
誰でも使える！話題の“スマホ決済”を始めませんか？

初期費用✓
決済手数料✓

✓ 入金手数料

都市銀行や地方銀行、ネット銀行など、どの銀行をお使いでもOK！

※決済手数料 0円 ( 0％ )は2021年7月31日までです。2021年8月以降は有料化する場合があります。
※決済手数料は、通常3.25％です。
※早期振込サービスをお申込みの場合、入金毎に事務手数料がかかります。2021年7月31日までは無料です。

すべて0円
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□□エリア×au PAY
○万円分還元
キャンペーン

■ 費用はすべて0円！どの銀行をお使いでも入金手数料0円！

入金サイクル費　用

早期振込サービスをご利用いただくことで、
最短２営業日後の入金も可能です。

都市銀行も地方銀行も
ネット銀行もご利用可能！

※2回連続での繰り越しは行いません。

月1回
入金

月2回
入金選択可能

■月1回（末日締め⇒翌月末日払い）または月2回（15日
締め／翌月15日払い、末日締め／翌月末日払い）のい
ずれかをお選びいただけます。尚、振込手数料は
KDDIが負担させていただきます。
■ 1回の振込額が 1万円に満たない場合、次回入金分に
繰り越しさせていただきますのであらかじめご了承く
ださい。

＊1：2020年5月時点　＊2：生体認証、2段階認証を採用

手間いらず
支払い時に現金のやり取りが
ないため、つり銭の用意やつ
り銭の間違いがなくスムーズ
にお会計が可能。

豊富なキャンペーン
集客を目的とした様々なキャン
ペーンを実施予定。もちろん原
資はau PAYが負担します。

使えるお店を探す ●●●●●●
●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

●●●●●●
●●●●●●

初期費用 0円

決済手数料 0円

入金手数料 0円

店舗さまの集客・単価アップに貢献！
それが“au PAY”です。

集客を促進
au PAYアプリにあなたのお店
を掲載。

2300万超＊1のau PAY会員に
知らせることができます。

※決済手数料 0円 ( 0％ )は2021年7月31日までです。2021年8月以降は有料化する場合があります。
※決済手数料は、通常3.25％です。
※早期振込サービスをお申込みの場合、入金毎に事務手数料がかかります。2021年7月31日までは無料です。

お客さまも楽 ・々安心
スマホだけで決済できるので利用
者急増。通信会社ならではの万全
のセキュリティ＊2で安心してご
利用いただけます！
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Point

氏名●●
 ●●

●●年●
●月●●

日生　●
●●●年

●●月●
●日ま

で有効 

住所●
●●●●

●●●●
●●●●

●●●●

●●市長

性別  ●個人番号
カード

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●●
●●●

●

●●●
●●●

●●●
●●●

●●

年　　月
　　日

電子証
明書

の有効
期限

Point

Point

©Ponta

■ 「au PAYをはじめて良かった」という
     喜びの声が届いています。

『和酒 とり笑』オーナー　金丸さま

『鳥ダイニング 大木家』オーナー　大木さま

au PAYの導入は非常に簡単でした。常連のお客さまからも好評ですし、キャンペーンをきっかけに
新規のお客さまも、来店されています。アプリにお店が表示されるのも良いですね。

～ 導入されたお店はこんなお店 ～

甲府の中心に新しくオープンしたオシャレ焼鳥屋さん。川俣シャモや甲州地鶏の他、こだわり食材
を取り揃えておられます。

au PAYは費用もかからずに、3ステップで導入できてとても簡単でした。お店側で何もしなくて
も、キャンペーンなどの恩恵を受けられるのは嬉しいですね。

～ 導入されたお店はこんなお店 ～

こだわりの土佐備長炭で焼き上げた厳選鳥をいただくことができます。アットホームな雰囲気も
とても魅力的です。

■ Pontaと提携。
　 au PAYでお買い物するたびにPontaポイントがたまります！
2020年5月から、会員数1億超・提携店舗数122万店超のPontaとの提携
を開始しました。
au PAYとPontaポイントの組み合わせで、au PAYのご利用でPontaポイント
がたまるほか、たまったPontaポイントをau PAYでのお買い物につかえるよ
うになりました。

■ キャッシュレス決済の普及をアシストする
　 マイナポイントがいよいよスタート。
マイナンバーカードとキャッシュレス決済の普及を促進するための総務省
の政策、マイナポイントが2020年9月より開始されます（2020年7月より
利用申込開始）。お一人さまあたり上限5,000円相当がもらえるため、この
政策によってさらなる集客が期待できます。
au PAYなら、さらにキャンペーンで上限1,000円相当がもらえます！
詳細は、WEBページ＊をご確認ください。
＊https://wallet.auone.jp/contents/lp/mynapoint/mynumber_point.html
※マイナポイントの対象店舗になるにはキャッシュレス決済対応が必要となります。

ご利用には対象期間があります。
［利用期間］2020年9月～2021年3月末（予定）
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お申込み

■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■ 導入ツールが届いたら、すぐに始められます。

■ 決済方法は2種類。お好みにあわせてお選びください。

かんたんスタートガイドをはじめ、ステッカーなど店頭で必要なものがすべて「au PAY導入ツール」として
送られてくるので、店舗さまではそれを組み立てるだけで準備完了です。

「店舗さまが掲示したコードをお客さまが読み込む決済」もしくは
「お客さまのコードを読み込む決済」からお選びいただけます。

　　　

導入ツール同梱内容

◎かんたん
　スタートガイド

店舗さまが掲示したコードをお客さまが読み込む決済 お客さまのコードを読み込む決済

「QRコード」を
店頭に置くだけ。

◎マルチステッカー

120×120mm×2
70×70mm×4
35×35mm×3 ◎自立式スタンド

◎QRコード ◎QRコード台紙ステッカー ◎QRコードスタンド

■ はじめるまで、たったの3ステップでOK！

au PAY加盟店規約に同意いただき、
お申込みフォームに必要事項を
ご記入ください。

お申込みから最短 2営業日後に
メールが届きます。

1STEP 2STEP 3STEP
Webフォームからお申込み 審査結果メールを確認 届いた導入ツールでご利用開始

au PAY導入ツールをお送りします。
店頭にステッカーなどを貼ったら、
すぐに決済を開始できます。

137×90mm×1
107×70mm×1
90×137mm×1
70×107mm×1

W70×H107mm×1

W257×H100mm×1

※2020年7月時点のイメージです。予告なく変更となる可能性がございます。
※店舗さまがお選びになるQR提供方式によりキットの中身が異なります。

お客さまのスマホ画面の
「QRコード」を
読み取るだけ。

※「【お店用】au PAY for BIZアプリ」の起動が必要です。
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氏名 ● ● 　 ● ● ●●●●年●●月●●日生

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●年●●月●●日　00000交付

運
転
免
許
証

●●●
公安委員会

免許の
条件等

番号

他
二・小・原

二種

第　　000000000000　　号
●●●●年●●月●●日
●●●●年●●月●●日
●●●●年●●月●●日

種
類

健康保険
被保険者証 記号 0000　番号 0000

●●●●年●●月●●日 交付

氏名　●●●●
生　年　月　日　●●●●年●●月●●日
資格取得年月日　●●●●年●●月●●日

保険者所在地　　　●●●●●●●●●●●●●●●●
保険者番号・名称　●●●●●●●●●●●●●●●●

本人（被保険者証）

性別　●

日本国政府 在留カード 番号　●●●●●●●●●●

氏名　●●●●●●●●●●●
生年月日　●●●●年●●月●●日 性別●●  国籍・●● ●●

住居地　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

このカードは●●●●年●●月●●日まで有効です

●●●　●●●●

法務大臣

日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行
させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、
関係の諸官に要請する。

000000000

日本国外務大臣
000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000
　000000000000000000000000000000000000000000000
　　00000000000000000000000000000000000

日本国 JAPAN

姓／Surname

●●●●●●
名／Given name

●●●●●●
国籍／Nationalitu

●●●●●●
性別／Sex

●
本籍／Registered●●●●●

●●●●●●●

旅券番号／Passport No.

●●●●●●●

生年月日／Date of birth

●●  ●●  ●●●●

所持人自署／Signature of ●●●●

●●  ●●
発行年月日／Date of issue

●● ●●● ●●●●
有効期間満了日／Date of ●●●●●

●● ●●● ●●●●
発行官庁／Authority

●● ●●● ●●●●

●＜●●●●●●●●＜＜●●●●●＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜

●●●●●＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜

■ お申込み時にご用意いただく書類

■ au PAY加盟店サポート 0120-977-352
■ au PAYホームページ https://biz.aupay.wallet.auone.jp/

受付時間：全日／10：00～18：00 
※12月29日～ 1月3日を除く　

以下の書類が必要ですので、お申込み時にご準備いただきますようお願いいたします。

お申込みいただく法人さま、個人事業主さまのホームページがない場合、
店舗外観／店舗内観の写真を各 1枚（店舗名、取扱い商品がわかるもの）

次のいずれかの書類

法人番号（法人マイナンバー）

法人／個人事業主
共通

法人

個人事業主

※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などにご氏名・ご住所などの記載がある場合は、そちら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、申込フォームの「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。

※その他au PAY以外の決済手段を同時申込したい場合の必要書類については、au PAYホームページをご覧いただくかau PAY加盟店サ
ポートよりお問合せください。

◎パスポート（顔写真があるページ）

◎運転免許証
（国際免許証は除きます。
　記載内容に変更がある場合は、裏面も必要です。）

◎運転経歴証明書（顔写真があるもの）

◎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）

au PAYに関するお問い合わせ先

※本資料に掲載の内容は2020年7月1日時点の情報です。
※掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。
※掲載している画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※「QRコード®」は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
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