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PayPay for Businessアプリ

まずはアプリのダウンロードが必要です!

注意!!

こちらはスマホ版『PayPay for Business』
アプリの操作方法となります

必ずアプリをダウンロードしてから
操作を開始してください

PayPay for Business

ご利用の端末より検索ください

iPhoneの場合

androidの場合

QRの読み込みから
ダウンロードも可能です

QRの読み込みから
ダウンロードも可能です

タブレット版

https://apps.apple.com/jp/app/paypay%E5%BA%97%E8%88%97%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1470931848
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.paypay.merchant.android.app&hl=ja&gl=US
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PayPayマイストアとは

PayPayアプリ上でお客様にお店の情報配信ができる！

お店の広告として利用可能！

お店の情報を掲載できる！ お知らせやクーポンを投稿！ 来店アプローチに活用！

PayPayアプリにストアページを作成し、
店舗情報を掲載できます。
お店の写真を載せてお店の雰囲気を伝える
ことができます。

お得な情報やクーポンを掲載することで
お客様の来店動機につながります。

お客様はストアページをフォローしたり、
評価とレビューを投稿することができます。
他のお客様はそのレビューを確認し、
お店選びの参考にすることができます。

集客アップのツールとして活用できる！

無料 無料 無料

タブレット版
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PayPayマイストアとは

投稿機能を活用してお客様へのアピールが可能！

クーポン/お知らせ活用イメージ

お得な情報やクーポンを掲載することで

集客アップにつなげられる！

無料で
投稿可能！

WEB版

ソフトドリンク
1杯サービス

トッピング
1品サービス

セール情報
お知らせ

割引券

サンプル商品
プレゼント

追加メニュー
サービス

イベント
招待券

期間限定メニュー
お知らせ
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PayPayマイストアのはじめ方

管理画面（PayPay for Business）にログインをしましょう

「閉じる」
を押してください

管理画面ログイン 下記のようなポップアップが出てきた場合は「閉じる」を押してOKです

ステップ1 ステップ2
※出てこない場合は次の案内へ、他のポップアップが出てくる場合も同様に閉じて下さい

PayPayレストラン1号店

123456 789012 345678

「閉じる」
を押してください

タブレット版
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※支店追加をしていない加盟店様は『未設定』
と表示されますので『未設定』を選択ください

PayPayマイストアのはじめ方

アカウントを店舗（ストア）アカウントへ変更しましょう

PayPayレストラン1号店

コチラ(ストアアカウント)を選択

PayPayレストラン1号店

ストアアカウントへ切替えをする重要！
Point

「アカウントを変更する」 対象ストア選択

※ログインをした後の画面で現在ストアかブランドどちらのアカウント表示かが見れます

加盟店(ブランド)アカウントの
場合は店舗名をクリック

PayPayレストラン1号店

123456 789012 345678

新宿店
123456 789012 345679

PayPayレストラン1号店

123456 789012 345678

123456 789012 345678

ブランドアカウントでは
マイストアは作成不可

加盟店（ブランド）アカウント

店舗（ストア）アカウント

Point

タブレット版



8

PayPayマイストアのはじめ方

2ステップで簡単にスタート！ ①（左側）「ストア情報」を選択 → ②右下「次へ」を押す

PayPayレストラン1
号店

123456 789012 345678

①

タブレット版
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ストアページの作成方法

ストアロゴを登録しましょう

ストアロゴ追加方法

店舗独自のロゴを登録することで、決済時の確認ミス防止に
繋がるので登録を推奨しています

＜決済完了時のお客様画面＞

を選択

ステップ1

タブレット版
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ストアページの作成方法

ストアロゴを登録しましょう

※画像は全て下に繋がってます①ストアロゴ&②カバー写真の設定方法は同じです

を選択 『写真を選択』を選んだ場合は使用したい画像を設定

ステップ2 ステップ2.5

または

タブレット版
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PayPayコーヒー

ストアページの作成方法

ストアロゴを登録しましょう

※画像は全て下に繋がってます①ストアロゴ&②カバー写真の設定方法は同じです

選択画像の画像調整 「この画像をアップロード」で決定 反映後イメージも表示されます

もう一度同じ操作で再設定も可能です

①ストアロゴ

操作取り消し

画像の位置調整

画像サイズ調整

次へを押下

タブレット版

ステップ3 ステップ4 完了
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ストアページの作成方法

カバー写真を設定しましょう

お店の写真を追加する

カバー写真を設定
(2枚まで追加可能）

タブレット版

を選択

ステップ1

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/guideline/mystore/



13

ストアページの作成方法

ストアロゴを登録しましょう

※画像は全て下に繋がってますストアロゴの設定方法とほぼ同じです

を選択 『写真を選択』を選んだ場合は使用したい画像を設定または

タブレット版

ステップ2 ステップ2.5
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ストアページの作成方法

カバー写真を設定しましょう

※画像は全て下に繋がってます①ストアロゴ&②カバー写真の設定方法は同じです

選択画像の画像調整

画像の位置調整

画像サイズ調整

「この画像をアップロード」で決定 反映後イメージも表示されます

もう一度同じ操作で再設定も可能です
操作取り消し

次へを押下

②カバー写真

PayPayコーヒー

タブレット版

ステップ3 ステップ4 完了
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ストアページの作成方法

基本情報を追加しましょう！

お店の基本情報を追加する

営業時間・定休日等を追加するだけ！

基本情報はご契約時の内容が
自動反映されます

①入力

PayPayアプリに
情報が載っているから
お店選びがしやすい！

PayPayアプリ画面

②確認画面で内容を
確認しましょう

タブレット版
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ストアページの作成方法

店舗名を設定しましょう

ストアページ・決済画面にて表示されます

ココ

WEB版

ココ 店舗名を入力

注意事項

必須項目となりますので
漏れのないように

ご入力ください。
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ストアページの作成方法

営業時間・定休日を設定しましょう
営業日追加

営業時間追加

ストアページでお店の営業情報を確認できます

ランチとディナーの間は
営業してない等はこちら

ココ
今日

やってる♪

営業日削除営業時間

タブレット版
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ストアページの作成方法

※画像は全て下に繋がってます

ステップ1 ステップ2

「営業時間を追加する」ボタンを」押下 「時間を追加」で時間設定

＋ボタンの押下 で

前半営業

後半営業

（例）ランチ営業とディナー営業
など分かれている場合

2か所営業時間設定できます

時間選択できます

営業時間の削除ができます

営業時間・定休日を設定しましょう

ストアページでお店の営業を公開できます

タブレット版
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ストアページの作成方法

※画像は全て下に繋がってます

「定休日」の箇所で直接定休日情報を入力

ステップ3

文字が直接打てます

営業時間・定休日を設定しましょう

ストアページでお店の営業を公開できます

（例）毎週火曜日と第三水曜日は定休日です

（例）年末年始は1/4から営業します

（例）年中無休ですが予告なくお休み頂く事がございますので
予め店舗へご確認下さい

※定休日や営業日に関してある程度自由にお伝え頂けます

①確認画面で内容を
確認しましょう

②プレビュー確認

※注意
入力に誤りがないか確認しましょう

タブレット版
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ストアページの作成方法

営業時間・定休日を設定しましょう

最後に営業時間に関して確認をして「ストア情報記入」は完了

ボタンを押す 営業時間の確認後 ボタンを押す

営業時間の確認画面が出てきますのでご確認をおねがいします

タブレット版

ステップ4 完了

適用する
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ストアページの作成方法

お店の写真を追加しましょう！

お店の写真を追加する

外観・内観・その他写真を掲載可能
（各種2枚まで追加可能）

お店の雰囲気が伝わる写真や
オススメ商品を載せて集客アップ！

※注意
写真をクリックし間違いがないか

チェックしましょう!!
②確認画面で内容を
確認しましょう

①『＋』マークを
押下し写真を投稿

②確認画面で内容を
確認しましょう

タブレット版

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/guideline/mystore/
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ストアページの作成方法

店舗の外観・内観写真を設定しましょう

※画像は全て下に繋がってますストアロゴの設定方法とほぼ同じです

＋マークを選択

ステップ1 ステップ2

を選択または
『写真を選択』を選んだ場合は

使用したい画像を設定

ステップ2.5

タブレット版
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ストアページの作成方法

店舗の外観・内観写真を設定しましょう

※画像は全て下に繋がってます

選択画像の画像調整

ステップ3

画像の位置調整

画像サイズ調整

「この画像をアップロード」で決定

ステップ4

反映後イメージも表示されます

完了

操作取り消し

再設定も可能
2枚まで掲載可

次へを押下

ストアロゴの設定方法とほぼ同じです

タブレット版
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ストアページの作成方法

登録内容の最終確認をし、審査依頼を提出しましょう！

確認画面で最終確認をする
審査に提出する

内容に誤りがなければ
審査依頼を提出する

注意事項

審査提出後は、
審査が完了するまで

情報の追加編集することが
できません。

タブレット版
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マイストア設定時の注意点

画像不備対策

画像登録時の
画像不備にご注意ください

店舗名がわかりやすい看板の
入った全体の写真がベスト
明るい昼間の写真

②外観写真 ③内観写真

テーブル席・個室など

店内の雰囲気全体をおさめる
人物などは入らないように注意

店舗の顔となる写真
（商材や外観など）

①カバー写真

タブレット版
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マイストア設定時の注意点

画像不備対策

特に外観写真の画像の不備にご注意ください

タブレット版
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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。

お電話でのお問い合わせ

☎ 0800-919-5719
〔フリーダイヤル〕

［受付時間］10:00~19:00
年中無休（メンテナンス日除く）

PayPayマイストア相談窓口

PayPayマイストア設定方法
（PayPay公式ホームページ）


