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1.サービスコンセプト 

加盟店様コンテンツ・サービス 

スマート 
フォン 

PC 

auかんたん決済は、お客様固有のau ID（OpenID）を認証基盤とし、ユーザー様がPCやauの
スマートフォン等のデバイス上で購入したコンテンツや商品の代金を、当社提供の通信サービ
スの通信料金と合算して支払うことができる決済サービスです。また、通信料金合算請求の
利用限度額を超えた場合は、クレジットカード・WebMoneyでのお支払いが可能です。 

他ネットデバイス等 

インターネット 

auかんたん決済とは 
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2.サービスの特徴 

あんしん ２ 

利用契約者の多さ ３ 

債権譲渡型 ４ 

ますます楽しく！ 5 

auかんたん決済の特徴 

au契約者なら簡単な利用設定で利用可能です。代金は当社提供の通信サービスの通信料金と合算
で請求します。上限額超過時でもクレジットカード・WebMoney決済で、お支払いが可能です。 

 

 

ＫＤＤＩが提供する決済サービスだから、安心してご利用いただけます。また、購入時の暗証番号（英数4桁
以上）入力による本人認証で丌正利用を防止します。 

 

約3,500万人のau利用ユーザが簡単な設定で利用可能です。未成年も含めて利用対象です。 

 

債権譲渡型なので、未回収リスクがありません。 

auかんたん決済は、auポイントプログラムの対象サービスです。「ためる」「使う」が可能となり、より便利に、よ
り楽しくご利用いただけるようになりました。 
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ユーザ様 
（au契約者） 

加盟店様 

債権譲渡 

サービス提供 

ご利用代金回収 ※ 

売上代金支払 
（利用翌月末） 

請求書通知 

（加盟店様がユーザ様のご購入日と同月内に売上確定を実施した場合） 

購入 

ご利用代金の回収状況に関わらず、売上確定月の翌月に売上代金（手数料を差引いた金額）をお振込
みいたします。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

クレジット 
カード会社 

WebMoney 

※クレジットカード・WebMoneyは各決済事業会社へのお支払いとなります。 

※ クレジットカード決済の場合は、 
 クレジットカード会社へ債権譲渡 

決済代行 
会社 

サービススキーム 

3.サービススキーム 
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4.auポイントプログラム 

2012年3月1日より、auかんたん決済はauポイントプログラムの対象サービスにな
りました。 
au携帯電話月額利用料やauかんたん決済でためたポイントは、auかんたん決済の
代金のお支払いにご利用いただけます。 
auかんたん決済はますます便利に進化しています！ 
 

auポイントプログラムとは 
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4.auポイントプログラム 

auかんたん決済におけるauポイントプログラム概要 

5 

  ※auポイントの対象外とする場合は、「auかんたん決済申込みガイド」をご参照の上、当社へ申請いただけますようお願いします。 

No 項目 ポイント利用 ポイント付与 

1 対象支払手段 通信料金合算請求のみ 
※クレジットカード・WebMoney決済は、対象外となります。 

2 対象サービス 
 

デジタルコンテンツ・物販・役務 
※一部対象外サービスがございます。対象サービスは当社にて決定します。 

3 対象課金パターン 都度課金 
※月額課金での利用は不可 

都度課金/月額課金 

4 レート 利用レート  1円=1.2ポイント換算 付与レート＝1％ 
（税込100円毎1ポイント付与）  

5 その他 
 

・ポイントの利用は、通信料金合算請求が利用可能な場合のみ選択可能です。
なお、ポイント利用分はauかんたん決済の利用限度額の積算対象外とします。 
・ポイントは、「全額をポイントで購入する」、もしくは、「ポイントご利用額を指定
して購入する」の2パターンで利用可能です。 
・auかんたん決済のサービス手数料は、従来通り商品金額（お客様がポイント
を利用する前の金額）を元に算出します。 



5.認証方式について 

加盟店様サービスにおける認証方式は、以下2つの方式ございます。auかんたん決
済のご導入にあたっては、どちらか一方もしくは両方のご利用が必頇となります。 

ID連携 au IDログイン 

加盟店様 
 サービス 

加盟店様サービス 

加盟店様ID OpenID 

OpenID 

ID連携 

au ID 
ログイン 

請求 

請求 

通信サービス 
契約者情報 

通信サービス 
契約者情報 

認証方式について 

加盟店様の独自IDとau IDを連携し、KDDIより 
送出するOpenIDを加盟店様の独自IDと併せて 
会員管理・認証を行う方式。 
※独自IDにて加盟店様サービスの認証を実施 
  （初回利用時のみau ID・PW入力） 

au ID・PWの入力により加盟店様サービスへ 
ログインし、KDDIより送出するOpenIDをもとに 
会員管理・認証を行う方式 
※au IDにて加盟店様サービスの認証を実施 

認証方式イメージ 
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6.サービス概要 

ご利用可能サービス 
デジタルコンテンツ配信、物販、役務（サービス） （※1） 
 ※公序良俗に反するもの、当社基準を満たさないもの等を除きます。 

決済方法 ①通信料金合算請求 ②クレジットカード(VISA/MasterCard/JCB)・WebMoney（※2）決済 

ご利用条件 
ご利用にあたっては当社(クレジットカード・WebMoney決済は決済事業者)にて事前に 
取扱商材等による審査を実施します。 
 ※審査結果によってご利用になれない場合がございます。 

課金方式 都度課金方式、月額課金方式（※3） 

債権の取扱い 
通信料金合算請求：加盟店様からＫＤＤＩおよび沖縄セルラー電話へ債権譲渡 
クレジットカード  ：加盟店様からクレジットカード会社へ債権譲渡 

お支払いタイミング 売上確定の翌月末にお振込み（※KDDIよりお支払いいたします。） 

加盟店様ご利用料金 

デジタルコンテンツ   ・・・総取扱い額（消費税等を含む）の12.0％  
物販、役務（サービス） ・・・総取扱い額（消費税等を含む）の5.8％  
基本料：10,500円／月（税込） 
※2013年5月度利用分まで基本料無料キャンペーンを実施しております。 

※1物販、役務(サービス)では、WebMoney決済はご利用いただけません。 
※2 クレジットカード・WebMoneyは通信料金合算請求のご利用限度額超過時等に利用可能となります。 
※3WebMoneyは都度課金方式のみとなります。 

加盟店様向けサービス概要 
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対象ユーザ様 
au携帯電話または、auデータ通信端末等のパケ 
ット端末加入者 

ご利用申込み・年会費・手数料 丌要 

通信料金合算請求
ご利用限度額 

※１ 

パケット端末
利用者 

- 10,000円／月 

上記以外 

20歳 

以上 

加入4ヶ月未満 10,000円／月 

加入4ヶ月以上 30,000円／月 

加入25ヶ月以上 50,000円／月 

20歳未満 10,000円／月 

その他 

auかんたん決済はauポイントプログラム対象サー 
ビスです。 
auかんたん決済、au携帯電話、ネット、固定電 
話等の利用料等でたまったポイントは、auかんた 
ん決済で代金のお支払いにご利用可能です。 

KDDI CORPORATION 

ユーザー様向けサービス概要 

6.サービス概要 

※1 auポイントによるご利用額は、通信料金合算請求のご利用限度額の対象外となります。 
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利用限度額を超過した場合は、クレジットカード(VISA/Master/JCB)・WebMoneyを利用してコンテンツ
の購入が可能です。 

クレジットカード・ 
WebMoney決済 

利用限度額 
 超過時 

通信料金 
合算請求 

【クレジットカード・WebMoney利用可能ユーザは？】 
利用限度額超過ユーザです。 
・継続課金の場合、WebMoneyのご利用はできません。 
・物販・役務の場合、WebMoneyのご利用はできません。 



（ご参考資料） 
ユーザ利用イメージ 

お申込み方法 
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サービス利用イメージ① 

【1】サイトへログイン 

購入完了 

ログイン 
 
独自ID 
 
独自PW 

コンテンツ選択 
 
● コンテンツA 
○ コンテンツB 
 
 

決済方法選択 
 
● 
 

au ID／PW入力 
 
au ID 
 
パスワード 

購入 次へ 

ID連携ご利用上の注意 
 
… 
… 

同意 

auかんたん決済会員規約
… 
… 

同意 

暗証番号入力 
 
 

OK 

コンテンツ配信 

Download 

【2】コンテンツを選択して購入 【3】決済方法を選択 

【4】au ID／PW認証（＊2） 
（サービス毎初回のみ） 

【5】ID連携注意事項 
（サービス毎初回のみ） 

【6】au かんたん決済会員規約
（初回のみ） 

【7】暗証番号 【8】コンテンツ配信 

  ※1  利用限度額超過時は、サービス利用イメージ③へ遷移します。   

 ※2 加盟店様側でのOpenID管理により、au ID／PW認証は2回目以降省略可 

購入情報をメール配信 

凡例 

加盟店様構築画面 

KDDI表示画面 

auﾎﾟｲﾝﾄ利用額 

暗証番号 

「ID連携(通信料金合算請求)」をご利用の場合 

※1 

10 KDDI CORPORATION 



11 

【1】サイトへログイン 

購入完了 

ログイン 
 
●         でログイン 

コンテンツ選択 
 
● コンテンツA 
○ コンテンツB 
 
 

決済方法選択 
 
● 
 

au ID／PW入力 
 
au ID 
 
パスワード 

購入 次へ 

IDログインご利用開示時の
注意 
… 
… 

同意 

auかんたん決済会員規約
… 
… 

同意 

コンテンツ配信 

Download 

【5】コンテンツを選択して購入 【6】決済方法を選択 

【2】au ID／PW認証 【3】IDログイン初回注意事項 
（初回のみ） 

【7】 auかんたん決済会員規約
（初回のみ） 

【8】暗証番号 【9】コンテンツ配信 

購入情報をメール配信 

凡例 

加盟店様構築画面 

KDDI表示画面 

次へ 

IDログインご利用上の注意 
 
… 
… 

同意 

【4】IDログイン注意事項 

※1  利用限度額超過時は、サービス利用イメージ③へ遷移します。 

暗証番号入力 
 
 

OK 

auﾎﾟｲﾝﾄ利用額 

暗証番号 

サービス利用イメージ② 

「au IDログイン」をご利用の場合 

※1 
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購入完了 

決済方法選択 
通信料金合算請求はお客
様のご利用状況または設
定によりご利用いただけま
せん。 
auかんたん決済では以下
の支払い方法がご利用い
ただけます。 
 

● クレジットカード 
○  WebMoney 

次へ 

クレジットカード情報の入力・・
・・ 
購入内容の確認 
・・・ 
クレジットカード番号 

 
有効期限 
クレジットカードのセキュリティ
コード 
 
 

購入 

プリペイド番号で支払う 
 
 
 
     
 お支払いを行う 

コンテンツ配信 

Download 

【1】決済方法を選択 

【3】コンテンツ配信 

凡例 

加盟店様構築画面 

KDDI表示画面 

クレジットカード決済 

WebMoney決済 

【2】決済方法を選択 

【2】決済方法を選択 

サービス利用イメージ③ 

利用上限額超過時  「クレジットカード・WebMoney決済」をご利用の場合 

12 KDDI CORPORATION 



お申込み方法 

対象デバイスは？ 

スマートフォン PC 

auかんたん決済をご導入される形態によって、ご利用申込方法が異なりますので、
以下よりご導入を希望される形態をご確認下さい。  

にAndroid(TM)向け 
アプリケーションを掲載する 

はじめに、「au Marketでのアプリ提供に
関して
（http://www.au.kddi.com/android/t
eikyo.html）」よりau Marketの新規登録
手続きを行ってください。 
アプリ内で月額課金またはアイテム課
金を実施される場合は、別途次頁のご
利用申込手続きが必要となります。 

次頁のご利用申込手続きをご確認下さい。 

お申込み方法 
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加盟店様 

登録 

利用開始 

開発 

申請 

KDDI 

審査 

検証 

アカウント設定 

加盟店・サービス情報新規申請 
加盟店新規申請書郵送 

審査結果通知 

検証申請 

検証結果通知 

決済代行事業者 

審査 

クレジットカード・WebMoney決済のみ 
※決済代行会社経由となります 

企業さま事業者さま向けページ（https://connect.auone.jp/net/id/kessai_guide/teikyo.html）より 
手順にしたがって手続きならびに必要書類の提出をお願いいたします。 

＜お手続きにあたって＞ 
 お申込にあたって『ID連携サービス利用規約』『auかんたん決済利用規約』に必ずご同意ください 
 ご利用申込手順の詳細につきましては『【auかんたん決済】申込ガイド（＊）』をご確認ください 
 『auかんたん決済を利用するコンテンツ等の提供に関するガイドライン（＊）』を遵守してください 

（＊）システム（FLAVOR）ログイン後にダウンロード可能なエントリーキット内に同梱されています（次頁参照） 

ご導入までの流れ 

お申込み方法 
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auかんたん決済のエントリーキットは以下手順で取得します。エントリーキット内に同
梱されている『【auかんたん決済】申込ガイド』にて利用申込手順をご確認ください。 

①登録フォームにて利用
規約に同意し、必要事
項を入力ください。 

②KDDIよりシステム
（FLAVOR）のURLおよび
マスターアカウント仮登
録情報をメールします。 

③メール記載のURLへアクセスし
（＊）、FLAVORログイン後にマスター
アカウントを登録してください。 

④マスターアカウント登録完了後、TOPの
「ドキュメントDL」よりエントリーキットをダウン
ロードしてください。 
※「ドキュメントDL」 
  ∟「ID連携」または「au IDログイン」 
    ∟「ガイドライン」 

（＊）ブラウザの設定上でポップアップブロックが設定されている場合、FLAVORログイン画面に正常に遷移しません。その場合、ブラウザの
設定を解除した上で、メール記載のURLへアクセスしてください。 

エントリーキットのダウンロード方法 

お申込み方法 
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（参考）よくあるご質問 

No. ご質問 ご回答 

1 

au MarketでAndroid(TM)向けの有料アプリケーショ
ンを販売したいが、どのように手続きを行えばよい
か？ 

新規にau Marketへアプリケーションの掲載をご希望される場合は、お手続きが異なり
ます。「au Marketでのアプリ提供に関して
（http://www.au.kddi.com/android/teikyo.html）」より手順にしたがって手続きなら
びに必要書類の提出をお願いいたします。 

2 

既にau Marketにアプリケーションを掲載しているが、
アプリケーション内で月額課金またはアイテム課金、
あるいは別サービスでauかんたん決済を導入したい。
どのように手続きを行えばよいか？ 

別途本資料記載のご利用申込が必要となりますので、手順にしたがって手続きなら
びに必要書類の提出をお願いいたします。尚、au Marketで取得したシステムアカウン
ト（加盟店ID）とは、別のアカウント（加盟店ID）の取得が必要となりますので、ご注意く
ださい。 

4 

KDDI・決済事業会社（クレジットカード会社・ウェブマ
ネー）で実施する審査はどのようなものか？ 

加盟店様からの申請情報をもとに、信用情報や取扱商材等による審査を実施いたし
ます。取扱商材につきましては『auかんたん決済を利用するコンテンツ等の提供に関
するガイドライン』をご確認ください。尚、詳細な審査基準は公表しておりませんので、
審査結果に関するお問合せにはお答えしかねます。 

5 
KDDIで実施する検証はどのようなものか？ 主にID連携やau IDログイン、auかんたん決済の各処理の動作を確認しております。詳

細につきましては、加盟店情報新規申請が承認後にダウンロード可能となる『事前検
証チェックリスト』をご確認ください。 

6 

申込から利用開始まで、どれくらいの期間がかかる
か？ 

加盟店様側での開発期間によっても異なりますが、申請～審査～承認までにおおよ
そ2週間、加盟店様側での開発～検証～利用開始までおおよそ1～2ヶ月程度が目
安となります。クレジットカード・WebMoney決済においては、各決済事業会社の審査
期間が追加して発生いたします。 

7 
登録フォームにて必要事項を入力したが、メールが
届かない。 

ご利用のメーラーの設定をご確認し、システム（FLAVOR）からのメール（From：
flavor@connect.auone.jp）を受信できるように設定を変更してください。 

8 
登録フォームにて必要事項を入力後にメールを受領
したが、メールに記載されたシステムURLにアクセス
してもログイン画面が開かない。 

ブラウザの設定上でポップアップブロックが設定されている場合、ログイン画面に正
常に遷移しません。その場合、ブラウザの設定を解除した上で、メール記載のURLへ
アクセスしてください。 

9 
エントリーキットはどこから取得すればよいか？ マスターアカウント登録後、FLAVOR TOPの「ドキュメントDL」よりダウンロードしてくださ

い。 

10 FLAVORのアカウントがロックしてしまった。 FLAVORログイン画面の右上部リンクよりパスワード再発行手続きを行ってください。 

よくあるご質問 
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