
〈タブレット版〉
クーポン作成
操作ガイド

タブレット版



2

PayPayクーポン作成方法

メニュー一覧からクーポンを選択『ストアアカウント』に切り替え

クーポンの作成の準備！店舗選択→クーポンアイコン選択

『クーポン』アイコン
をタップ

店舗リストからクーポンを
作成したい店舗を選択

『PayPay for Bussiness アプリ』からクーポン作成スタート！

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法
『新規投稿』からクーポン作成スタート！

『新規投稿』からクーポン作成開始！

『新規投稿』をタップ

注意!!

・クーポンを作成するにはマイストアの
作成が完了していることが必要です。

・PayPayアプリの『近くのお店』
地図に表示されていることが必要です

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法
『おまかせ設定』か『すべて自分で設定する』を選択

PayPayクーポン作成方法

注意!!

・クーポンを作成するにはマイストアの
作成が完了していることが必要です。

・PayPayアプリの『近くのお店』
地図に表示されていることが必要です

『新規投稿』からクーポン作成開始！

お好きな方をお選びください

次のページからそれぞれの
作成方法をご説明いたします

タブレット版
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おまかせ設定での作成方法
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PayPayクーポン作成方法

『おまかせ設定』でクーポン作成

方法① テンプレートを使用

or

方法② 画像をアップロード

クーポンのカバー画像を設定

・お好きなテンプレートを選択
・タイトルをご入力ください

・画像を選択→トリミング→完成
・タイトルをごください

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

項目 内容

タイトル *必須 クーポンのタイトル

説明文 *必須 クーポンの詳細を説明

クーポンの題名・適用条件を設定 クーポン内容の必須項目を入力！

説明文 記載例

◼ ご新規のお客様限定！最大10%相当付与！
○円以上から使えるお得なクーポンです！

◼ お店の特徴やアピール文の記載もOK！

『おまかせ設定』でクーポン作成

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法
『おまかせ設定』でクーポン作成

『掲載期間』を設定

PayPayクーポン作成方法

注意!!

①掲載期間及び利用期間は
同じ日付で設定されます

②予算が上限に達した場合、
期間内でもクーポンは早期終了します

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

金額を設定しましょう

項目 内容

付与するボーナス *必須 <付与率>％ or <固定額>円

予算 *必須
クーポンの予算上限
※50%到達時に加盟店様に告知

クーポン内容の必須項目を入力！

『おまかせ設定』でクーポン作成

注意!!

予算到達でクーポン利用期間中でも
強制終了となります
※継続希望の場合は
予算消費80％到達前に追加ください

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

審査提出前に『クーポン内容』を最終確認①

プレビューを確認し審査提出！

注意事項

作成したクーポンは
審査提出後、

編集・削除することが
できません。

審査提出前に
クーポン条件・アプリ表示内容を

よくご確認の上、審査提出をお願いいたします。

※弊社加盟店サポート窓口へご連絡いただいても
削除を承ることはできません。予めご了承ください。内容に誤りがなければ『審査提出』

タブレット版

審査提出前に必ずご確認ください
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PayPayクーポン作成方法

審査提出前に『クーポン内容』を最終確認②

プレビューの表示方法

設定した内容を変更したい場合は
『前へ』をタップし

内容修正を行う

プレビュー確認

タブレット版
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すべて自分で設定する場合の
作成方法
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PayPayクーポン作成方法
『新規投稿』からクーポン作成

『クーポン新規投稿』入力項目一覧

PayPayクーポン作成方法 注意!!

①必須項目入力

②掲載期間及び利用期間の末日は
同じ日付でご設定ください

スマホ版

クーポンを適用する金額

対象ユーザーの設定

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

ユーザーセグメント設定

PayPayクーポン作成方法
クーポン条件を設定する①

セグメント 説明 内容・目的

すべて すべてのユーザー すべてのユーザーが対象

新規
365日間に一度も決済したことが
ないユーザー

来店したことがない新規の
ユーザーの来店を促す施策

既存

365日間に決済したことが
あるユーザー
※公開期間中に決済したユーザーもその時
点から対象となる

既存顧客の再来店を
促す施策
※365日以内決済歴あり
ユーザー対象

非アクティブ
既存ユーザーのうち直近30日以内に
決済したことがないユーザー

既存顧客の再来店を
促す施策
※直近30日以内決済歴なし
ユーザー対象

アクティブ

既存ユーザーのうち直近30日以内に
決済したユーザー
※公開期間中に決済したユーザーもその時
点から対象となる

既存顧客の再来店を
促す施策
※直近30日以内決済歴あり
ユーザー対象

フォロー中
対象ブランドの店舗を
フォローしているユーザー

フォローしたユーザーの
来店を促す施策
（フォロー数増加も検証）

クーポンをゲットできる
ユーザー属性を選択

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

クーポン条件を設定する②

入力項目

項目 内容

利用回数 *必須 上限回数または 無制限

ボーナス付与比率、金額 *必須 <付与率>％ or <固定額>円

取引ごとのボーナス付与上限*必須 決済ごとの最大ボーナス付与金額

クーポンを適用する金額*必須 クーポンを適用する最小決済金額を指定

予算上限金額 *必須
クーポンの予算上限
※80%到達時に加盟店様に告知

クーポン適用店舗の設定 *必須
対象とする店舗を指定
（あった際に限る）

掲載期間 *必須
クーポンを公開する期間
例：2020/12/1～12/31 

利用可能期間 *必須

クーポンを利用できる期間
例：2020/12/16～12/31
※終了日は公開期間終了日と同日

クーポン内容の必須項目を入力！

タブレット版



16

PayPayクーポン作成方法 方法① テンプレートを使用

or

方法② 画像をアップロード

クーポンのカバー画像を設定

・お好きなテンプレートを選択
・タイトルをご入力ください

・画像を選択→トリミング→完成
・タイトルをごください

タブレット版

アプリへの『表示内容』を設定！
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PayPayクーポン作成方法

アプリへの『表示内容』を設定！

項目 内容

タイトル *必須 クーポンのタイトル

詳細説明 *必須 クーポンの詳細を説明

適用条件 *必須
クーポン利用時の適用条件や
注意事項を記載

その他の注意事項
クーポンページに自社のHPなどのURLを掲載したい
場合「セットする」を選択／
設定しない場合は「未設定」

リンクテキスト
※その他の注意事項

掲載するURL先の説明 例：ご利用上の注意点

URL 
規約内容の遷移先のURLを記入
※「なし」を選択した場合は記入なし

クーポンの題名・適用条件を設定 クーポン内容の必須項目を入力！

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

審査提出前に『クーポン内容』を最終確認①

プレビューを確認し審査提出！

注意事項

作成したクーポンは
審査提出後、

編集・削除することが
できません。

審査提出前に
クーポン条件・アプリ表示内容を

よくご確認の上、審査提出をお願いいたします。

※弊社加盟店サポート窓口へご連絡いただいても
削除を承ることはできません。予めご了承ください。

タブレット版

内容に誤りがなければ『審査提出』
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PayPayクーポン作成方法

審査提出前に『クーポン内容』を最終確認②

プレビューの表示方法

プレビュー確認

タブレット版

内容を変更したい場合は
鉛筆マークをタップし

内容修正を行う

対象ユーザーの設定

クーポンを適用する金額



20

クーポン予算追加
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PayPayクーポン作成方法

メニュー一覧からクーポンを選択

『クーポン』アイコン
をタップ

クーポンをコピーして作成する方法

タブレット版

『予算の追加』をタップ

コピーして新規作成
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PayPayクーポン作成方法

クーポンの予算追加方法

追加する予算の金額を入力 『予算を追加する』を選択で完了！

タブレット版
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クーポンをコピーして
新規作成する方法について
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PayPayクーポン作成方法

メニュー一覧からクーポンを選択

『クーポン』アイコン
をタップ

クーポンをコピーして作成する方法

タブレット版

①『複製する』をタップ

②お好きな方法を選択

コピーして新規作成
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PayPayクーポン作成方法PayPayクーポン作成方法

注意!!

『コピーして新規作成する』をご選択の場合は、

クーポンの期間以外は
変更できません

日付以外も変更をご希望の場合は

『コピー・編集して新規作成する』をご選択ください

『コピーして新規作成する
（日付のみ変更する）』を選択

次のページからそれぞれの
作成方法をご説明いたします

クーポンをコピーして作成する方法

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

コピーして新規作成する（日付のみ変更する）

クーポンの期間を設定

『掲載期間』『利用期間』
を設定

開始日・終了日を選択したら
『設定する』をタップ

※ご注意※ 
『掲載期間』『利用期間』のみ編集が可能

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

入力後、『次へ』を選択

内容確認後、
『審査に提出する』を選択で完了！

タブレット版

コピーして新規作成する（日付のみ変更する）
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PayPayクーポン作成方法PayPayクーポン作成方法

注意!!

『コピーして・編集して新規作成する』を
ご選択の場合は、

全ての項目が編集可能

※日付の変更をする際は

インターバル期間を
ご確認の上ご設定ください

『コピー・編集して新規作成する
（日付以外も変更する）』を選択

インターバル期間については
35Pをご参照ください

クーポンをコピーして作成する方法

タブレット版
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PayPayクーポン作成方法

変更したい項目を編集後、
『次へ』を選択

※クーポン設定内容の編集が可能

タブレット版

元のクーポン内容が全て反映
修正したい項目を編集可能

※インターバル期間にはご注意ください

コピー・編集して新規作成する（日付以外も変更する）
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PayPayクーポン作成方法

クーポン表示内容の編集 編集完了後、『次へ』を選択

タブレット版

コピー・編集して新規作成する（日付以外も変更する）
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PayPayクーポン作成方法

内容確認後、
『審査に提出する』を選択で完了！

プレビューでアプリ表示画面を
確認しましょう！

タブレット版

コピー・編集して新規作成する（日付以外も変更する）
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クーポンの審査について
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クーポン作成後の注意

一度作成したクーポンは削除することができません

注意!!

注意事項

一度作成したクーポンは提出後、
編集・削除することができません。

※クーポンの作成誤りが発生した場合は
加盟店様側で削除することができませんので

加盟店サポート窓口へお電話ください

0120-990-640
〔フリーダイヤル〕

24時間受付／土日祝日を含む365日対応

PayPay加盟店サポート窓口

審査提出前に
クーポン条件・アプリ表示内容を

よくご確認の上、審査提出をお願いいたします
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クーポン記載内容の注意事項

審査NGとなる例

下記は主な注意事項です。ご利用に際しては右記QRコードから運用ガイドラインをご確認の上、準拠してください。

• 最大○円相当付与 ※『最大～相当付与』が必須

• 最大○%相当付与 ※『最大～相当付与』が必須

最大●円相当付与
最大●%相当付与

■クーポン内容やカバー画像に酒類取り扱いの表記をする場合
以下の文言を『詳細説明』に記載する必要があります

■クーポン金額は以下のフォーマットでご入力ください

• お酒、飲酒は20歳になってから

■カバー画像には以下を含まないようご注意ください

• 商品名がわかる画像やキャラクターが写っている画像はNG
• 専門店以外で特定商品に限定される画像はNG
• 人物や車のナンバーが特定できるはNG

アルコール
注意表記

カバー画像の注意

その他
■その他注意事項

• 先着○様限定 という表現はNG
• クーポンでのボーナス付与額が66.5%未満に設定が必要
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クーポン実施後のインターバル期間について

景品表示法

「不当景品類及び不当表示防止法」
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制するともに、過大な景品類の提供を防ぐために
景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者の利益を保護しています。

景品表示法とは

＜注意点＞
複数のクーポンを期間を重複せずに実施する場合は、

先発クーポン/CPの開催期間に応じて、日数をあける必要があります

キャンペーンの定期的な繰り返しを行う場合は、一定期間間隔を空ける必要がございます。
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クーポンの解約方法について
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PayPayクーポンの解約について

解約前の重要なご確認事項

注意!!

申請日によって解約日が異なります

現在公開中のクーポンがある場合、
クーポンが利用できなくなってしまうため、
公開期間中に解約となる申請はお控えください

月額費用の日割り計算は行いません

入力・提出いただいた情報に不備があった際は、
解約申請を受け付けることができない場合が
あります。あらかじめご了承ください。

PayPayクーポンの解約申請は専用フォームから
申請が必要です ※加盟店サポート窓口への
電話では受け付けておりません

PayPayクーポンの解約は専用フォームからの申請が必要です

複数の加盟店ID、店舗IDをお持ちの加盟店様は、
加盟店ID・店舗IDごとに申請の手続きが必要です

当月20日までに解約申請：当月末日で解約
当月21日〜当月末に解約申請：翌月末日での解約

1 2

3 4

5 6
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PayPayクーポンの解約について

解約は申請フォームより承ります

解約フォームに沿って必要情報を入力
※申請前に注意事項をよくお読みください

解約申請フォーム

【本人確認書類】以下いずれかご用意ください
(1)運転免許証（表面・裏面）
(2)在留カードおよび特別永住者証明書の表面（顔写真がついている面）
(3)個人番号カード（マイナンバーカード）
(4)日本国パスポート（顔写真がついている面）＋住所確認書類
(5)各種健康保険証（表面、裏面どちらも）＋住所確認書類
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PayPayクーポンの解約について

加盟店解約と店舗解約の違い

PayPayクーポン
加盟店解約
※登録店舗全て

登録店舗の解約
※店舗ごとの解約

PayPayクーポン登録店舗全て解約の場合は『加盟店解約』
店舗ごとの解約の場合は『登録店舗の解約』

or
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サポート窓口

本マニュアルで解決できない場合は、下記いずれかの方法でお問い合わせください。

オンラインでのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

0120-990-640
〔フリーダイヤル〕

24時間受付／土日祝日を含む365日対応

PayPay加盟店サポート窓口 PayPay加盟店様向け問い合わせフォーム


