mobile/Tablet  

Chrome newest stable

Safari iOS 10.3~ (旧バージョンアップの場合はアップデートを促す)

iOS 9.3.5は 2016年8月25日以来アップデートがなく、サポートすることにセキュリティ面でリスクが伴う
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＜注意点＞

• 弊社より周知している代理店専用URLから必ずWEB申込を実施してください。

• URL招待コード入力欄は無く、申し込みが行われたURLで招待コードを判別します。

※URLの誤用による実績誤計上及び精算が発生した場合の特別対応は一切行いません。

14

< WEB申込URL 確認方法>
kintone内アプリのパートナ管理にて
「【d払いメルペイ共同プロダクト】WEB申込URL 】」に記載のあるURLをご使用ください。

クリック 此方に記載のあるURL

代理店専用URL①

URL例： https://merpay.info/●●●●●●●

招待コード：20から始まる6桁の数字
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代理店専用URL②

こちらの帯がないWEBサイトの申込は
報酬対象外となります。
ご留意願います。
※申込サイトには常にこの表示あり。
全ページにこの表示があることを確認し
申込を完了頂きますようお願い致します

MDM：0_head-office_third-corporate-sales

SRC：指定招待コード
(20から始まる6桁の数字)

＊パートナー管理に記載
REF：docomo

上記が画面上に表示されているか
ご確認いただき【申込完了】としてください。
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営業利用禁止
Web申込み手順① 専用URLから申し込む（仮申込み）

前ページで確認したURLにアクセス

加盟店様の担当者名、電話番号、
メールアドレス等を登録

画面遷移

【重要】

16

※原則お申し込みの単位は、1事業者(法人/個人)1アカウント

の単位です。

※系列店のご登録は加盟店様の管理画面からのご登録になります。

※加盟店の系列店舗の登録方法(９店舗以内)

申込月の翌月末までに加盟店の管理画面からの追加が
必要です。期間を過ぎてしまうと報酬の対象外となります。

【重要】

ここでご登録頂く メール
アドレスが、 最終的に
加盟店管理画面への
ログイ ンIDとなります
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営業利用禁止

17

Web申込み手順② 入力したメールアドレスに届いた認証キーを入力

①入力したメールアドレス宛に認証キーが届く ②メールで届いた認証キーを入力

【重要】右記のメールアドレスから届きます noreply-merpay-partner@mercari.jp

メールアドレスの指定は特にありません。
受信制限等をしている場合は届かないため、加盟店自身のメール設定を確認ください。

mailto:noreply-merpay-partner@mercari.jp
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営業利用禁止
Web申込み手順③ 申込開始

18
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営業利用禁止

事業種別：「法人」「個人」の選択誤りに注意。選択を誤ると解約の上、新規申込が必要になります。
「法人」 or「個人」の選択で次の画面が異なります。

解約/キャンセルはメルペイ加盟店サポートで受け付けます。
連絡先は認証キーを受け取ったメールにも記載されています。

メルペイ加盟店サポート

電話お問い合わせ：03-6804-6177
【受付時間】平日 10:00 - 18:00 (年末年始除く)

WEBお問い合わせ
https://partner-support.merpay.com/hc/ja/requests/new/
【受付時間】24時間 / 365日

19

Web申込み手順④ 事業種別、業種、カテゴリーを選択

報酬対象業種については、
kintoneアプリ「営業ツール(マニュアル)」
→レコード番号66番
【d払いメルペイ共同プロダクト】業種選択項目一覧をご確認

ください。

https://partner-support.merpay.com/hc/ja/requests/new/
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営業利用禁止

前ページで入力した業種・カテゴリに応じてリクエストされる許可証番号を入力します

20

営業許可証

許 可 番 号 文字第○○○○号

氏 名 株式会社●●

営業所所在地 ○○県△△区××

営業所の名称 ○○

印

※文字も含めた許可番号記載

Web申込み手順⑤ 営業許可証の番号を入力

1. 許可書が必要な業種を選択した場合、許認可番号を入力する画面へ移行します。
2.それぞれの業種に必要な番号（届出や免許番号など）を入力
【許認可番号が必要な業種一覧】https://apply.merpay.com/business-license/needed-list

【重要】
※許認可番号が間違っていても次ページへ移行します。入力ミスに注意お願いします。
※営業許可証に「12衣保第3-456号」とある場合は同様に「12衣保第3-456号」と記入。
※許可証に「許可証番号」が記載されていない場合。メルペイ申込フォーム「許可証番号」記入欄に

【番号なしの許可証あり】と必ず記載してください

https://apply.merpay.com/business-license/needed-list
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営業利用禁止
参考）営業許可証の番号を入力（許可証と業種の対応表）

21

＊個人事業主のネイルサロンにおいて「美容所届出書」申請義務がないため、お持ちでない方もおりますこと
ご留意ください。
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営業利用禁止

※後ほど、本人確認書類の画像をアップロード頂くため、ご準備をお願いします。
※23ページで、事業主種別「個人」を選択した場合のみ表示されます

【重要】本人確認書類について

22

Web申込み手順⑥ 本人確認書類
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営業利用禁止

23

【重要】必ず加盟店様のご確認とご同意を得てください

Web申込み手順⑦ 規約などの確認
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営業利用禁止

24

参考）「特商法」「前払い取引」とは(詳細)

【訪問販売】
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。
キャッチセールス、アポイントメ ントセールスを含みます。

【特定継続的役務提供】
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
現在、エステティックサロン、語学教室など７つの役務が対象とされています。

【電話勧誘販売】
業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

【連鎖販売取引】
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。

【業務提供誘引販売取引】
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

【訪問購入】
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

【通信販売】
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当

購入者等に対する商品の引渡しの前に、購入者等から商品代金等を２ヶ月以上の期間にわたり、かつ３回以上に分割して受
け取る取引のことです。

例えば、「友の会」や「冠婚葬祭互助会」と呼ばれているものがこの取引方法に該当します。

■「前払い取引とは」詳細

■「特商法とは」詳細
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営業利用禁止
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Web申込み手順⑧ 特商法措置の該当有無の確認
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営業利用禁止

法人

26

Web申込み手順⑨ 事業所情報を入力
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営業利用禁止

法人

27

事業者名、事業者住所は登記の「商号」「本店住所と番地まで」完全一致 する必要があります。
国税庁HPでも確認できるので、法人番号、事業者名、住所が一致しているか確認をお願いします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

Web申込み手順⑩ 事業所情報を入力２

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

個人

28

Web申込み手順⑪ 事業所情報を入力



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止
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【補足】メルペイd払い重複チェック

法人

【法人】過去申込みデータとの法人番号重複チェック（NG／OK）

OK（重複なし）
※代表店舗情報の入力に進む

NG（重複あり）



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止
参考）事業者名に使える文字(法務省HP抜粋)

法務HP：http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

30

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
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営業利用禁止

※複数店舗をお持ちの加盟店様は、審査通過後、加盟店様の管理サイトから店舗追加を実施
していただきます。

※申込時に登録できる店舗が1店舗のみのため、「代表店舗」という名称 です。

※登録後代表か2店舗名以降かで判別されることはありません。
※事業者情報に入れた情報が反映されています。
※店舗の情報が異なる場合に別名を登録してください。

31

Web申込み手順⑫ 代表店舗情報を入力



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

32

※事業者情報に入れた情報が反映されています。
※店舗の情報が異なる場合に別名を登録してください。
※お店紹介で公開されることがあります。

Web申込み手順⑬ 代表店舗情報を入力
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営業利用禁止

ホームページのURLを入力する場合 店舗の画像を添付する場合

【重要】店舗実在、取り扱い商材を確認する目的で取得する情報です。
必ずそれらがわかるもホームページや写真等の画像を登録してください。

32

※食べログ、SNS（Facebook、Instagram等）OK
実在が確認できるもの

Web申込み手順⑭ 代表店舗のホームページのURLを入力or店舗の画像を添付

✓

✓



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

「お店情報の紹介へ同意する」を選択すると
ユーザーのメルカリアプリ内の
メルペイに表示されている「使えるお店」の
地図上に店舗名、現在地からの距離などが
掲載されます。

34

店舗の営業曜日と営業時間を入力してください ※任意項目です

Web申込み手順⑮ お店情報の紹介への同意可否を選択



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

法人の場合

個人の場合
次ページへ

35

Web申込み手順⑯ 代表者情報の入力
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営業利用禁止

個人

【重要】本画面で入力する代表者個人の住所と本人確認書類の住所が完全に一致した情報をご利用ください。
店舗の住所などが誤って入力されるなどの不備が多く発生しております。

36

【重要】本人確認書類について

Web申込み手順⑰ 代表者情報の入力

✓

✓

✓



複製転送転用公開一切禁止複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

法人代表者の住所を入力してください。
個人の場合と異なり、本人確認書類のご提出は不要です 法人

37

Web申込み手順⑱ 代表者情報の入力



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

【重要】
法人：事業者名の法人名があること
個人：代表者氏名があること

38

表記は以下のルールで吸収していますが、
金融機関登録通りに誤りなくご入力ください。

※「カ）」や「カブシキガイシャ」などいずれも入力可能ですが
金融機関への登録通りにご入力ください。
登録はできても実際の入金に影響を与える可能性があります。

※審査時の表記ゆれ吸収範囲

■法人の場合
→法人格なし、省略表記OK
→法人名+代表者名はOK

例）事業者名：株式会社NTTドコモ
○株式会社NTTドコモ
○NTTドコモ
○株式会社NTTドコモ 代表取締役 どこもたろう
○NTTドコモ どこもたろう

■個人の場合
代表者名フルネームが必要です。
ただし、事業者名と代表店舗名が一致 している場合は、屋号のみでOK

例）事業者名：ドコモショップA
代表店舗名：ドコモショップA 代
表者名：どこもたろう

○どこもたろう
○ドコモショップA どこもたろう
○ドコモショップA

Web申込み手順⑲ 口座情報を入力（※不備が多い項目です）
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営業利用禁止

・
・
・
・
・

加盟店管理画面へ
ログインするパス
ワー ドです。

※ログインIDは、
仮 申込み時にご登
録頂 いたメールア
ドレスで す

39

Web申込み手順⑳ 入力内容の確認とログイン設定（管理用パスワードの設定）

××××××

××××××

チェックボックスに✔を入れ
てください。
メルペイ・d払いのキャン
ペーンなどオトクな情報を
受け取ることが可能となり
ます。



複製転送転用公開一切禁止

Web申込み手順㉑ d払い×メルペイ共同プロダクト 招待コード記入欄追加について

申込画面
上部記載内容で
判別可能

事前に配布されている
URLをインターネットブラウザで入力
(https://apply.merpay.com/xxxxxxxxx（店舗によって変わる）)

「専用URLから申込開始」かつ「正確な招待
コード入力」がされるように

申し込み時のフォローをお願いします。

「招待コード」のないお申し込みの場合は専用URL
を基にインセンティブのお支払いをいたします。

「誤ったURLからの申込」かつ「招待コード未記入」の

申し込みにはインセンティブのお支払いができません。

誤投入の場合の補正はできません。

「プロモーションコード」欄に
招待コードを記入ください。

申し込み最終頁

NEW

40

２００●●●

https://apply.merpay.com/xxxxxxxxx
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営業利用禁止

仕様上、CPM（店舗による
QR読み込み方式）アプリの
ダウンロードメッセージが表
示されますが、無視してくださ
い

「お申込みが完了しました」
というメッセージと、
お申込み番号が表示されます

41

Web申込み手順㉒ 申込み完了画面・申込み番号の確認

WEB申込が完了しましたら最後のページに申込が完了しましたというメッセージとともに8桁の申込番号が表示。
申込完了後はこちらの番号をもとに案件の管理を行うため申込番号は必ず控えていただくよう、お願いいたします。
万が一忘れた場合は、加盟店様のアドレスへ申込番号が配信されているためそちらからご確認願います。



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

お申込み完了メールをご確認ください
というメッセージが表示されます

お申込み完了メールイメージ
(申込み完了画面には表示されません)

お申込み番号や、お
問い合わせ先の記
載があります

お申込み後のキャン
セルはこちらにご連
絡ください

42

Web申込み手順㉓ 申込み番号の確認
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営業利用禁止

不備内容 回避方法

個人申込みで屋号のみの(代表者名含まれない)

口座
口座名義に代表者名が含まれている必要があります。個人事業主は屋号の後ろに代表者名が付
いた口座名義がほとんどですので、代表者名まで入力お願いします。

口座_法人申込みで個人口座申告 法人申込みは事業者名と一致する口座名義で登録いただく必要があります。法人申込みで個人名
義の口座は不可です。

事業者住所_番地漏れ

事業者住所_登記と別住所
事業者住所は登記の本店住所と番地まで一致する必要があります。国税庁の法人番号検索で、
本店住所を確認することができます。

事業者名相違 事業者名は登記の「商号」と完全一致する必要があります。国税庁の法人番号検索で、商号を確
認することができます。

実店舗確認不可(事業実態はある)
申告のURLやWeb検索で「実店舗」の確認ができない場合、不備となります。店舗の実在がわかる
写真などの添付をお願いします。

商材確認不可
申告のURLやWeb検索で取扱い商材の確認ができない場合、不備となります。取扱い商材(特にメ
イン商材)がわかる写真などの添付をお願いします。

代表者住所_事業者/店舗住所を申告

代表者住所_番地漏れ/部屋番号漏れ

代表者住所_本人確認書類と別住所

代表者住所は提出いただいた本人確認書類の住所と完全一致する必要があります。申込みフォー
ムのデフォルトが「店舗住所」になっているので、留意して入力をお願いします。

店舗住所_番地漏れ 店舗住所宛にアクセプタンスマークを送付するので、番地漏れだと届きません。必ず番地まで入力
をお願いします。

代表者名_本人確認書類と別人

代表者名_表記(漢字)相違
代表者名は提出いただいた本人確認書類の住所と完全一致する必要があります。

担当者名異常値（ひらがな・漢字相違） 審査終了後の自動送信メールが「事業者名＋担当者名」宛に送信されます。担当者名に齟齬があ
る場合、不備となりますのでメール認証前に担当者名を入力する際、確認いただけると助かります。

本人確認書類_不鮮明等 本人確認書類と代表者情報を照合するため、画像から文字が読み取れない場合不備となります。
なるべく大きく、鮮明に映っているかご確認の上アップロードいただけると助かります。

本人確認書類_有効な書類未提出

本人確認書類_裏不足
マイナンバーカードは本人確認書類として受付できません。申込みフォームに記載のある書類の中
から提出をお願いします。また、裏表必須ですので、両面の画像をアップロードお願いします。

43

◆◇◆不備回避方法◆◇◆ ※審査不備滞留2か月で申込みが取下げとなります。

申し込みに関する留意点



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

44

項目 不備内容例 チェックポイント

代表者情報 住所・生年月日・氏名不一致等
● 本人確認書類と住所は一致しているか？
● 氏名は正しく入力されているか？（旧字体等）
● 生年月日は正しく入力されているか？

事業者情報 事業者住所不一致等
● 登記簿情報と一致しているか？
● 番地、建物名に誤りはないか？
● 店舗住所が入力されていないか？

店舗確認資料 取扱商材不明、実体確認ができない等
● HP、ブログ、SNS等のURLが正しいか？
● 取り扱う商材やサービスがURL、画像から判別できるか？
● 店舗が実在するかどうかがURL、画像から判別できるか？

口座情報 口座名義が代表者名、事業者名と不一致
● 個人：本人確認書類上の代表者名と一致しているか？
● 法人：登記簿上の事業者名と一致しているか？

特に以下の不備が多くなっております。ご確認願います。

申し込みに関する留意点



複製転送転用公開一切禁止
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WEB申込後 解約/キャンセル依頼

解約/キャンセルは下記メルペイ加盟店サポートで受け付けます。

【メルペイ加盟店サポート】
電話お問い合わせ：03-6804-6177
【受付時間】平日10:00 -18:00 (年末年始除く)

WEBお問い合わせ：https://partner-support.merpay.com/hc/ja/requests/new/

※個人事業主の方で代表者情報を変更する場合は本人確認書類の提出も必要となります。
※加盟店様からのみ解約/キャンセルは受領されます。
※ツールの再発送はメルペイ加盟店サポートから依頼可能です。

メルペイ加盟店サポートへのご連絡は原則、店舗様よりお問合せください。
また、電話問合せがつながりにくい場合がございますことご理解、ご了承ください。

https://partner-support.merpay.com/hc/ja/requests/new/
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・２～１０店舗の登録方法は管理画面から加盟店様に登録していただき
代理店様でKintoneに2店舗目以降の情報を登録する。
※WEB登録は代表店舗の1店舗のみ登録。

・１１店舗以上は専用のエクセルフォーマットを使用し申請。
WEB申込は代表店舗のみでOKです。残り2店舗目以降をエクセルフォーマットに記入お願いします。

※１１店舗以上の場合でも1店舗毎の登録は可能。
業務効率化のため、エクセルフォーマットでの登録のご協力をお願いしております。

【重要】
「加盟店様に加盟店管理画面から必ず2店舗目以上の登録」をお願いします。
併せて、「Kintoneの店舗登録」もお忘れのないようお願いします。
※追加いただけないと手数料対象外となります。
※２店舗目以降の申込番号はWEB申込した１店舗目(主店舗)と同じになります。

複数店舗 申込方法



複製転送転用公開一切禁止複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

審査結果



複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止
審査結果メールイメージ

48

アプリはユーザー提示型の対応です。
d払いは対応しておりませんので、

ご注意くだ さい。

店舗様管理画面は
こちらのURLよりログイン
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不備について

審査不備解消のプロセスについて
加盟店さま 代理店さま

Webフォームより
お申し込み

審査開始

不備発生不備連携不備解消

約1週間前後

メルペイ

審査完了完了連携完了連携

再審査

約1週間前後

不備解消は加盟店様に配信される不備連絡メールより加盟店様から
不備連絡メールに返信する形で不備解消頂きますようお願いいたします。
※メルペイ様より加盟店様に不備通知メール送付
・申込時に登録いただいたメールアドレスに送付 ・解消されるまで7日おき計3回自動配信

※メール返信後、再審査。審査完了次第、加盟店様にメルペイ様より「審査完了メール」送付。
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WEB申込後 申込内容不備解消

■申込内容不備解消は下記【店舗様対応】または【代理店様対応】
いずれかの方法にて対応ください。

【店舗様対応】メルペイサポートより店舗様に届く「不備通知メール」に
正しい情報記載し返信する

【代理店様対応】代理不備解消フォームより修正を申請する

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecHjspdPsZv1eUeCVzRF
YuPjD6YD8exJ5dLrsMHZ_DfZKzuQ/viewform

■加盟店不備代理解消フォーム

■加盟店不備代理解消フォームマニュアル
https://mediacreate-
cashless.cybozu.com/k/10/show#record=79&l.view=5789289&l.q=f5
519954%2520in%2520%28%25225519953%2522%29&l.sort_0=f551
9944&l.order_0=DESC&l.next=78&l.prev=81

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecHjspdPsZv1eUeCVzRFYuPjD6YD8exJ5dLrsMHZ_DfZKzuQ/viewform
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審査不備内容①
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審査不備内容②
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審査不備内容③
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営業利用禁止

アクセプタンスツール掲示
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アクセプタンスツール掲示①

①店頭掲示例（遠景） ③QRスタンド設置

■ステッカー・ポスター・スイングポップ

■QRスタンド

②店頭提示例（近景）

スタートキットが店舗に到着後、ステッカー(ポスター・スイングポップ対応可)・QRスタンドを下記画像を参考に掲示願います。

ステッカーを店頭の見えやすいところに掲示！
お客様に見えやすい位置 (例：入口のドア、入り口横のガラス等)

QRスタンドはお客様にご利用頂きやすいように、
レジ周りに設置しましょう。(例③)
※レジがない場合、電卓やトレーが置かれている場所をレジ周りといたします。

POINT
1

POINT
2

代理店様は上記3枚の写真を撮影しKintoneにて連携願います。
対応期限：審査通過・完了月翌々月末までにKintoneに画像アップ

※月末日を除く5営業日前までにKintoneに画像アップされている案件が当月精算対象、以降は翌月精算対象

店舗名
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アクセプタンスツールの再発送依頼

【アクセプタンスツール発送日の確認】
Kintone_【d払い複合商材プラン】メルペイ新規加盟店情報入力フォーム
アクセプタンスツール【スターターキット発送日】に記載
https://mediacreate-cashless.cybozu.com/k/149/
・店舗様到着は2～3日後（地域によって異なります）
・時期を見て着荷有無を加盟店様にご確認をお願いいたします。

【再発送の依頼】
①加盟店管理画面より加盟店住所に相違がないか確認
②加盟店様よりメルペイサポートに再発送依頼

【加盟店住所相違の場合】
①加盟店管理画面より住所変更

https://partner-support.merpay.com/hc/ja/articles/360025134571-
%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B
%B4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%A8%E5
%A4%89%E6%9B%B4%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%
E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-

https://partner-support.merpay.com/hc/ja/articles/360025134571-%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%A8%E5%A4%89%E6%9B%B4%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-


複製転送転用公開一切禁止複製転送転用公開一切禁止

営業利用禁止

初回決済
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■初回決済においてテスト決済でも報酬対象
※テスト決済の場合は返金作業の実施必須
※返金は「加盟店管理画面」から可能

■対応期限：審査通過・完了月の翌々月末まで

初回決済における「テスト決済」の許容

■d払いまたはメルペイの初回決済をお願いいたします。

返金額の指定可能。
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質問 回答

仮申し込み時の認証用パスワードは何分有
効ですか？

24時間有効になります。

認証用パスワードの有効期限が切れました。 再度最初からお申込みをお願いいたします。

申し込み時に以前に申し込みしたメールアド
レスは利用できますか？

申し込みが完了したメールアドレスは再度利用できません。別のメールアドレスをご利用ください。

申込み情報の変更をしたいのですが 申込み情報の変更は、メルペイ加盟店サポートにご連絡ください。
なお、個人事業主の方で代表者情報を変更する場合は、以下のいずれかの本人確認書類の
画像も添付ください。

業種毎の必要書類は 個人事業主の場合
代表者様の以下のいずれかの本人確認書類の画像をお申込み時に添付く
ださい。 有効期限のあるものについては有効期限内のものに限ります。
運転免許証（表裏面の両方）

パスポート（日本国発行のみ、顔写真付きのページとご住所が記載されている
ページ） 住民基本台帳（マイナンバーカードは不可）
健康保険証（表裏面の両方）
住民票（発行日から半
年以内） 在留カード
外国人登録証明書
特別永住
証明書 特
別永住者
証明書

法人の場合
事業者情報の登録事項は、登記簿謄本に記載の情報が必
要です。 登記簿謄本の提出は不要です。
業種毎の必要書類
別添の必要書類の情報が必要です。（番号の登録のみ）
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質問 回答

審査結果が届かないのですが 審査結果が届かない場合は以下をご確認ください。

1.審査が完了していない
審査は最短で2営業日で完了後、メールにて審査結果をお送りしています。
申込み状況や申込み内容に不備がある場合等には、さらにお時間をいただく場合がございます。
2.メールアドレスの設定により、当社からのメールが迷惑メールとして扱われている場合

ご利用のプロバイダやフリーメールサービスの設定により、当社からのメールが迷惑メールのフォルダ
へ自動的に移動されることがあります。設定のご確認をお願いします。
3.メールアドレスを誤って入力されていた場合
審査結果は、申込み時にご入力いただいた担当者さまのメールアドレス宛にお送りしています。登録
内 容に誤りがありましたら、メルペイ加盟店サポートまでご連絡ください。
4. 上記のいずれにも該当しない場合
上記のいずれにも該当しない場合はメルペイ加盟店サポートまでお問い合わせください。

申込内容について問い合わせをした
い場合

メルペイ加盟店サポート
お問合わせフォーム
https://partner-support.merpay.com/hc/ja/requests/new/
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挨拶状 ポスター（A3・A4)

スタートガイ ド 店頭ガイド（裏表1枚）
アクセプタンス シール

決済用QRコード 台紙シー ル

台紙スタンド
スイングポッ プ

ヤマト運輸にて発送となります。


