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加盟店開拓業務を始めるにあたって

業務マニュアル

～ 審査完了後の流れ ～

パートナー様限定資料

※複製転送転用公開一切禁止※
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こちらの日程表
を目安として

ツールが届いて
いるのかを

加盟店様に確認
してみましょう。

基本情報
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初回決済が可能になるまでの日程表 （ 営業日＝土日祝除く）

お申し込み 審査通過 ツール到着
初回決済

可能

約2営業日後 約5営業日後 約2営業日後

初回決済が可能になるのは、審査通過日から約7営業日後

※上記の日程はお申し込み状況、地域によって前後する可能性がございます。あくまでも目安としてお考え下さい。

初回決済とは、店舗様に導入された au PAY が初めてご利用されることを指します。

こちらは当業務の報酬地点となっておりますので、加盟店様の au PAY がしっかりと
動作するのかを確認するという意味も込めて必ず完了致しましょう。

・初回決済とは

初回決済の期限は審査通過日の翌月末までとなっております。
それを超過してしまった場合は、初回決済の報酬対象外となりますので予めご了承ください。
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基本情報

■ 初回決済の期限は審査通過日の翌月末となっております。
(期限を超過しますと、初回決済の報酬をお支払いすることができません。)

■ 初回決済をされる際には加盟店様に届いている「かんたんスタートガイド」
を加盟店様にご一読いただき、決済から返金までの流れをご理解くださるよう
ご案内をお願い致します。

■ 代理店様にて試験的な決済をされる場合は必ず返金措置をお願い致します。
(返金措置をされた際にも、初回決済は完了したこととなりますのでご安心ください。)

■ また、上記の場合は200円未満で決済の実行をお願いします。

・初回決済に関する注意点

以下、初回決済の注意点になります。
必ずご一読をお願い致します。



◆アクセプタンスツール◆
発送状況の確認方法

※QRコードやステッカーなどの発送状況の確認方法をご案内いたします※

アクセプタンスツール 発送状況の確認方法

②

①

③

①kintone上の
WEB申込案件進捗確認用アプリを
開く
https://mediacreate-
c50.cybozu.com/k/190/

②対象案件のレコードを開く

③アクセプタンスツール発送状況を
確認

送り状番号の有効期間は発送日から3カ月以内
となります。
3カ月以降は別の配送に割り当てられるため使
用できません。

配送状況の検索は下記URLからできます。
http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-
bin/tneko
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https://mediacreate-c50.cybozu.com/k/190/
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●使用・設置イメージをご確認の上、各ツールを店舗に必ず設置してください。

※店舗ごとに送付内容が異なる場合があります。
※デザインは変更になる場合があります。
※不足・紛失時はCinnamonからアクセプタンスツールの追加申請をしてください。

基本情報

・ツールの送付内容
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代理店様側の準備

・代理店様側の準備

１. au PAY アプリのダウンロード

app Store Google Play

iPhoneを
ご利用の場合

Androidを
ご利用の場合

初回決済の前に、代理店様のスマートフォンへ
「au PAY」を導入しておきましょう。

アプリはapp Storeもしくは
Google Playからダウンロード可能となっております。

各サイトへは、右図のQRコードからアクセスいただけます。

2. au PAY アプリの設定

「au PAY」のダウンロードが完了したら、代理店様のスマートフォンにて
au PAYをご利用可能にするため、初期設定をしましょう。

下記から「au PAYの利用開始手順」へアクセスして手順をご確認ください。

https://wallet.auone.jp/contents/lp/guide/otherstart.html

←どちらからでも「au PAYの利用開始手順」へアクセスいただけます。

↓

https://wallet.auone.jp/contents/lp/guide/otherstart.html


初回決済の手順
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加盟店様側の準備

・au PAY for BIZへのログイン

企業担当者向け
メールアドレス

ID/パスワード登録

ID/PW登録完了

IDがわからない方はこちら
パスワードがわからい方はこちら

ログイン 認証コード入力

初回

ID/PW登録 ID/PW確認

タイトル 【重要】au PAY利用開始の
ための設定のご依頼
＝＝本文＝＝

%cp_name%
%company_charge_name%
様

この度は、au PAYにお申し込みいた
だき、誠にありがとうございます。

au PAY加盟店審査が完了しました
ので、管理サイトのログインアカウント
新規登録をお願いいたします。

◆新規登録方法
下記URLよりID/パスワードを設定し
てください。
URL×××××××

※パスワード設定URLの有効期限は
30日（今回のメールの送信日を含
む）です。お早目に設定ください。

審査完了メール

審
査
完
了
メ
ー
ル

加盟店

メール記載URLへ
アクセス

IDとパスワード
を設定

「確認する」を
押下

設定したID/PW
を確認し「登録
する」を押下。

IDはメールなどで配信
されません。

忘れないよう控えをお
取りください。

ID/PWの設定
完了

設定したID/PW
でログイン

登録メールアド
レスへ送付され
た認証コードを
入力しログイン



加盟店様側の準備

以前までは「専用アプリ」でお申し込みいただいた加盟店様のみ、ダウンロード必須でしたが
現在では「置きQR」でお申し込みいただいた場合もアプリで売り上げの確認や返金処理が可能
となっております。

「専用アプリ」「置きQR」どちらで
お申込をされた場合でもダウンロード
していただきましょう。

「au PAY for BIZ」は「app Store」や
「Google Play」からダウンロードが可能
となっています。

【ログイン】
前ページで設定したID/ PWでログインし
てください。

au PAY for BIZ 🔎検索
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・au PAY for BIZ アプリ のダウンロード・ログイン
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初回決済の手順 ～置きQRでお申し込みの場合～

ご用意いただくもの

au PAY の導入されている
代理店様のスマートフォン

加盟店様に届く
au PAY のQRコード

決済手順
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au PAY の導入されている
代理店様のスマートフォン

au PAY for BIZ の導入されている
加盟店様のスマートフォン

決済手順（au PAY側の支払い手順）

店舗様側の操作

ご用意いただくもの

初回決済の手順 ～専用アプリでお申し込みの場合～
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初回決済の手順 ～専用アプリでお申し込みの場合～

決済手順（au PAY for BIZ 側の支払い手順）

加盟店様側の操作

「決済」をタップ
商品の料金を入力後
｢コード読取｣をタップ

コード読取画面を表示
お客様のQRコードを
読み取って決済完了



返金の手順 ～置きQRでお申し込みの場合～
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←検索条件の絞り込みが可能です

代理店様による試験的な決済（商品の購入等を伴わない決済）
を行った際には返金措置が必須となります。※1

※1 に際して返金措置を行っていただけない場合には、事務手数料として500円を
報酬から差し引かせていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。
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返金の手順 ～専用アプリでお申し込みの場合～

ホーム画面から

コード読取

確定する

返金処理に必要な伝票番号や返金用QRは、
お客様側のau PAYアプリの決済履歴から
表示が可能となっております。

※1 に際して返金措置を行っていただけない場合には、事務手数料として500円を
報酬から差し引かせていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。

代理店様による試験的な決済（商品の購入等を伴わない決済）
を行った際には返金措置が必須となります。※1



【auPAY】アクセプタンスツール写真の提出方法
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【android端末の場合】
※ご使用端末により画面遷移が異なる場合がございます。

位置情報の設定方法
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位置情報の設定方法
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【 apple製品（iOS）の場合】



※期限は初回決済期間 最終月末日の５営業日前まで

写真アップロード方法
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①kintone上の
WEB申込案件進捗確認用アプリを
開く
https://mediacreate-
c50.cybozu.com/k/190/

②対象案件のレコードを開く

③ツール設置状況に3枚の
写真をアップロード
（遠景、近景、QRスタンド設置）

④保存をクリック

※スマホアプリのkintoneよりアップロード
する場合は「縮小なし」をご選択ください。

※HEIC形式のお写真だと確認できない場合が
ございますのでJPEG形式に変更してから
ご提出くださいませ。

①

③

②

④

https://mediacreate-c50.cybozu.com/k/190/


店舗外観
【遠景写真】

店舗外観
【近景写真】

店舗内観
【レジ周辺等】

提出写真のイメージ（例）
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※加盟店様によるブランドイメージ担保のため、外観にアクセプタンスツール訴求が不可の場合は
必ず【備考】欄にその旨の記載をお願いします。
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車両ごとにシール・ステッカーを設置し、以下3点の写真を掲出願います。

①車両外観

【遠景写真】

②車両外観
【近景写真】

③車両内観
【運転席周辺等】

※車両外観【遠景写真】はアクセプタンス掲示がわかるもの且つ車両ナンバーが確認できる写真であること
※画像はイメージです。
※同一車両と判断できかねる場合（画像の使いまわし）などが発覚した場合、不備・差戻しとなり得ることご理解願います

提出写真のイメージ（例：タクシー）



【禁止事項】

◆他店舗の写真を使いまわす

◆該当店舗以外での写真撮影

◆登録完了前にサンプルのステッカーを貼付け写真撮影する

◆インターネット上で取得した画像に、ステッカー等の画像を合成する

※アクセプタンス証跡提出に関し、不正が発覚した場合、業務委託費の
返戻を求める可能性があります。

【不正防止策】

◆QRコードを読み取り → 該当店舗と一致しているか加盟店IDにて

突合

◆撮影日時データの抽出 → 登録日前のデータであった場合はNG

◆位置情報の抽出 → 該当店舗の誤差100ｍ以内を可とする

◆写真合成有無の確認 → 写真加工の確認

禁止事項・不正防止策
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【例外措置】

◆店舗外観(近景)と、店舗内観(レジ周辺)の訴求が

重複する場合当該写真は同一写真を許容する。

◆加盟店様によるブランドイメージ担保のため、

アクセプタンスツール訴求が不可の場合

他QR決済の訴求写真が無いことが確認できる写真を

提出すること。

また「auPAY使えるお店」への掲載を必須とする。

例外措置
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アクセプタンスツール掲示に関しての注意事項
【NGとなるアクセプタンスツール写真の例をまとめております】

※上記NG例はあくまで一例のためその他ケースにおいても必要な情報が写真より確認できない場合はNGとなります。
※写真は複数枚添付可能です。1枚でツール掲示の実態が確認できない場合は、複数枚添付するようお願いします。

第三者が写真を確認したときに申込された店舗と写真の店舗が一致していること、所定のツールが掲出されていること、
一時的ではなく継続してツールを掲出していただけることが確認できない場合、NGとなります。

NG例 NG理由 解決方法

遠景写真

店舗名が確認できないもの 店舗名がわかるよう撮影お願いします。

店舗名を名刺やホワイトボードなどにて表しているもの
店舗の営業実態が確認できないため基本NGとなります。
写真の店舗と同じ場所で実際に営業している実態が確認できる
エビデンスがあれば個別対応にて承認される可能性もございます。

写真撮影後、明らかにツールをはがすように見受けられるもの

継続的な利用をお願いしております。
撮影後も継続的に利用していただくことが基本です。
加盟店様によるブランドイメージ担保のため、
アクセプタンスツール訴求が不可の場合は、
他QR決済の訴求写真が無いことが確認できる写真を
提出いただき備考欄にその旨記載をお願いします。

近景写真 ステッカーのみの写真
ステッカーのみの写真ではなく、
店舗に掲示していることが分かる写真の添付をお願いします。

QRコード写真

他店舗のQRコードの写真 該当店舗のQRコードの写真アップをお願いします。

QRコードスタンドのみの写真
QRコードスタンドのみの撮影ではなく、
店舗に設置しているのことがわかる写真の添付をお願いします。

その他 画像加工
ステッカーの貼られていない写真に加工をするのはNGです。
ちゃんと掲示されている写真の提出をお願いします。


