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売上明細書の発行とお支払方法

ユーザーが、加盟店様のサイトからクレジットカード決済システムを利用することで、加盟店様の売上が
上がります。ユーザーからの売上は、発生した利用料を差し引いて弊社から加盟店様にお支払致します。

売上は弊社データベース（DB）に保存され、管理画面から確認することが出来ます。

その売上を毎月末日に締切り、翌月の10日前後に明細書をアップ致します（次ページサンプル参照）。

明細書には、毎月の売上を集計した売上合計から、その売上によって発生した利用料を差し引いて、加盟
店様に支払う金額を記載致します。

ただし、加盟店様がユーザーから得た売上は、取消をされる可能性があります。取消を受けた場合、対象
となる売上は返還して頂くことになります。その場合、加盟店様の売上から、取消された月に取消分の売
上を差し引いてお支払いさせて頂くこととなります。

■ 売上より発生する加盟店様の利用料■

売上より発生する利用料は、以下のとおりです。

【 Ⅰ 】手数料（含：クレジットカード クレジットカード クレジットカード会社手数料）

クレジットカード決済により取引された売上に対し、契約時に定めた手数料率に応じて、手数料が発
生致します。

【 Ⅱ 】売上処理料

クレジットカード決済により取引が成功した場合、その売上処理件数に応じて、契約時に定められた
処理料金が発生します。

【 Ⅲ 】月次固定費

加盟店様の契約した内容に従い、月次固定費が発生致します。

※利用料の対象月は異なりますので、明細書の対象月をご確認ください。

■ 売上と利用料■

■ 支払方法 ■

【 Ⅰ 】加盟店様の売上について、毎月末日に締め切り、10日前後に管理画面に明細書をアップ致し
ます。

【 Ⅱ 】発行された明細書に記載されている支払金額は、当社との契約で定めた日にお支払致します。

【 Ⅲ 】お支払は、当社から加盟店様の指定する銀行口座に振り込まれます。

加盟店様売上

売上

加盟店様利用料

加盟店様へお支払致します。

手数料、売上処理料、月次固定費
が差し引かれます。
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明細書の確認方法について

明細書アップの通知は毎月メールにて行います。メール確認後、管理画面ログイン後以下を参照ください。

■明細書に以下対象月の記載がございます。

・売上代金対象月

・サービスご利用対象月

・月次対象月

※毎月の対象月をご確認ください。

■振込手数料について

弊社より売上金額をお振込みする際、振込手数料は

加盟店様負担となります。振込手数料は金融機関に
よって異なります。

・りそな銀行虎ノ門支店 ・・・ 無料

・りそな銀行他店・・・ 324円

・他銀行 ・・・ 648円
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■パターンⅠについて

「預金口座振替依頼書」にご記入、ご捺印の上、Cloud Paymentへお送り下さい。

※弊社から金融機関へ登録依頼をかけ、登録完了まで、2ヶ月程度お時間がかかります。

売上から利用料を差し引き、合計金額がマイナスとなりましたら、ご指定口座から引き落とし致します。

引き落とし日は毎月18日となり、18日が休日の場合、翌営業日が引き落とし日となります。

万が一、引き落としが正常に完了しない場合は弊社より別途ご連絡致します。

引落手数料はかかりません。

※口座振替登録完了までは、明細書をご確認の上、お振込のご対応をお願い致します。

口座振替をご希望の場合、以下のURLより依頼書を印刷していただき、弊社宛てにご郵送ください。

【口座振替依頼書】http://support.j-payment.co.jp/document/kouzahurikae/iraisyo.pdf

■口座振替に関しての注意点 http://support.j-payment.co.jp/document/chuui.pdf

■パターンⅡについて

毎月更新されるWeb明細が「明細書 兼 請求書」となります。

売上から利用料を差し引き、合計金額がマイナスとなりましたら、明細書に記載の弊社指定口座へお振

込みのご対応をお願い致します。

※お支払についてのご連絡

毎月20日～25日の間に【サービス利用料お支払期限のご連絡】をメールにてお送り致します。

お振込み処理が月末までに完了するように、加盟店様にご確認をお願いしております。

振込手数料は加盟店様負担となります。

万が一月末までにお振込みが完了していない加盟店様につきましては、

毎月1営業日目に【サービス利用料お支払期限超過のご連絡】をメールにてお送りしております。

ご確認頂き、お振込み処理をお願い致します。

パターン 支払方法 内容

パターンⅠ 口座振替（推奨） 毎月18日（休日の場合翌営業日）に振替となります。

パターンⅡ 請求書 弊社指定の口座へお振込みのご対応をお願い致します。

月次固定費のお支払方法について

月次固定費のお支払方法として以下2パターンご用意しております。

■お支払方法について■

http://support.j-payment.co.jp/document/kouzahurikae/iraisyo.pdf
http://support.j-payment.co.jp/document/chuui.pdf
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会社情報 サイト情報 担当者情報 経理情報 口座情報

必要書類
登記簿謄本又は

住民票、免許書コピー

商品記載
ページ

【※注1】
－

－ －

カード会社
提出有無

有 有
無 無

無

受付期限 随時
随時

【※注2】
随時 随時

当月28日迄
【※注3】

ご契約情報の変更について

ご契約情報を変更される場合、管理画面上設定ページより申請をお願いします。また、管理画面からの申
請と併せ、必要な書類がございますので、下記をご参照の上、ご準備頂けますよう、お願い致します。

【会社情報のその他書類】

※法人、個人との契約により必要書類が異なります。必ず、変更後の住所が記載された書類を提出ください。

法人契約の場合：登記簿謄本のコピー（3ヶ月以内に発行されたもの）

個人契約の場合：住民票、または免許証のコピー

【サイト情報のその他書類】

【※注１】

現在の販売商品と異なる場合は、商品画像、商品金額、商品説明文が記載されている資料をご準備ください。

特定商取引法の表記に関して、サイト情報を変更された際にも必要になりますので、必ずご準備ください。

【サイト情報変更完了予定】

【※注2】

サイト情報の「サイト名」をご変更の場合、請求書に変更後のサイト名が表記されるまで1ヶ月程お時間がかかり
ます。

尚、各カード会社様の処理方法により、時間がかかる場合もございます。

変更完了までお客様の請求書には旧サイト名が記載されますので、あらかじめご了承くださいます様、お願い致
します。

【口座情報変更完了予定】

【※注3】

当月28日迄に書類を受領した場合は当月内に変更が完了致します。

尚、お振込に関しましては、受領月の次月分は変更後の口座宛てにお振込みを致します。

例）3月に変更届諸を弊社にて受領⇒ 4月振込分より変更後の口座へお振込み
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利用内容調査について

カードユーザーがカード会社からの利用明細を見て、請求名に覚えがない、解約、返品済みなのに

請求が上がっている等の理由で、利用カード会社に対して請求内容の確認をする場合がございます。

その場合、Cloud Paymentからサイト運営者様に、対象ユーザーの購入履歴を提出依頼する場合が

ございます。その際は、お手数おかけ致しますが、下記情報を弊社までご連絡してください。

※利用内容調査が10件/月を超過した場合、調査費用として、1件当たり500円をご請求させて

いただくことがございます。

■利用内容調査で多い事例

・請求名称に覚えがない

サイト名が「○○サービス.com」にも関わらず、請求名が「○○株式会社」の場合、

「○○株式会社」の請求に覚えがない、とカード会社に連絡が入るケースがございます。

請求名につきましては、サービス名称等のお客様が認知しやすい名前を記載してください。

・返品、解約したが請求が続いている

返品や退会方法につきましては、加盟店様や弊社宛に、多くの問い合わせが入ります。

返品や退会方法（課金停止日を含む）や連絡先等は、サイト上の分かりやすい箇所に記載してください。

※特定商取引法の表示につきましては、指定項目の表記が義務付けられております。

・2重に課金されている

お客様が誤って2重に購入されてしまうケースがございます。

加盟店様でも、2重課金（注文）等をしたお客様がいないか、日々、売上のチェックをしてください。

カードユーザー

（カード会員）
カード会社 Cloud Payment 購入サイト

請求名など

覚えなし

カード会社から

調査依頼

弊社から

購入情報確認

▼確認項目▼

・購入サイト名 ・購入サイトURL

・購入商品名 ・購入商品内容（詳細）

・購入者氏名 ・購入者の登録住所

・購入者の登録電話番号 ・購入者の登録メールアドレス

・商品配送の有無 ・店舗様お問合せ先（電話番号・メールアドレス）

・営業時間
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不正利用について

利用内容調査の結果、カードユーザーとは全く関係がない住所に送付されていたり、その他店舗でも

不審な売上が上がっている等、カード会社がカード名義人に請求が出来ない「第三者による不正利用」

と判断した場合、当該の売上に対して チャージバック（返金）が行われる場合がございます。

チャージバックの連絡が入った場合、当該の売上を強制的に返金処理とさせていただきます。

非対面取引において、不正利用が発生した場合は、加盟店様負担となります。

インターネットを活用した通信販売を行う全事業者様で、チャージバックのリスクがございます。

特に下記の商品・サービスを販売・提供される事業者様につきましては、不正利用が多い傾向となる為、

対策が必要となります。
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上半期まで

クレジットカード不正利用被害額

番号盗用被害

その他被害

偽造被害

データ出典：日本クレジット協会

半年間で約30億円発生！

番号盗用被害(ネット不正)は

年々、増加しております！

■不正利用被害が多い事例 ※下記以外にも多数ございます

 オンラインゲーム

不正利用が多く、３Dセキュア対応必須となっております。

 高額商品や換金性の高い商品の販売（電化製品、パソコン、ブランド品、家具等）

上記に当てはまる事業者様は、セキュリティコードや3Dセキュア等の導入を強く推奨させていただいて
おります。(カード会社の審査によっては、対応必須となる場合もございます）

 外国人（海外ユーザー）向けに商品・サービス提供をしている場合

外国人（海外ユーザー）向けに、商品・サービスを提供される場合、チャージバックの発生が通常より
も多くなります。セキュリティコードや3Dセキュア等の導入や、商品配送前に電話・身分証等の確認を
行ってから、配送された方がより安全となります。

 少額決済のサービス提供をしている場合（寄付やネットサービス等）

盗用したカード番号が利用可能かを確かめる手口がございます。
(カード会社の審査によっては、セキュリティコードが対応必須となる場合がございます）

※今年より新設
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■不正利用の傾向と対策

 決済単価が高い（突発的に高額な決済が上がった際には注意が必要です）

 商品申込者（注文者）とクレジットカード名義人が異なる場合

 商品申込者（注文者）の氏名・住所・電話番号が不審な場合（存在しない・不自然な場合等）

 配送先住所がウィークリーマンションや私書箱等の場合

上記に当てはまる場合は、商品発送前に商品申込者（注文者）へ本人確認や、インターネットの

地図や情報等から住所確認を行うことを強くお勧め致します。万が一、確認や連絡が取れない・

判断に迷う場合は、Cloud Paymentよりカード会社に属性確認を行うことも可能となります。

不正利用対策サービス①

不正利用の対策としては、主に下記の4つがございます。

各加盟店様に合った対策を講じていただくようお願い申し上げます。

①属性確認・本人利用確認サービス

②セキュリティコード（CVV・CVC）による認証サービス

③3Dセキュア（本人認証サービス）

④海外発行カード検知サービス

※各サービスのご導入につきまして、営業担当までお問い合わせください。（TEL:03-5469-5782）

②セキュリティコード（CVV・CVC）による認証サービス

①属性確認 ・ 本人利用確認サービス

属性確認とは、商品申込者（注文者）の配送情報とカード会員の属性情報（氏名・住所・電話番号）

が同一かを、カード会社様へ確認するサービスとなります。

本人利用確認とは、カード会社様からカード会員様本人へ利用有無を確認するサービスとなります。

どちらも、配送情報をお送りいただけましたら、1～3営業日程でご回答させていただきます。

なお、属性確認は、カード会社様から「一致 or 不一致」のみの回答となり、最終的な判断は加盟店様

にて行っていただきます。※海外発行カード等につきましては、確認できない場合がございます。

お客様のクレジットカード（裏面）に印字されたコード（3ケタか4ケタ）の数字のことです。

インターネットでのクレジットカード決済時に、カード番号とともに入力していただくことで、

第三者によるなりすましを事前に防ぎ、安全性を確保する仕組みとなります。

セキュリティコードは、カードの磁気テープの情報をスキミング（読み取り）をしても入手できない

ため、特に非対面取引（インターネット通販）での偽造・変造カードの利用を抑止しております。
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不正利用対策サービス②

③ 3Dセキュア（本人認証サービス）

④ 海外発行カード検知（BINアラートサービス）

インターネット上でのクレジット決済時に、カード会員様・加盟店様・国際ブランドの三者間で取引

認証を行うことで、番号盗用やなりすまし等の不正利用を防ぎ、安全性を確保する仕組みとなります。

カード会員様にとっても、カードを盗難された場合に不正利用を防ぐことが可能となります。

※3Dセキュアを導入した場合でも、商品・サービス瑕疵等によるチャージバックは、加盟店様負担となります。

カード番号

有効期限

カード番号

有効期限

ID

パスワード

従来

3Dセキュア導入後

海外発行のカード番号（BIN）で決済された場合、Cloud Paymentの決済システムが自動判別し、

加盟店様に通知するサービスです。オプションにて、決済の自動停止を行うことも可能となります。

国内カード, 

60%

海外カード, 

40%

オンライン上で発生しているクレジットカード不正利用

弊社調べ

（2014年1月～10月時点）

加盟店様によっては、海外発行カードの

不正利用が90%を超える場合がございます！

上記サービスにつきましては、弊社営業部までお気軽に

お問い合わせください。TEL:03-5469-5782（直通）


