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第1章 OricoPayment Plus 導入の前に

1-1 本ガイドの内容 

本ガイドは、（株）オリエントコーポレーション（以下、弊社という）が提供する OricoPayment Plus を利用しインターネット店舗等で、

サービス接続・利用の専用ソフトウェア MDK（Merchant Development Kit）を導入する開発者向けのガイドです。 

開発の際の参考となるサンプルや、提供ライブラリの説明、電文フォーマットなどについて記載しています。 

 

1-2 対象者 

MDK(OricoPayment Plus)の導入を行う開発者を対象としております。 

タイトル 概要 企画者 開発者 運用者 

OricoPayment 

Plus 

開発ガイド 

OricoPayment Plus 導入にあたって、MDK

（Merchant Development Kit）の導入方法

について記載しています。 

 ◎  

表 1-2-1 ドキュメント一覧 

 

1-3 著作権、および問い合わせ先 

[著作権]  本ドキュメントの著作権は弊社株式会社が保有しています。 

Copyright (c) 2013 VeriTrans Inc., a Digital Garage company. All rights reserved.  

 

[お問い合わせ先]  弊社株式会社 テクニカルサポート  電子メール： tech-support@veritrans.jp  

 

1-4 改定履歴 

2013/06 ：Ver1.0.0 リリース 

VeriTrans3G の OEM 版である OricoPayment Plus をリリース 

2013/12 ：Ver1.0.1 リリース 

キャリア決済（フレッツまとめて支払い）を追加 

コンビニ決済 サークル K サンクスをその他（”other”）からイーコン（”econ”）仕向とするよう修正 

3-2 MDK の機能の「与信コマンドと売上コマンド」の説明に、クレジットカード決済の物販の一部発送に関する注意事

項を追記 

3-2 MDK の機能の「キャンセルコマンド」の説明に、部分キャンセル、および部分売上後のキャンセル関する注意事

項を追記 

3-3 MDK の処理概要の以下の MDK 利用時システム処理概要図を修正 

  ・図 3-3-5 銀行リンク方式[PC ネット決済－決済機関コード未指定時] 

  ・図 3-3-6 銀行リンク方式[モバイルネット決済－決済機関コード未指定時] 

  ・図 3-3-7 銀行リンク方式[PC ネット決済－決済機関コード指定時] 

  ・図 3-3-8 銀行リンク方式[モバイルネット決済－決済機関コード指定時] 

第 5 章 決済テストの記載を修正、MAP の URL を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の「クレジットカード決済」「MPI ホスティング」「永久不滅ポイント決済」「検索」の要求電

文の「cardNumber」、応答電文の「reqCardNumber」について、書式・制限を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の「クレジットカード決済」「MPI ホスティング」の要求電文について、jpo（支払種別）の書

式・制限を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の「クレジットカード決済」「MPI ホスティング」の応答電文について、reqJpoInformation

（要求支払種別情報）の書式・制限を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の全決済の応答電文について、「marchTxn」、「custTxn」の説明を追加、「orderId」の説

明を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の 7.2.2 本人認証 結果、7.2.4 本人認証再取引 結果、7.7.3 PayPal 決済 結果の表を

追加 

第 6 章 インターフェイス詳細の「クレジットカード決済」の応答電文について、「resReturnReferenceNumber」、

mailto:bscvs-support@veritrans.co.jp
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「resAuthCode」、「resActionCode」、「resCenterErrorCode」、「resItemCode」、「resResponseData」の説明を追加 

第 6 章 インターフェイス詳細の「MPI ホスティング」の応答電文について、「serviceType」の説明を追加 

第 6 章 インターフェイス詳細の「電子マネー返金申込（Edy）」の要求電文（EmRefundRequestDto）の「edyGiftName」

の書式・制限を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の「銀行決済」の応答電文の表を修正 

第 6 章 インターフェイス詳細の「キャリア決済」の要求電文について、「txnVersion」を削除 

7-2 クレジットカード決済 注意事項を追加 

7-5 コンビニ決済  支払い時の注意事項の各コンビニの支払画面のサンプルページについて、MAP の「運用ガイド 

コンビニ決済」を参照に修正 

全体的に文言修正、体裁修正、誤植修正 

2014/03  ：Ver1.0.2 リリース 

コンビニ決済 サークルKサンクスのイーコン仕向け対応が対応時期延期となったため、「その他（”other”）」とするよ

う修正 

2-1 OricoPayment Plus で利用できる決済サービスのクレジットカード決済の注意事項として、店舗様の持つ 1 つのマ

ーチャント ID に対して、クレジットカード会社が指定する加盟店番号は 1 つしか設定でない旨を追記 

表 3-3 5 MDK 導入時処理概要（銀行リンク方式[PC ネット決済－決済機関コード未指定時]）の No.6「入金確認」に

Thanks 画面へのリダイレクトに関する注意事項を追記 

7-2 MPI ホスティング MpiAuthorizeResponseDto、および MpiReAuthorizeResponseDto の authRequestDatetime、

authResponseDatetime の書式・制限、説明を修正 

6-11 共通 SearchResponseDto の properTransactionInfo（MPI ホスティング 固有トランザクション情報） － 

authRequestDatetime、authResponseDatetime、verifyRequestDatetime、verifyResponseDatetime の書式・制限を修

正 

6.13.4 結果通知（銀聯ネット決済（UPOP））の表で、項番を修正 

6.13.5 結果通知（PayPal 決済）の売上明細レポートの反映に関する記載を修正 

6.13.5 結果通知（PayPal 決済）、6.13.6 結果通知（Alipay 決済）、6.13.7 結果通知（キャリア決済）の表で、通知件数

分繰り返す項目の項番を修正 

7-8 銀聯ネット決済（UPOP） 画面概要の 7.8.2 ご注意事項を削除、章立てを修正 

誤植修正 

2014/09  ：Ver1.0.3 リリース 

6-10 ショッピングクレジット決済 OricoscAuthorizeRequestDto の amount（支払金額合計）の説明を追記、

webDescriptionId（WEB 申込商品 ID）の設定を「任意」に修正 

2014/11  ：Ver1.0.4 リリース 

サークル K サンクスをその他（”other”）からイーコン（”econ”）仕向とする 

6.3.1 コンビニ決済申込の「CvsAuthorizeRequestDto」の 「amount（金額）」の上限金額を 299,999 に修正 

2016/4  ：Ver1.0.5 リリース 

5-2MAP を利用したテスト取引の結果確認の MAPURL を修正 

2018/10 ：Ver1.0.6 リリース 

6.10.2 「receiptNo（受付番号）」の書式・制限を「半角数字 10 桁以内」から「半角英数字 16 桁以内」に変更 
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第2章 OricoPayment Plus 概要 

2-1 OricoPayment Plus で利用できる決済サービス 

OricoPayment Plus では弊社の提供する決済ソフト（MDK）をご導入頂く事により、インターネット上で運営されている店舗で 

下記の各種オンライン決済サービスをご利用頂けます。 

 

決済サービス名 説明 

クレジットカード決済 
クレジットカードによる決済サービスです。 

各種ブランド、カード会社等発行のクレジットカードでの支払いが可能です。※1 

MPI ホスティング 
3-D Secure による認証サービスです。 

単体利用、クレジットカード決済との連動が可能です。 

コンビニ決済 

コンビニエンスストア決済サービスです。 

セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル K サンクス等の店舗でお支払

いが可能です。 

電子マネー決済 
電子マネー決済サービスです。 

Suica、Edy、WAON での支払いが可能です。 

銀行決済 
銀行等の金融機関における決済サービスです。 

ATM、ネットバンキングでの支払いが可能です。 

銀聯ネット決済（UPOP） 

銀聯カードによる決済サービスです。 

銀聯カードでの支払いが可能です。 

※2012 年 12 月より、銀聯ネット決済をリニューアルし、銀聯ネット決済（UPOP）となり

ました。旧バージョンとの互換性はありません。 

PayPal 決済 
PayPal 決済サービスです。 

PayPal による支払いが可能です。 

Alipay 決済 
Alipay 決済サービスです。 

Alipay による支払いが可能です。 

キャリア決済 ※2 通信キャリア決済サービスです。 

4 つの通信キャリア（ドコモケータイ払い、au かんたん決済、ソフトバンクまとめて支払

い（B）／ソフトバンクまとめて支払い（A）／S!まとめて支払い、フレッツまとめて支払

い）による支払いが可能です。 

ショッピングクレジット決済 ショッピングクレジットによる決済が利用できるサービスです。 

Orico Web クレジットによる支払いが可能です。 

表 2-1-1 決済サービス一覧 

 

※1：店舗様の持つ 1 つのマーチャント ID に対して、クレジットカード会社が指定する加盟店番号は 1 つしか設定できません。 

 

※2：キャリア決済の機能概要、各通信キャリアのサービス仕様については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 

 

OricoPayment Plus 決済サービスには以下の特徴があります。 

・弊社の提供する１つの決済ソフト（MDK）の導入にて、弊社の提供する全ての決済サービスが利用可能 

・MDK 導入後も契約・カスタマイズ（店舗側で自由に実施）により各種決済サービスを容易に追加 

・インターネット経由で取引を受け取るため、専用線等が不要 
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2-2 MDK（Merchant Development Kit）について 

MDK は、店舗サイトに組み込んで頂く、ライブラリモジュールの総称です。Java、PHP 等 複数言語の MDK をご用意しております。 

弊社のサポートサイトからサーバ環境に合った MDK をダウンロードして下さい。 

店舗サイトに組み込み、設定・カスタマイズを行うことによって、ご契約のサービスで決済を行うことができます。 

サービスは複数同時利用が可能です。 

動作環境については別資料「インストールガイド」をご参照ください。  
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第3章 MDK（Merchant Development Kit）の導入 
 

3-1 MDK の導入手順 

   MDK の導入手順について説明します。 

 

No. 作業 作業内容 備考 

1 MDK の入手 弊社のダウンロードサイトより、貴社の導入環境に適応する MDK と、

関連するドキュメント類をダウンロードします。 

ダウンロードサイト情報については弊社担当営業にお問い合わせく

ださい。 

 

2 外部リソースの入手・生成 MDK の導入環境情報を参照し、導入に必要なソフトウェアやライブラ

リをダウンロード／入手します。また、電文暗号化機能用に必要ファ

イルを弊社と交換します。 

弊社「インストールガイ

ド」をご参照下さい。 

3 外部リソースの配置・環境

の設定 

ダウンロードしたソフトウェアやライブラリの配置・設定を行います。 弊社「インストールガイ

ド」をご参照下さい。 

4 MDK のインストール ダウンロードしたファイルを解凍し、インストールします。 

MDK 設定ファイルに必要な設定を行います。 

弊社「インストールガイ

ド」をご参照下さい。 

5 通信テスト（テスト環境） 弊社折り返しの通信テストを実施します。 

ダミーモードを“ON”に設定し、MDK の動作確認、弊社と通信が可能

かを確認します。テスト専用アカウントの配布も可能です。 

弊社「導入テストガイ

ド」をご参照下さい。 

任意でご実施下さい。 

6 通信テスト（本番環境） 各決済センターまでの通信テストを実施します。 

ダミーモードを“OFF”に設定し、本番の決済が可能か確認します。 

※この通信は本番取引としてトランザクション料が課金されますので

ご注意ください。 

任意でご実施下さい。 

 

 

※ 特定の導入環境により MDK が動作しない事がございます（PHP の Safe_Mode 適用環境など）。 

弊社の動作確認済み環境については弊社ホームページまたはべりトランス社等で掲載している内容をご確認の上、ご設定下さい。 

 

※ 弊社動作確認済み環境に合致しない環境（OS 等）にてご導入される場合にはサポートを致しかねる場合がございます。 

また、以下の項目については原則としてにサポートは致しかねますので、予めご了承ください。 

 ・独自にカスタマイズされた OS（カーネル）上での動作確認 

 ・独自にカスタマイズされたプログラムに関するお問い合わせ 

 ・MDK とは関連のないサーバ環境設定等 
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3-2 MDK の機能 

MDK を利用することにより以下の機能が利用できます。 

コマンド名 Authorize ReAuthorize Capture Cancel Refund Terminate Search 

決
済
サ
ー
ビ
ス
名 

クレジット 

カード決済 

○ ○ ○ ○   ○ 

与信 再取引 売上 キャンセル   検索 

MPI ホスティ

ング 

○ ○     ○ 

本人認証 再取引     検索 

コンビニ 

決済 

○   ○   ○ 

申込   キャンセル   検索 

電子マネー 

決済 

○   ○ ○  ○ 

申込   キャンセル 返金  検索 

銀行 

決済 

○      ○ 

申込      検索 

銀聯ネット 

決済（UPOP） 

○  ○ ○ ○  ○ 

与信  売上 キャンセル 返金  検索 

PayPal 

決済 

○  ○ ○ ○  ○ 

与信  売上 キャンセル 返金  検索 

Alipay 

決済 

○    ○  ○ 

与信    返金申込  検索 

キャリア 

決済 ※1 

○  ○ ○  ○ ○ 

与信  売上 キャンセル  
継続課金 

終了 
検索 

ショッピング

クレジット決

済 

○      ○ 

画面表示     
 

検索 

説明 与信、支払

の為の処理

を行ないま

す。 

過去の取引

情報を元に

再度与信、

与信売上を

行います。 

与信を行った

取引に対し

売上を行い

ます。 

与信・申込や

売上に対す

る取消を行い

ます（Edy 除

く）。 

支払い済み

取引に対し

返金を行い

ます。 

継続課金の

継続終了を

行います。 

取引情報の

検索を行い

ます。 

表 3-2-1 MDKコマンド一覧 

 

※1：キャリア決済については、キャリア/サービスによって使用できるコマンドに制限があります。 

詳細は【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 

 

■ 与信コマンドと売上コマンド 

・クレジットカード決済、PayPal 決済では Authorize（与信）の後に Capture（売上）を実行しなければ、カード会社や 

 決済センターで売上計上されず、消費者への請求対象として取引が処理されません（与信後売上）。 

 但し、クレジットカード決済の場合は、与信時に withCapture（売上フラグ）を付与することにより、Authorize 時に Capture も 

 同時実行された状態となりますので、後から Capture を実行する必要がありません（与信同時売上）。 

 Paypal 決済では Authorize を使用せずに Capture で一連の処理を実施する事により、与信同時売上となります。 

 

・クレジットカード決済において、1 件の与信に対して Capture（売上）は 1 度しか実行できません。 

 商品の発送の都合等、物販の一部発送により売上を 2 回以上に分ける場合は、2 回目以降の売上時に 

 再度与信を取得してください。 
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・クレジットカード決済のデビットカード決済、銀聯ネット決済（UPOP）での Authorize 、PayPal 決済の Capture の実行にて 

 消費者口座から即時引き落としが実施されます。 

 

・Alipay 決済では、与信時に売上も同時実行された状態となりますので、後から売上（Capture）を実行する必要はありません。 

 （与信同時売上方式） 

 また、Alipay 決済のみマルチ通貨に対応しています。Authorize（与信同時売上方式）時に、決済金額を日本円、 

 または中国元で設定できます。 

 

・キャリア決済では、都度決済、継続課金の申込には、どちらも Authorize（与信）コマンドを利用します。 

accountingType（都度継続区分フラグ）で都度か継続かを指定します。都度決済、継続課金の概要については、【キャリア決済

サービス 補足資料】を参照してください。 

また、Capture コマンドは、申込済みの都度決済の与信に対して売上確定を行います。  

継続課金の売上については弊社とキャリアによって自動処理されますので、Capture コマンドは利用できません。 

キャリア決済では、Authorize の後に Capture を実行する「与信後売上」、および Authorize と Capture を 1 度の要求で実行する

「与信同時売上」に対応しています。 

「与信後売上」の場合、Authorize の後に Capture を実行しなければキャリア側で売り上げ計上されず、消費者への請求対象と

して取引が処理されません。 

「与信同時売上」の場合、Authorize 時に withCapture（売上フラグ）を付与することにより、Capture も同時実行された状態となり

ますので、後から Capture を実行する必要がありません。 

与信の有効期限については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 

 

・ショッピングクレジット決済においては、Authorize コマンドにより、ショッピングクレジットの申込を行うための 

 申込トップ画面へのリダイレクト情報を取得します。 

 

■ 再取引コマンド 

・過去の取引が成功した Authorize（与信）のクレジット情報を利用して、与信や与信同時売上を再実行できます。 

弊社に取引履歴が保管されている間は実行可能で、Capture（売上）、Cancel（取消）が実行された Authorize も 

対象となります。保管期間は標準で 400 日間となります。保管期間の起算日の考え方は、取引のステータスが最後に変化した 

日が起算日となります。 

 

例 ： ｎ日に与信が成功した場合 

・与信成功後、売上が行われた。    再取引可能期間：売上実行日+400 日 

・与信成功後 Cancel した。または与信成功後、売上実行し Cancel した。 再取引可能期間：Cancel 実行日＋400 日 

・与信成功後、そのまま与信の有効期限が切れた。  再取引可能期間：ｎ＋与信有効期限（60 日）＋400 日 

尚、MPI ホスティングの ReAuthorize（再取引）は連動するクレジット機能の再取引となります。 

よって本人認証は都度実行する必要があります。 

 

 

 

■ キャンセルコマンド 
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・Authorize（与信、与信同時売上）、Capture（売上）に対し、消費者からの依頼等でキャンセルを行う、あるいは支払い済みの 

 取引に対し返金を行い、取引をキャンセルします。 

 

・電子マネー決済、PayPal 決済では、消費者支払い前であれば Cancel（キャンセル）、支払い後であれば 

Refund（返金）の実行が可能となります（支払い前の Refund、支払い後の Cancel は実行できません）。 

 

 

 

 

 

 

※ 電子マネー決済の Edy・WAON では支払い前の Cancel は実施できません。 

※ PayPal 決済の取消コマンドは与信・売上別処理方式を選択された場合の与信（action=do：与信請求完了処理）に 

のみ実施できます。また、与信後に売上（action=capture：売上請求完了処理）をされた取引には実施できません。 

 

・クレジットカード決済では、取得した与信のうち全額をキャンセル、または一部のみをキャンセルすることが可能です。 

 ただし、全額キャンセル、一部のみキャンセルにかかわらず一度キャンセルを行った与信に対して Capture（売上）を 

 行うことはできません。 

・100 円で与信取得⇒全額 Cancel（キャンセル）⇒Capture（売上）を行うことはできません。 

・100 円で与信取得⇒40 円を部分 Cancel（キャンセル）⇒Capture（売上）を行うことはできません。 

 

・クレジットカード決済では、1 件の与信に対し、与信取得後に一部金額のみ Capture（売上）を実施していた場合、 

 Cancel（キャンセル）できるのは、Capture（売上）を行った金額に対してのみとなります。 

・100 円で与信取得⇒60 円を部分 Capture（売上） 

⇒Capture（売上）を実施した 60 円を上限として Cancel（キャンセル）が可能です。 

 

・クレジットカード決済では支払い後の返金も Cancel（キャンセル）を使用します。 

 この場合、カード会社側の処理で、Cancel 処理の実施がカード会社請求締め前であれば請求の対象外となり、 

 請求締め後であれば、翌月請求額から相殺される等で返金がなされます（返金方法はカード会社により異なります）。 

 新規返品は元取引に対する返品ではなく、新規で赤伝票を起票する取引となります（元取引との紐付けはできません）。 

 元取引が保管期間を経過し削除されている場合に使用できますが、カード番号・有効期限の指定が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

・MPI ホスティング（本人認証）によるカード決済取引は、カード決済の Cancel 処理により取消・返金を行います。 

・コンビニ決済では支払い後のキャンセルはシステム上では処理できません。業務上での返金が必要となります。 

 

・キャリア決済では、都度決済、および継続課金に対する Cancel に対応しています。 

Authorize（与信、申込） 

Cancel（キャンセル） 

支払い・口座引落し 

 

Refund（返金） 

Capture（売上） 

 

キャンセル 

Authorize（与信・与信売上） 

Cancel（キャンセル） 

口座引落し Capture（売上） 

 

キャンセル 
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 継続課金の場合、指定月の売上を Cancel します。 

 尚、Cancel の要求のタイミングによって、消費者への返金となる場合があります。 

 キャンセルの実行可否および有効期限については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 

 

■ 返金コマンド 

・PayPal 決済では、与信後に売上（action=capture：売上請求完了処理）を実施した取引については、Refund（返金）が 

可能となります。 

 

・銀聯ネット決済（UPOP）では、与信後に Capture（売上）を実施した取引については、Refund（返金）が可能となります。 

ただし、Capture（売上）を実施した当日に返金処理を行う場場合は、Cancel（キャンセル）の利用を推奨しています。 

 

・Alipay 決済では、支払い後であれば Refund（返金）の実行が可能となりますが、返金申込みという扱いになります。 

翌日以降、返金自体が成功か失敗かの結果が得られます。 

返金申込みが可能な期間は与信同時売上を実施した日から 90 日間となります。 

※Alipay 決済においては、返金の扱いが他決済サービスとは異なりますので、ご注意ください。 

また、Refund（返金）における通貨は、Authorize（与信同時売上方式）時に指定した通貨と同じものになります。 

 

■ 継続課金終了コマンド 

・キャリア決済では、継続課金の継続終了を要求します。キャリアによっては、消費者に操作して頂く必要があります。 

 

■ 検索コマンド 

・複数のサービスで共通のコマンドであり、横断的な検索・参照が可能となっています。 

 例えば、クレジットカード決済、電子マネー決済、PayPal 決済の取引に対し、特定の取引日時の範囲で 

 同時に検索すると言った使い方が可能です。 
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3-3 MDK の処理概要 

3.3.1  全般 

【全般： 与信／決済申込時のシステム処理】 

 

 

 

図 3-3-1 MDK 利用時システム処理概要図（クレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー決済、銀行決済） 

 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済用情報の送信 EC サイト上の請求部に渡された決済用情報を電文化し、暗号化等の処理をして OricoPayment 

Plus に送信します。 

2 処理結果情報の受信 OricoPayment Plus から応答された与信／申込請求結果を受信し、結果情報として EC サイトの 

請求部に返却します。 

表 3-3-1 MDK 導入時処理概要（クレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー決済、銀行決済） 

 

 

 

 

 

  

カード会社／
電子マネー
決済センタ

Or icoPayment
Plus

消費者
ブラウザ

EC サイト

決済
導入部

決済方法

選択
ページ表示

ページ送信

支払方法
受付・

与信/申込

請求部

与信／申込
請求

申込受付

与信／申込要求

与信／申込応答
申込応答処理結果

ページ表示

決済申込選択

MDK 

1. 与信／申込要求

2 . 与信／申込応答
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【全般： 与信後売上／キャンセル／返金請求時のシステム処理】 

 

 

図 3-3-2 MDK 利用時システム処理概要図（与信後売上／キャンセル／返金） 

 

 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 取引用情報の送信 EC サイト上の請求部に渡された取引用情報を電文化し、暗号化等の処理をして OricoPayment 

Plus に送信します。 

2 処理結果情報の受信 OricoPayment Plus から応答された処理結果を受信し結果情報として EC サイトの請求部に返却し

ます。 

表 3-3-2 MDK 導入時処理概要（与信後売上／キャンセル／返金） 

 

 

 

 

  

カード会社／
電子マネー
決済センタ

Or icoPayment
Plus

消費者
ブラウザ

EC サイト

売上/

キャンセル/
返金

申請用
ページ表示 申請受付・

処理
請求部

売上/
キャンセル/

返金

請求

申請受付

申請

処理結果応答処理結果応答

処理完了
ページ表示

売上／
キャンセル／返金申請

MDK 

1 . 申請

2 . 処理結果応答
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3.3.2  MPI ホスティング 

【MPI ホスティング： 本人認証／決済時のシステム処理】 

     

 

図 3-3-3 MDK利用時システム処理概要図（MPIホスティング） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済情報の送信 EC サイト上の請求部に渡された決済用情報を電文化し、暗号化等の処理をして OricoPayment 

Plus に送信します。 

2 処理結果情報の受信 OricoPayment Plus から送信された本人認証可否情報を受信します。但し、決済種別の設定（リスク

負担判定）とカード会社認証サーバ（DS／ACS）の認証可否結果により、OricoPayment Plus にて決

済まで実施されて決済結果が送信されるケースもあります。 

本人認証可能の場合、3.リダイレクト指示を実施します。 

本人認証不可の場合、結果ステータスより決済実施可否を判定し、3.リダイレクト指示もしくは消費

者様への結果画面表示を行います。 

3 リダイレクト用画面生成 本人認証を始めるためのリダイレクト画面を生成し、消費者ブラウザに送ります。 

4 処理結果検索 本人認証結果、決済結果を受信するため、処理結果検索要求を OricoPayment Plus に送信します。 

5 処理結果応答 OricoPayment Plus から検索した処理結果を受信し EC サイトの決済確定部へ返却します。 

※MPI ホスティングによるカード決済取引の取消・返金は、カード決済のキャンセルを使用します。 

表 3-3-3 MDK 導入時処理概要（MPI ホスティング） 

  

DS
(Directory Server)

ACS
(Access Control 

Se rver)

Or icoPayme
nt Plus

消費者
ブラウザ

EC サイト

決済

導入部
決済方法

選択
ページ表示

ページ送信

決済
請求
部

本人認証 認証受付

リダイレク

ト先アクセ
ス

カード決済選択

アクセス

制御

ACS URLリダイレクト

認証

ページ表示

認証ページ送信

認証処理

パスワード入力

リダイレク
ト先アクセ

ス

認証結果＋リダイレクト指示

決済
要求

リダイレクト
先アクセス

決済
確定
部

決済結果

要求
決済完了
ページ
表示

結果ページ
送信

結果確認要求

MDK 

1 .本人認証要求

+与信

2 . 請求応答

認証結果検証＋与信

結果応答

カード会社

与信受付

3 .リダイレクト
指示

ACS接続

本人認証
可否確認

請求応答

MDK 

4 .処理結果検索

5 . 処理結果応答

与信要求

本人認証
可否確認

請求応答

結果応答
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3.3.3  銀行決済 

【銀行決済： ATM 決済 [番号通知方式]】 

下記の図は、消費者が入金に ATM を利用する場合の処理概要です。 

 
 

図 3-3-4 MDK利用時システム処理概要図（ATM決済[番号通知方式]） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済申込要求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信しま

す。そして、要求に対する結果（決済申込応答）を取得します。 

2 処理結果表示 １．での決済申込要求が成功した場合は、それに対する応答電文に「収納機関番号」「お客様番

号」「確認番号」が含まれていますので、それらを消費者に通知します。 

3 入金 消費者は通知された情報（「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」)を持って Payeasy を取り扱

っている ATM へ行き、ATM から入金を行います。 

4 入金通知 OricoPayment Plus で入金済であると確認された取引については、EC サイト側に入金通知を行い

ます。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-4 MDK導入時処理概要（ATM決済[番号通知方式]） 

決済センタOr icoPayment
Plus

消費者 EC サイト

決済
導入部決済方法

選択
ページ表示

ページ送信

決済

申込部

決済申込

受付
決済受付

決済要求

決済応答
処理結果表示

処理結果

決済申込選択

MDK 

1. 決済申込要求

2. 決済申込応答

金融機関

入金処理ATM端末
3 . 入金

入金通知
入金通知

受信

入金通知
入金通知

受信

入金通知入金通知

4 . 入金通知
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【銀行決済： ネットバンク決済・PC [銀行リンク方式－決済機関コード未指定時]】 

決済機関コードを指定しない場合は、OricoPayment Plus が提供する金融機関選択画面をご利用頂けます。 

消費者はその金融機関選択画面から入金されます金融機関を選択することができます。 

 

  図 3-3-5 MDK利用時システム処理概要図（銀行リンク方式[PCネット決済－決済機関コード未指定時]） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済申込要求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信しま

す。そして、要求に対する結果（決済申込応答）を取得します。 

※OricoPayment Plus に要求電文に決済機関コードは含めないでください。 

2 リダイレクト表示 

（金融機関選択画面の

表示） 

１．の決済申込要求が成功した場合は、それに対する応答電文に金融機関選択画面への URL が

含まれていますので、その URL にアクセス（リダイレクト）し、金融機関選択画面を表示します。 

※金融機関選択画面を表示させる際は、ポップアップなど別画面上で表示させるのではなく、同

一画面上に表示させるようにしてください。 

3 金融機関選択 消費者は入金する金融機関を金融機関選択画面から選択します。 

金融機関の選択を行うと、ブラウザ上に入金確認画面に遷移します。 

4 入金画面表示要求 入金確認画面が表示されると同時に、３．で選択した金融機関が提供する入金画面が別画面で

表示されます。 

5 入金 消費者は決済機関が提供する入金画面上で入金を行います。入金が行われると、OricoPayment 

Plus に入金通知が送信されます。 

※ネットバンクでの入金画面は一度アクセスすると有効期限が 30 分となります。 

6 入金確認 消費者が入金後に入金確認ボタンを押下すると、OricoPayment Plus は EC サイトが用意する

Thanks 画面に遷移するようリダイレクトを発生させます。尚、消費者が入金されていない状態で入

金確認ボタンを押下すると、再び入金確認画面が表示されます。 

※Thanks 画面の URL については、予め OricoPayment Plus に登録しておく必要があります。 

※Thanks 画面へのリダイレクト時に動的な情報を付与することはできません。Thanks 画面の URL

にクエリストリングを用いることもできません。 

※Thanks 画面表示要求に取引 ID、消費者の購入情報等のパラメータを渡すことはできません。 

7 入金通知 OricoPayment Plus で入金済であると確認された取引については、EC サイト側に入金通知を行い

決済センタOr icoPayment
Plus

消費者
ブラウザ

EC サイト

決済
導入部

決済方法
選択

ページ表示

ページ送信

決済
申込部

決済申込
受付

決済受付

決済要求

決済応答

2 . リダイレクト指示
指定URLへ
アクセス

【ﾘﾀﾞｲﾚｸﾄ】

決済申込選択

MDK 

1 . 決済申込要求

決済申込応答

金融機関

アクセス
制御

4 . 入金画面表示要求

入金通知
入金通知

受信

入金通知
入金通知

受信

入金通知入金通知

7 . 入金通知

アクセス
制御

決済要求

金融機関選択画面表示要求

金融機関
選択画面

金融機関選択画面送信

3 . 金融機関選択

入金確認画面送信
入金確認

画面

入金画面

入金画面送信

5 . 入金
入金処理

入金確認

6 . 入金確認

指定URLへ
アクセス

【ﾘﾀﾞｲﾚｸﾄ】

リダイレクト指示（Thanks画面）

アクセス
制御

Th anks画面表示要求

Thanks画面表示
Thanks画面

OricoPayment Plusが提供する画面

金融機関が提供する画面
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ます。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-5 MDK導入時処理概要（銀行リンク方式[PCネット決済－決済機関コード未指定時]） 

 

【銀行決済： ネットバンク決済・モバイル [銀行リンク方式－決済機関コード未指定時]】 

下記の図は、モバイル端末で OricoPayment Plus が提供する金融機関選択画面を利用する場合の処理概要です。 

 

図 3-3-6 MDK利用時システム処理概要図（銀行リンク方式[モバイルネット決済－決済機関コード未指定時]） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済申込要求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信しま

す。そして、要求に対する結果（決済申込応答）を取得します。 

※OricoPayment Plus に要求電文に決済機関コードは含めないでください。 

2 処理結果表示 １．での決済申込要求が成功した場合は、それに対する応答電文に金融機関選択画面への URL

が含まれていますので、その URL を消費者に通知してください。 

3 金融機関選択画面 

表示要求 

消費者は EC サイトを経由して通知された URL にアクセスし、モバイル端末上に金融機関選択画

面を表示させます。 

4 金融機関選択 消費者は入金する金融機関を金融機関選択画面から選択します。 

金融機関の選択を行うと、金融機関確認画面が表示されます。 

5 入金画面表示要求 ３．で選択した金融機関が提供する入金画面に遷移します。 

6 入金 消費者は決済機関が提供する入金画面上で入金を行います。入金が行われると、OricoPayment 

Plus に入金通知が送信されます。 

※ネットバンクでの入金画面は一度アクセスすると有効期限が 30 分となります。 

7 入金通知 OricoPayment Plus で入金済であると確認された取引については、EC サイト側に入金通知を行い

ます。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-6 MDK導入時処理概要（銀行リンク方式[モバイルネット決済－決済機関コード未指定時]） 

決済センタOr icoPayment
Plus

消費者
モバイル端末

EC サイト

決済
導入部

決済方法
選択

ページ表示

ページ送信

決済
申込部

決済申込
受付

決済受付
決済要求

決済応答

2 . 処理結果表示指定URLへ
アクセス

決済申込選択

MDK 

1 . 決済申込要求

決済申込応答

金融機関

アクセス
制御

5 . 入金画面表示要求

入金通知
入金通知

受信

入金通知
入金通知

受信

入金通知入金通知

7 . 入金通知

アクセス
制御

決済要求

3 . 金融機関選択画面表示要求

金融機関
選択画面

金融機関選択画面送信

4 . 金融機関選択

金融機関確認画面送信
金融機関
確認画面

入金画面送信

6 . 入金

入金処理

OricoPayment Plusが提供する画面

金融機関が提供する画面

入金画面
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【銀行決済： ネットバンク決済・PC [銀行リンク方式－決済機関コード指定時]】 

OricoPayment Plus が提供する金融機関選択画面を利用せずに、決済申込時に決済機関コードを直接指定する場合は、金融機関が提供

する入金画面の URL を含んだ決済申込応答を EC サイトに返却します。この場合、決済機関コードを特定するためには、EC サイト側で特

定するための仕組みを用意して頂く必要があります。 

※決済機関コードの一覧については、OricoPayment Plus に検索要求（マスタ情報取得）を実行し取得することができます。 

 
図 3-3-7 MDK利用時システム処理概要図（銀行リンク方式[PCネット決済－決済機関コード指定時]） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済申込要求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信します。 

※OricoPayment Plus に要求電文に決済機関コードを含めてください。 

2 決済申込応答 OricoPayment Plus から応答された決済申込応答を受信し、その結果を基に処理結果画面を表示しま

す。 

3 入金画面表示要求 処理結果画面が表示されると同時に、金融機関が提供する入金画面を別画面で表示させます。 

※入金画面の URL は決済申込要求が成功した場合に、決済申込応答に含まれています。 

※入金画面への遷移は POST 形式で行う必要があります。 また、遷移する際は、決済申込応答に含ま

れる「収納機関番号」「支払パターン」「支払暗号文字列」をパラメータに含める必要があります。遷移時

の各パラメータの名称は次の通りです。  

 

和名 パラメータ名 

収納機関番号 skno 

支払パターン bptn 

支払暗号文字列 bilｌ 

  

4 入金 消費者は金融機関が提供する入金画面上で入金を行います。入金が行われると、OricoPayment Plus に

入金通知が送信されます。 

※ネットバンクでの入金画面は一度アクセスすると有効期限が 30 分となります。 

※消費者の入金完了後、金融機関が提供する入金画面から EC サイトの画面へ戻ることはできません。 

5 入金通知 OricoPayment Plus で入金済であると確認された取引については、EC サイト側に入金通知を行います。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-7 MDK導入時処理概要（銀行リンク方式[PCネット決済－決済機関コード指定時]） 

 

決済センタOr icoPayment
Plus

消費者
ブラウザ

EC サイト

決済
導入部

決済方法
選択

ページ表示

ページ送信

決済
申込部

決済申込
受付

決済受付

決済要求

決済応答処理結果表示
処理結果

画面

決済申込選択

MDK 

1 . 決済申込要求

2 . 決済申込応答

金融機関

アクセス
制御

3 . 入金画面表示要求

入金通知
入金通知

受信

入金通知
入金通知

受信

入金通知入金通知

5 . 入金通知

入金画面送信

4 . 入金

入金処理

金融機関が提供する画面

入金画面
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【銀行決済： ネットバンク決済・モバイル [銀行リンク方式－決済機関コード指定時]】 

下記の図は、モバイル端末で OricoPayment Plus が提供する金融機関選択画面を利用せずに、決済申込時に決済機関コードを直接指定

して利用する場合の処理概要です。 

 
図 3-3-8 MDK利用時システム処理概要図（銀行リンク方式[モバイルネット決済－決済機関コード指定時]） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済申込要求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信します。 

※OricoPayment Plus に要求電文に決済機関コードを含めてください。 

2 決済申込応答 １．での決済申込要求が成功した場合は、それに対する応答電文に指定された金融機関が提供する入

金画面の URL が含まれていますので、その URL を消費者に通知してください。 

3 入金画面表示要求 消費者は EC サイトを経由して通知された URL にアクセスし、モバイル端末上に決済機関が提供する入

金画面を表示します。 

※入金画面への遷移は POST 形式で行う必要があります。 また、遷移する際は、決済申込応答に含ま

れる「収納機関番号」「支払パターン」「支払暗号文字列」をパラメータに含める必要があります。遷移時

の各パラメータの名称は次の通りです。  

 

和名 パラメータ名 

収納機関番号 skno 

支払パターン bptn 

支払暗号文字列 bill 

  

4 入金 消費者は決済機関が提供する入金画面上で入金を行います。入金が行われると、OricoPayment Plus に

入金通知が送信されます。 

※ネットバンクでの入金画面は一度アクセスすると有効期限が 30 分となります。 

5 入金通知 OricoPayment Plus で入金済であると確認された取引については、EC サイト側に入金通知を行います。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-8 MDK導入時処理概要（銀行リンク方式[モバイルネット決済－決済機関コード指定時]） 

  

決済センタOr icoPayment
Plus

消費者
モバイル端末

EC サイト

決済
導入部

決済方法
選択

ページ表示

ページ送信

決済
申込部

決済申込
受付

決済受付

決済要求

決済応答処理結果表示
処理結果

画面

決済申込選択

MDK 

1 . 決済申込要求

2 . 決済申込応答

金融機関

アクセス
制御

3 . 入金画面表示要求

入金通知
入金通知

受信

入金通知
入金通知

受信

入金通知入金通知

5 . 入金通知

入金画面送信

4 . 入金

入金処理

金融機関が提供する画面

入金画面
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3.3.4  銀聯ネット決済（UPOP） 

【銀聯ネット決済（UPOP）：与信（与信売上同時実行を含む）時の処理】 

 
図 3-3-9 MDK利用時システム処理概要図（銀聯ネット決済（UPOP）） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 銀聯決済要求 銀聯決済を行うためのリクエストを OricoPayment Plus に送信します。 

2 銀聯決済用電文応答 １．での銀聯決済要求が成功した場合、UPOP ゲートウェイへ接続するための HTML 文を含む銀

聯決済用電文応答を EC サイトへ返します。EC サイトは当該 HTML 文を消費者ブラウザへ送り、

消費者ブラウザを UPOP ゲートウェイへ遷移させてください。 

3 決済結果通知 OricoPayment Plus が決済の詳細結果を EC サイトへ通知します。 

表 3-3-9 MDK 導入時処理概要（銀聯ネット決済（UPOP）） 

 

 

【銀聯ネット決済（UPOP）：与信後売上／キャンセル／返金請求時の処理フロー】 

「3-3 MDK の処理概要」の「図 3-3-2 MDK 利用時システム処理概要図（与信後売上／キャンセル／返金）」を参照してください。 

  

消費者
ブラウザ

リダイレクト
先へ遷移

UPOP(UnionPay

Online Payment)ゲー
トウェイ

CUPS（中国銀聯カード処
理コアシステム）

OricoPayment

Plus
EC サイト

決済
導入部

決済方法
選択

ページ表示

ページ送信

決済
請求
部

リダイレクト
先へ遷移

銀聯決済選択

決済完了
画面表示

MDK 
リダイレクト用

画面応答

銀聯カード
イシュア銀行

銀聯カード
番号等の決
済項目を入

力
銀聯カード
決済処理

結果通知
決済結果
保存処理

決済結果
検証処理

注1： ネットバンキング支払（eBank-Pay）の場合のみ、UPOPの画面から銀聯イシュア
銀行の画面へ遷移し、イシュア銀行の画面上で決済項目を入力して決済する形
となる。

注2： OricoPayment Plusからマーチャント様へ銀聯決済の結果を通知する。決済のフローとは
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OricoPayment Plusからの非同期決済結果の受取処理を推奨する。

銀聯カード
決済処理

銀聯決済要求

決済結果応答決済結果応答

銀聯決済
画面制御

銀聯カード決済ゲートウェイへ遷移

銀聯カード決済入力画面応答

銀聯決済項目送信 銀聯決済項目送信（注1）

決済結果応答
（非同期）

結果返答
消費者ブラウザへ戻る

結果通知

銀聯決済
受付

1. 銀聯決済
要求

2. 銀聯決済用
電文応答

OricoPayment Plusへ遷移

リダイレクト用画面応答

決済結果
受取処理

決済結果

決済結果画面

決済結果
受取処理

MDK 

3.決済結果通知
（非同期）（注2）



OricoPayment Plus 開発ガイド 

24 

3.3.5  PayPal 決済 

【PayPal 決済： 与信・売上別処理（与信処理後に別途売上処理を実施）】 

下記の図は、与信処理と売上処理を個別に行う場合の処理概要です。 

 

 

図 3-3-10 MDK利用時システム処理概要図（PayPal決済－与信処理後に売上処理を実行する場合） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 与信請求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信します。 

※Authorize コマンドのアクションタイプに"set"（与信請求処理）を設定します。 

2 リダイレクト指示 １．での与信請求が成功した場合は、それに対する応答電文に PayPal のログイン画面 URL が含まれて

いますので、その URL にリダイレクトします。 

3 ログイン画面表示 指定された URL にリダイレクトすると、ブラウザ上に PayPal のログイン画面が表示されます。 

消費者はログイン後、PayPal のシステム上で決済の手続きを行います。手続きが終了すると EC サイトに

遷移します。 

※手続き終了後の遷移先は、与信請求時に設定した”returnUrl”（戻り先 URL）です。 

4 与信請求確認 OricoPayment Plus に与信請求確認を行うことで、取引に対する消費者の情報を取得することができま
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す。確認画面（決済内容表示画面）などに取引に関する情報を表示させたい場合にご利用ください。 

※Authorize コマンドのアクションタイプに"get"（与信請求確認処理）を設定します。 

※与信請求確認処理については必須処理ではありません。 

5 与信請求完了要求 OricoPayment Plus に与信請求完了要求を送信することで、与信処理が完了します。 

※Authorize コマンドのアクションタイプに"do"（与信請求完了処理）を設定します。 

※与信請求完了要求を送信しない限りは、与信処理は完了しません。 

6 売上請求 与信処理が完了した取引を売上の状態にします。 

※Capture コマンドのアクションタイプに"capture"（売上請求完了処理）を設定します。 

7 速報通知 売上請求処理後、OricoPayment Plus で入金済であると確認された取引については、EC サイト側に入金

通知を行います。※通知は POST 形式で行われます。 

8 確報通知 後日 PayPal で作成された取引明細を OricoPayment Plus に反映します。 

反映した結果、取引が成功したものについては OricoPayment Plus から EC サイト側に通知を行います。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-10 MDK導入時処理概要（PayPal決済－与信処理後に売上処理を実行する場合） 
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【PayPal 決済： 与信同時売上処理】 

下記の図は、決済申込と同時に売上処理を行う場合の処理概要です。 

 

 

図 3-3-11 MDK利用時システム処理概要図（PayPal決済－与信同時売上処理） 
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No. 基本機能 処理説明 

1 売上請求 EC サイト上の決済申込部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信します。 

※Capture コマンドのアクションタイプに"set"（売上請求処理）を設定します。 

2 リダイレクト指示 １．での売上請求が成功した場合は、それに対する応答電文に PayPal のログイン画面 URL が含まれて

いますので、その URL にリダイレクトします。 

3 ログイン画面表示 指定された URL にリダイレクトするとブラウザ上に PayPal のログイン画面が表示されます。 

消費者はログイン後、PayPal のシステム上で決済の手続きを行います。手続きが終了すると EC サイトに

遷移します。 

※手続き終了後の遷移先は、売上請求時に設定した”returnUrl”（戻り先 URL）です。 

4 売上請求確認 OricoPayment Plus に売上請求確認を行うことで、取引に対する消費者の情報を取得することができま

す。確認画面（決済内容表示画面）などに取引に関する情報を表示させたい場合にご利用ください。 

※Capture コマンドのアクションタイプに"get"（売上請求確認処理）を設定します。 

※売上請求確認処理については必須処理ではありません。 

5 売上請求完了要求 OricoPayment Plus に売上請求完了要求を送信することで、売上処理が完了します。 

※Capture コマンドのアクションタイプに"do"（売上請求完了処理）を設定します。 

※売上請求完了要求を送信しない限りは、売上処理は完了しません。 

6 速報通知 売上請求処理後にOricoPayment Plusで売上の状態であると確認された取引については、ECサイト側に

通知を行います。 

※通知は POST 形式で行われます。 

7 確報通知 後日 PayPal で作成された取引明細を OricoPayment Plus に反映します。 

反映した結果、取引が成功したものについては OricoPayment Plus から EC サイト側に通知を行います。 

※通知は POST 形式で行われます。 

表 3-3-11 MDK導入時処理概要（PayPal決済－与信同時売上処理） 
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3.3.6 Alipay 決済 

【Alipay 決済： 与信同時売上決済処理】 

下記の図は、決済申込と同時に売上処理を行う場合の処理概要です。 

 

 

図 3-3-12MDK 利用時システム処理概要図 （Alipay 決済 与信同時売上決済処理） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 Alipay 決済要求 Alipay 決済を行うためのリクエストを OricoPayment Plus に送信します。 

Alipay 決済画面遷移後、最大 30 分が振込可能時間となります。タイマーが起動し、振込み可否を

制御します（*１） 

2 Alipay 決済用電文応答 1.での Alipay 決済要求が成功した場合、Alipay へ接続するための HTML 文を含む Alipay 決済用

電文応答を EC サイトへ返却します。EC サイトは当該 HTML 文を消費者ブラウザへ送り、消費者

ブラウザを Alipay へ遷移させてください。 

3 決済結果通知 OricoPayment Plus が決済の詳細結果を EC サイトへ通知します。 

表 3-3-12MDK 導入時処理概要（Alipay 決済 与信同時売上決済処理） 

 

(*1) 消費者が Alipay 口座にログインした後、最大 30 分後までに払込確定することが必要となります。消費者が Alipay 口座にログイン後

Alipay の画面を閉じた場合でも、再度自分の Alipay 口座にログインし、入金することが可能です。 
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3.3.7 キャリア決済 

【キャリア決済：決済申込時の処理（都度/継続共通）】 

下記の図は、決済申込から与信処理を行う場合の処理概要です。都度決済、継続課金ともに以下のフローとなります。 

 

 
図 3-3-13 MDK利用時システム処理概要図（キャリア決済申込） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 決済申込要求 EC サイト上の決済導入部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信し

ます。このとき、消費者の端末の種別（PC/スマートフォン/フィーチャーフォン)を指定します。  

2 結果応答の受信 OricoPayment Plus から返戻された結果を受信します。結果が決済可能の場合、「3. リダイレ

クト指示」を実施します。消費者ブラウザに返す情報(※1)は OricoPayment Plus より返戻され

た結果に含まれます。 

3 リダイレクト指示 OricoPayment Plus により返戻された情報を用いて、消費者ブラウザにキャリアへのリダイレ

クト指示を送信します。 

4 申込結果通知(PUSH 受信) この通知は、決済申込により与信が成功した場合のみ通知されます。 

マーチャント登録申請時に登録頂いた PUSH 通知先 URL に、OricoPayment Plus より POST

で通知されますので、決済結果を受け取り、注文データ等に反映します。  

「5. リダイレクト」から「6. 完了画面要求」の間に通信断や誤ってブラウザを閉じられるといっ

たケースでも、結果が得られます。 

表 3-3-13 MDK導入時処理概要（キャリア決済申込） 
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※1 Form を Submit(POST)する HTML コンテンツ、またはリダイレクト先の URL が返戻されます。 

   返戻された HTML コンテンツ、またはリダイレクト先 URL を利用し、消費者ブラウザを画面遷移させる方法については、「6.9.1 キャリア

決済申込」を参照してください。 

 

【キャリア決済：売上/キャンセル時の処理】 

下記の図は、売上、およびキャンセル処理を行う場合の処理概要です。 

 

図 3-3-14 MDK利用時システム処理概要図（キャリア決済 売上/キャンセル） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 申請 売上/キャンセルの対象となる取引情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信します。  

継続課金の注文に対し、ある年月の課金を行わない場合、課金取消対象年月を指定します。 

2 処理結果応答 OricoPayment Plus から返戻された処理結果を受信し、結果情報を取得します。 

表 3-3-14 MDK導入時処理概要（キャリア決済 売上/キャンセル） 
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【キャリア決済：継続課金売上時の処理 ～課金結果通知および抹消通知(PUSH)の処理～】 

継続課金の売上処理は、OricoPayment Plus および各通信キャリア側で自動処理されます。OricoPayment Plus は、継続課金の毎

月の課金結果を、マーチャント登録申請時に登録頂いた PUSH 通知先 URL に POST で通知します。店舗側ではこの通知で受信し

た課金結果を注文データ等に反映します。課金結果が通知されるタイミングについては【キャリア決済サービス 補足資料】を参照

してください。 

また、消費者がキャリアの契約を解約する等の理由により継続課金ができなくなった場合は、キャリアより「抹消」のステータスが返

されることがあります。この場合も同様に POST で通知しますので、店舗側の判断で、消費者への連絡、代替手段での決済を行う、

消費者へのサービスを停止する、等の手続きを行ってください。 

 

 

図 3-3-15 MDK利用時システム処理概要図（継続課金売上結果通知（PUSH）） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

2 継続課金結果通知(PUSH 受信) ある年月における継続課金結果が通知されます。（成功・失敗に関わらず通知されます） 

3 抹消通知(PUSH 受信) OricoPayment Plus にて、抹消されたことが判明した場合に通知されます。 

表 3-3-15 MDK導入時処理概要（継続課金売上結果通知（PUSH）） 
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継続課金結果
取得/受信

継続課金
処理

P
U

S
H

 

2 . 継続課金結果通知 1. 継続課金結果
通知 /取得

3 .抹消データ通知

結果通知は自動で処理
されるため、消費者や管
理者の処理（操作）との
結びつきはありません。
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【キャリア決済：継続課金終了の処理】 

■ 継続課金終了（2 者間） 

以下の図は、2 者間の継続課金終了の処理概要です。 

注） キャリアとの通信が OricoPayment Plus とのみ行われるため 2 者間と呼びます（キャリア、弊社の 2 者）。 

 

 

図 3-3-16 MDK利用時システム処理概要図（継続課金終了（2者間）） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 継続課金の終了請求 継続課金終了の対象となる取引情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信します。 

2 処理結果応答 OricoPayment Plus から返戻された処理結果を受信し、結果情報を取得します。 

表 3-3-16 MDK導入時処理概要（継続課金終了（2者間）） 

  

店舗
管理者

通信キャリア
各社

OricoPayment PlusOr icoPayment Plus
MAP

①管理画面表示

継続終了
受付処理

継続課金
終了処理

継続課金
終了処理

継続課金の終了 M
D

K
 

1 . 継続課金終了

2 . 処理結果応答②処理完了
ページ表示

継続課金終了

処理結果応答

◇継続課金終了（2者間）の利用例② （店舗管理者 → OricoPayment Plus MAP → OricoPayment Plus）

消費者
ブラウザ

通信キャリア
各社

OricoPayment PlusEC サイト

①解約申請用
ページ表示

申請受付処理 継続課金
終了処理

継続課金
終了処理

解約申請 M
D

K
 

1 . 継続課金終了

2 . 処理結果応答②処理完了
ページ表示

継続課金終了

処理結果応答

◇ 継続課金終了（2者間）の利用例① （消費者 → ECサイト → OricoPayment Plus）

処理結果応答

処理結果応答
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■ 継続課金終了（3 者間） 

以下の図は、3 者間の継続課金終了の処理概要です。 

注） キャリアとの通信を消費者も行うため 3 者間と呼びます（キャリア、弊社、消費者の 3 者）。 

 

 
図 3-3-17 MDK利用時システム処理概要図（継続課金終了（3者間）） 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 継続課金の終了請求 EC サイト上の決済申込部に渡された解約請求情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信し

ます。このとき、消費者の端末の種別（PC/スマートフォン/フィーチャーフォン)を指定します。  

2 結果応答の受信 OricoPayment Plus から返戻された結果を受信します。結果が継続終了可能の場合、「3. リ

ダイレクト指示」を実施します。消費者ブラウザに返す HTMLはOricoPayment Plusより返戻さ

れます。 

3 リダイレクト指示 OricoPayment Plus により返戻されたリダイレクト用 HTML を消費者ブラウザに送信します。 

4 継続終了結果通知 

(PUSH 受信) 

この通知は、継続課金の終了処理に成功した場合のみ通知されます。 

マーチャント登録申請時にご登録頂いたPUSH通知先URLに、OricoPayment PlusよりPOST

で通知されますので、結果を受け取り、注文データ等に反映します。 

「5. リダイレクト」から「6. 完了画面要求」の間に通信断や誤ってブラウザを閉じられるといっ

たケースでも、結果が得られます。 

表 3-3-17 MDK導入時処理概要（継続課金終了（3者間）） 

 

 

消費者
ブラウザ

通信キャリア
各社

OricoPayment PlusEC サイト

解約受付

①解約確認
画面

解約確認画面送信

解約処理 継続終了
処理開始

継続終了
処理受付

解約

継続終了
処理開始

M
D

K
 

1 . 継続終了請求

2 . 結果応答

継続終了
処理

④完了
ページ

リダイレクト
先アクセス

リダイレクト
先アクセス

3 .リダイレクト

③終了確認
ページ

継続終了確認画面の送信

確認ボタン等の押下

処理結果
受信

結果通知

5 .リダイレクト

完了処理
要求受信

完了処理要求

②認証
ページ

処理完了
画面生成

処理結果
受信

リダイレクト
先アクセス

リダイレクト

6 .完了画面要求

ページ送信

認証成功

認証要求

リダイレクト情報

キャリア毎の認証シーケンス

３者間のフローは、申込のフローと同
じです

P
U

S
H

 

4 . 結果通知
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3.3.8 ショッピングクレジット決済 

【ショッピングクレジット決済：ショッピングクレジット申込処理】 

 

 

図 3-3-18 MDK利用時システム処理概要図（ショッピングクレジット決済 ショッピングクレジット申込み処理） 

 

 

No. 基本機能 処理説明 

1 画面表示要求 EC サイト上の決済請求部に渡された決済申込情報を電文化し、OricoPayment Plus に送信し

ます。  

2 画面表示応答の受信 EC サイトは、OricoPayment Plus から返戻された画面表示応答を受信します。結果が決済可

能の場合、「3.リダイレクト指示」を実施します。 

画面表示応答電文には、Orico Web クレジットの申込トップ画面へリダイレクトするために EC

サイトより消費者ブラウザへ返戻する情報を含みます。 

3 リダイレクト指示 EC サイトは、OricoPayment Plus により返戻された画面表示応答電文の情報を用いて、消費

者ブラウザに Orico Web クレジットの申込トップ画面へのリダイレクト指示を送信します。 

4 決済結果取得応答 EC サイトは、ショッピングクレジット申込の決済結果を消費者ブラウザからのリダイレクトによ

Orico
Webクレジット

OricoPayment
Plus

消費者
ブラウザ

EC サイト

決済
導入部①決済方法

選択
ページ

ページ送信

決済
請求部

決済
開始処理

決済選択

トップ画面表
示

②決済センタ
トップ画面
ページ表示

ページ送信

申込情報入力

M
D

K
 

1 .画面表示要求

2 .画面表示応答

決済
確定部

④ECサイト
決済完了
ページ

ページ送信

リダイレクト
先アクセス

オリコ申込サイトURLリダイレクト（POST送信）

3 .リダイレクト指示

③決済センタ
最終確認

ページ表示

ページ送信

申込実行

確認画面表
示

申込受付処
理

リダイレクト
先アクセス

リダイレクト

リダイレクト 決済
完了処理

与信審査
処理

結果通知
受信

結果通知

結果通知

結果通知
受信

4 .決済結果取得応
答

リダイレクト
先アクセス

リダイレクト

P
U

S
H

 

5 .審査結果
通知
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り取得します。 

5 審査結果通知(PUSH 受信) OricoPayment Plus より審査結果を EC サイトへ通知します。 

マーチャント登録申請時にご登録頂いたPUSH通知先URLに、OricoPayment PlusよりPOST

で通知されます。 

EC サイトは、決済結果を受け取り注文データ等に反映します。  

表 3-3-18 MDK導入時処理概要（ショッピングクレジット決済 ショッピングクレジット申込み処理） 
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第4章 結果通知受信処理 

4-1 結果通知について 

下記一覧サービスにおいて、OricoPayment Plus から貴社へ決済結果、または OricoPayment Plus における取引のステータスの変化

を送信（PUSH）することが可能です。 

結果通知には、以下の種類があります。 

・入金通知 ： 消費者の支払完了通知（消費者が支払ったことを通知するものとなります） 

・返金通知 ： 消費者への返金完了通知（消費者が返金されたものを受け取ったことを通知するものとなります） 

・決済結果通知 ： 各種決済の成功・失敗の結果通知（消費者が決済に成功または失敗したことを通知するものとなります） 

 

結果通知の送信は HTTP の POST メソッドを使用して行います。 

結果通知を受信するには、事前に弊社に店舗指定 URL（通知情報受付 URL）を登録する必要があります。 

また、受信部分は貴社側にて開発・組み込んでいただく必要があります（受信機能は MDK 内に用意しておりません）。 

※プロトコルは HTTP（Port：80）、HTTPS（Port：443）に対応しております。 

これ以外のプロトコル・ポートの組み合わせには対応しておりません。 

 

決済サービス名 与信 売上・入金 キャンセル 返金 継続課金終了 

クレジットカード決済 － － － － － 

MPI ホスティング － － － － － 

コンビニ決済 
－ 

○ 

入金通知 
－ － － 

電子マネー決済 
－ 

○ 

入金通知 
－ 

○ 

返金通知 
－ 

銀行決済 
－ 

○ 

入金通知 
－ － － 

銀聯ネット決済（UPOP） ○ 

決済結果通知 

○ 

決済結果通知 

○ 

決済結果通知 

○ 

決済結果通知 
－ 

PayPal 決済 
－ 

○ 

入金通知 
－ 

○ 

返金通知 
－ 

Alipay 決済 
○ 

決済結果通知 
－ － 

○ 

（返金申込） 

決済結果通知 

－ 

キャリア決済 
○ 

※1 
－ － － 

○ 

（3 者間のみ） 

※1 

ショッピングクレジット 

決済 

○ 

※2 
－ － － － 

表 4-1-1 結果通知対象サービス一覧 
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 入金通知、返金通知については、入金/返金のあったデータのみが送信されます。 

支払/受取期限切れのものは対象外となります。 

 

 銀聯ネット決済（UPOP）の決済結果通知は、成功(success)、失敗（failure）取引が全て結果通知対象となります。 

 

 Alipay 決済においては、与信時の決済結果（成功・失敗）を結果通知データとして OricoPayment Plus から貴社へ送信します。 

また、返金申込が失敗となった場合の決済結果、および返金自体の処理結果（成功・失敗）についても結果通知データとして

OricoPayment Plus から貴社へ送信します。 

 

※1： キャリア決済の結果通知の種類については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 

また、キャリア決済における結果通知受信処理については、他の決済サービスと一部考え方が異なりますので、必ずしも消費

者の入金を示す通知電文ではないことにご注意ください。 

 

※2： ショッピングクレジット決済においては、ショッピングクレジット申込の審査結果を結果通知電文として PUSH 送信します。 

OricoPayment Plus は、Orico Web クレジットから審査結果電文を受信後、貴社へ PUSH 送信します。 

ショッピングクレジット決済における結果通知受信処理については、他の決済サービスと一部考え方が異なります。 

消費者の入金を示す通知電文ではなく、ショッピングクレジット申込の審査結果通知であることにご注意ください。 

 

結果通知を HTTPS での受信を希望される場合は、店舗側設置サーバにて SSL 通信環境をご用意ください。SSL 証明書は認証局発

行のもの、または自己署名（Self-Sign）されたものをご使用ください。 

※自己署名の場合、証明書内の Common Name（FQDN）はインターネットから検索可能な DNS 上に存在するものに 

してください。弊社からの接続時、証明書チェックでエラー扱いとなり結果通知データの送信が中止されます。 

 

4-2 結果通知電文仕様 

 

下記が POST 時の HTTP ヘッダーになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTP Protocol の POST メソッドを使用します。 

本ドキュメントで規定しない部分については RFC1945, RFC2616 に準ずるものとします。 

 

 

 

 

Message = POST PATH  HTTP/1.0 <CRLF> 

content-hmac:HMAC の値 <CRLF> 

content-length:  digits <CRLF> 

user-agent: 

host: 

accept: 

connection: 

content-type: application/x-www-form-urlencoded <CRLF> 

<CRLF> 

MessageBody 
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結果通知電文は下記の通りです。 

構成要素 説明 

PATH 接続先を示す文字列 

content-hmac 改竄チェック用情報 

content-length BODY 長 

MessageBody 結果通知データ部分 

表 4-2-1 結果通知構成一覧 

 

MessageBody 部は下記の書式になります。 

電文構成要素 1=[値 1]&電文構成要素 2=[値 2]&電文構成要素 3=[値 3]&･･･ 

 

各項目の詳細は「6-13 結果通知電文」を参照ください。 

下記が MessageBody 部の例になります。 

 

 

4-3 結果通知受信後の応答仕様 

HTTP プロトコルのレスポンスメッセージの書式に準じて応答してください。200 OK を応答してください。 

※200 OK 以外のステータス、またはサーバから応答がない場合は、通知エラーとして処理され、 

一定の間隔（1～10 分間隔で最長 8 時間）で再送され続けます。 

※受信できなかった取引のステータス確認には、MAP または Search 機能をご利用ください。 

 

4-4 結果通知速報と確報 

一部のサービスの結果通知においては、「速報」と「確報」の概念があります。 

速報： OricoPayment Plus は、決済要求電文を決済センターに送信し、決済センターから成功応答電文を受信した後に、店舗側へ

決済成功の速報を通知します。 

（ただし、インターネット通信障害による保留取引や、決済センター側の事情により取引のステータスがコミットできないケースがあり

ますので、このタイミングの結果通知は、あくまでも速報連絡となります） 

また、OricoPayment Plus は、各決済センターより消費者の入金完了情報、消費者への返金完了情報を受信したのちに、店舗側へ

入金完了／返金完了を通知します。 

確報： OricoPayment Plus は、決済センター側から取引の最終ステータスを受信し、OricoPayment Plus のデータベース上で取引の

最終ステータスを作成した後に、店舗側へ決済の確報を通知します。 

（この時点で取引のステータスが確定されているため、商品の配送処理も開始できます） 

 

 

numberOfNotify=2&pushTime=20100630172650&pushId=00000237&fixed=1&orderId0000=cup_2010063016475

8303&txnType0000=capture&amount0000=100&issBin0000=&settleDate0000=0630&settleRate0000=&traceN

um0000=001403&systemDatetimeCn0000=20100630+15%3A49%3A17&dummy0000=1&orderId0001=cup_20100

630164758303&txnType0001=refund&amount0001=100&issBin0001=&settleDate0001=0630&settleRate0001=

&traceNum0001=001404&systemDatetimeCn0001=20100630+15%3A49%3A53&dummy0001=1 
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サービス毎の速報・確報一覧は次の表をご参考ください。 

決済サービス名 
速報通

知機能 
通知タイミング 

確報通

知機能 
通知タイミング 

通知情報 

受付 URL (*1) 

クレジットカード決済      

MPI ホスティング      

コンビニ決済 ○ 

コンビニ決済センターから入金

完了情報（消費者の支払完了

情報）を受信した後 (*2) 

  

結果情報は店舗

側受付 URL へ通

知します 

電子マネー決済 ○ 

電子マネー決済センターから

入金／返金完了情報（消費者

の支払完了情報／消費者への

返金完了情報）を受信した後 

(*2) 

  

銀行決済 ○ 

銀行決済センターから入金完

了情報（消費者の支払完了情

報）を受信した後 (*2) 

  

銀聯ネット決済 

（UPOP） 
○ 

銀聯決済センター側の決済の

成功・失敗のステータスが判明

した時点 (*3) 

△ 

銀聯決済センターとステータス

がことなる際のみ訂正報を通

知 (*4) 

PayPal 決済 ○ 

PayPal 決済センターから入金

／返金完了情報（消費者の支

払完了情報／消費者への返金

完了情報）を受信した後 

○ 

PayPal 決済センターから売上

明細ファイルを受信し、弊社側

で取引ステータスをマージした

後 (基本的に速報の翌日とな

ります(*5) ) 

速報情報と確報

情報は別々の受

付 URL へ通知す

る事が可能です 

Alipay 決済 ○ 

Alipay 決済センター側の決済

の成功・失敗ステータスが判明

した時点で行います。(*6) (*7)  

－ 

Alipay 決済センターとステータ

スがことなる際のみ訂正報を

通知致します。(*8) 決済結果は店舗

側受付 URL へ通

知します 
キャリア決済 (*9)  (*9)  

ショッピングクレジット 

決済 
(*10)  (*10)  

表 4-4-1 結果通知構成一覧 

 

(*1) 通知情報受付 URL は、貴社側にて用意した、OricoPayment Plus からの結果通知情報を受け取るための URL となります。 

(*2) コンビニ決済、電子マネー決済、銀行決済の場合は、速報を確定情報と見なすため、結果通知を一回のみ送信します。 

   この時点の通知情報を、売上の確定情報とし、配送処理などもこのタイミングで行ってください。 

(*3) 通常ケースでは、OricoPayment Plus は決済ステータス判明後の 5 分以内に、加盟店様へ速報を通知します。 

一部の特殊取引（ネットワーク通信問題などによって、銀聯側のステータスが判断できないもの等）は、翌日に行われる銀聯センター

と OricoPayment Plus とのマッチング処理にてステータスが判明します。ステータス判明後 OricoPayment Plus より貴社へ決済結果を

通知します。この場合の決済結果通知の送信は翌日中に行われます。 

消費者側の都合で UPOP のブラウザ画面を閉じるケースもあるため、一部の決済結果は加盟店まで遷移しない事も想定されます。

そのようなケースでは、加盟店様は最後の決済結果が分からないため、確報通知機能を利用して OricoPayment Plus からの結果通

知を受け取る事を強く推奨します。 

(*4) 取引の翌日に銀聯から届く精算データと OricoPayment Plus の取引データを比較し、差異が発生した場合のみ通知します。 

(*5) 消費者から異議申立てを受けた取引等については、数日後～数十日後に確報を通知する場合があります。 

(*6) 与信時の決済結果（成功・失敗）、および返金申込みが失敗となっ場合の決済結果については、決済ステータス判明後の 5 分以内に、



OricoPayment Plus 開発ガイド 

40 

貴社へ速報を通知します。 

(*7) Alipay 決済センターでの返金自体の処理は、返金申込みを行った翌日以降となります。返金自体の処理結果（成功・失敗）が判明した

後に、結果通知データを店舗へ通知します。 

(*8) 取引の翌日に Alipay から届く精算データと弊社の取引データを比較し、差異が発生した場合のみ通知します。 

(*9) キャリア決済における結果通知受信処理については、速報・確報の概念はありません。ただし、一部のキャリアについては、障害時

に取消電文が送信されるケースがあります。キャリア決済の結果通知電文の通知タイミングについては、【キャリア決済サービス 補

足資料】を参照してください。 

(*10) ショッピングクレジット決済における結果通知受信処理については、速報・確報の概念はありません。審査結果通知は、1 件ごとにリ

アルタイムで通知されます。 

 

結果通知電文の項目の詳細や、速報・確報フラグの説明は「6-13 結果通知電文」をご参照ください。 
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第5章 決済テスト 

5-1 テスト実施にあたっての注意事項 

テスト仕様の詳細につきましては、「OricoPayment Plus 導入テストガイド」を参照してください。 

以下にテスト実施の際の主な注意事項を記載します。 

 

 テスト取引を行う場合は MDK 設定ファイルのダミーモードを必ず“１”に設定してください。 

 

 

 

 

 テスト取引を行うには決まった設定条件（所定のカード番号、所定の決済金額など）が必要です。 

テスト時の設定条件につきましては、「導入テストガイド」を参照してください。 

 

 取引テスト時には、下記の事項に注意してください。 

✓ 取引 ID（order-id）：任意に設定してください。重複しないように設定する必要があります。 

✓ 金額：有効な金額データをセットしてください。（“-”（マイナス）や、小数点の入った数値は使用できません） 

✓ ダミー取引に対する本番リクエスト、本番取引に対するダミーリクエストはエラーとなります。 

 

 

5-2 MAP を利用したテスト取引の結果確認 

貴社サイトから行ったテスト取引の処理結果は、管理ツールである MAP において検索・参照することが可能です。 

MAP の使用法は、「ご利用ガイド」を参照してください。 

※ご利用ガイドは MAP の TOP ページよりダウンロードいただけます。 

 

※MAP とは 

 Marchant Administration Portal の略で、OricoPayment Plus における管理・運用上の各種情報・機能を 

 提供する Web 型の管理ツールです。 

 URL： https://pay.veritrans.co.jp/maps/orico/ 

 

  

#ダミーモード（テスト時のみ指定） 

DUMMY_REQUEST  =  1 
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第6章 インターフェイス詳細 
 

本章では、各決済にて使用する電文（Dto）について説明します。以下の表に記載されているフィールドは、貴社にて利用可能なフィールド

です。 

各電文（Dto）には、以下の表に記載されていないフィールドが定義されている場合がありますが、以下の表に記載されていないフィールド

は貴社では使用することはできません。 

 

■「設定」欄の内容は以下の通りです。 

   要求電文 … 必須項目：○  任意項目：△  設定不可：×  その他条件付：※（条件は説明欄に記入） 

   応答電文 … 必ず返戻：○  処理成功時のみ返戻：△  返戻なし：×  その他条件付：※ 

 

■orderId（取引 ID）について 

店舗で任意に採番してください。申込処理毎に付ける必要があります。他の取引 ID と重複しないよう採番してください。他決済サー

ビスとも重複できません。取引 ID には、半角英数字以外に“-”（ハイフン）、“_”（アンダースコア）も使用可能です。 

 

6-1 クレジットカード決済 

6.1.1 クレジットカード決済与信 

要求電文 ： CardAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設 

定 MPI 有り MPI 無し 

orderId 取引 ID 半角英数字100 桁

以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字8 桁以内 1 以上 99,999,999 以下 ○ 

cardNumber カード番号 半角数字 16 桁以

内 

数字のみ、またはハイフン含みで指定（ハイフン含みの場合は

19 桁以内で指定） 

○ 

cardExpire カード有効期限 半角英数字 5 桁 MM/YY （月 + "/" + 年）の形式 （例 "08/18"） ○ 

cardOptionType カードオプションタイプ 右記参照 他社本人認証サービスにより既に認証結果を取得している場合

に使用 

△ 

"mpi"（本人認証結果付与） 【未使用】 

jpo 支払種別 半角英数字 83 桁

以内 

右記参照 

支払種別を指定します。 

"10" （一括払い） 

"21" （ボーナス一括） 

"23Fxx" （ボーナス(ボーナス月指定)、xx にボーナス月指定） 

"61Cxx" （分割払い、xx に分割回数指定） 

“80” （リボルビング払い） 

※指定が無い場合は、"10"（一括払い）が適用されます。 

※直接契約 / 包括契約でそれぞれ使用できる支払種別が異な

ります。 

詳細は「7-1 クレジットカード決済  支払種別情報の指定」を参

照してください。 

△ 

withCapture 売上フラグ 右記参照 "true"： 与信・売上 

"false"： 与信のみ 

※指定が無い場合は、デフォルト値の"false"が設定されます。 

△ 

dddMessageVersion 3D メッセージバージョン 半角英数字 Message Version Number 【未使用】 △ 
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10 桁 or 0 桁 （例 “1.0.2”） 

dddTransactionId 3D トランザクション ID 半角英数字、

"+"、"-"、"=" 

28 文字 or 0 文字 

Transaction Identifier(XID) 

20 桁バイナリ値を Base64 にて 28 桁英数

字に変換した値を指定します。 

【未使用】 △ 

dddTransactionStatu

s 

3D トランザクションステー

タス 

半角英字 1 桁 

右記参照 

3D セキュアトランザクションステータス 

"Y"：本人認証成功 

"N"：本人認証失敗（イシュアまたは会員

が原因） 

"U"：本人認証失敗（上記以外が原因） 

"A"：Attempt（暫定的に本人認証成功） 

""：値なし（空白） 

【未使用】 △ 

dddCavvAlgorithm 3DCAVV アルゴリズム 半角英字 1 桁 

右記参照 

3D セキュア CAVV アルゴリズム 

"0"：HMAC 

"1"：CVV 

"2"：CVV with ATN 

"3"：SPA Algorithm 

""：値なし（空白） 

【未使用】 △ 

dddCavv 3DCAVV 半角英数字 

28 桁 or 0 桁 

3D セキュア CAVV 【未使用】 △ 

dddEci 3DECI 半角数字 2 桁 

右記参照 

3D セキュア ECI 

"01"：Attempt（Master Card） 

"02"：認証成功（Master Card） 

"05"：認証成功（VISA、JCB） 

"06"：Attempt（VISA、JCB）又は未参加

（Master、VISA、JCB） 

"07"：認証実行不能（Master Card、VISA、

JCB） 

【未使用】 △ 

securityCode セキュリティコード 半角数字 

3 桁 or 4 桁 

セキュリティコード △ 

 

応答電文 ： CardAuthorizeResponseDto 

フィールド名 
項目名 書式・制限 説明 

設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字10桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照して下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 文字列 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁以

内 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

cardTransactiontype カードトランザクショ 文字列 6 桁以内  △ 
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ンタイプ 

gatewayRequestDate ゲートウェイ要求日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが要求電文を受け取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

gatewayResponseDate ゲートウェイ応答日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerRequestDate センター要求日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが要求電文を受取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerResponseDate センター応答日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

pending ペンディング 文字列 1 桁以内 “0”：なし  “1”：あり △ 

loopback ループバック 文字列 1 桁以内 “0”：なし  “1”：あり △ 

connectedCenterId 接続先カード接続

センター 

文字列 5 桁以内 弊社⇒カード会社間の接続センター名 

‘ｊｃｎ‘ 

△ 

centerRequestNumber センター要求番号 文字列 7 桁以内  △ 

centerReferenceNumber ｾﾝﾀｰﾘﾌｧﾚﾝｽ番号 文字列 7 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 要求電文に設定した値 

上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は "*"（アスタリス

ク）に変換されます。（例 "411111********11"） 

△ 

reqCardExpire 要求カード有効期

限 

文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。（例 "*****"） 

△ 

reqCardOptionType 要求カードオプショ

ンタイプ 

文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqMerchantTransaction 要求マーチャントト

ランザクション番号 

文字列 9 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqReturnReferenceNum

ber 

要求リターン参照

番号 

文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAuthCode 要求承認番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コー

ド 

文字列 2 桁以内 仕向け先コード（acquirerCode）と同一の値 △ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCancelDay 要求取消日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqWithDirect 要求同時直接 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

req3dMessageVersion 要求 3D メッセージ

バージョン 

文字列 10 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionId 要求 3D トランザク

ション ID 

文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionStatus 要求 3D トランザク

ションステータス 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavvAlgorithm 要求 3D CAVV アル 文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 
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ゴリズム 

req3dCavv 要求 3D CAVV 文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dEci 要求 3D ECI 文字列 2 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコ

ード 

文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁”0”（ゼロ）に変換されます。 

△ 

reqAuthFlag 要求認証番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

resMerchantTransaction 応答マーチャントト

ランザクション番号 

文字列 9 桁以内 （削除予定項目） △ 

resReturnReferenceNum

ber 

応答リターン参照

番号 

文字列 12 桁以内 カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resAuthCode 応答承認番号 半角英数字スペー

ス 7 桁以内 

カード会社が発行する承認番号 △ 

resActionCode アクションコード 文字列 3 桁以内 カード会社との通信時に返戻されたコード値 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resCenterErrorCode 応答センターエラー

コード 

文字列 3 桁以内 カード会社における結果コード (例 "G12") △ 

resAuthTerm 応答与信期間 文字列 3 桁以内  × 

resItemCode 応答商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

resResponseData 応答データ 文字列 20 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 20 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithNew 要求新規返品 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

acquirerCode 仕向け先コード 文字列 2 桁以内 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード 

最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電文

が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 
「7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧」を

参照 

△ 

tradUrl trAd 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しないため無視してくだ

さい。 

○ 
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6.1.2 クレジットカード決済再取引 

要求電文 ： CardReAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 MPI 有り MPI 無し 

orderId 取引 ID 半角英数字 100

桁以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

originalOrderId 元取引 ID 半角英数字 100

桁以内 

再取引を行う過去取引の取引 ID ○ 

amount 決済金額 半角数字8 桁以

内 

1 以上 99,999,999 以下 ○ 

cardNumber カード番号 半角数字 16 桁

以内 

数字のみ、またはハイフン含みで指定（ハイフン含みの場合は

19 桁以内で指定） 

△ 

cardExpire カード有効期限 半角英数字5 桁 MM/YY （月 + "/" + 年）の形式 （例 "08/18"） △ 

cardOptionType カードオプションタイプ 右記参照 他社本人認証サービスにより既に認証結果を取得している場

合に使用 

△ 

"mpi" （本人認証結果付与） 【未使用】 

jpo 支払種別 半角英数字 83

桁以内 

右記参照 

支払種別を指定します。 

"10" （一括払い） 

"21" （ボーナス一括） 

"23Fxx" （ボーナス(ボーナス月指定)、xx にボーナス月指定） 

"61Cxx" （分割払い、xx に分割回数指定） 

“80” （リボルビング払い） 

※指定が無い場合は、"10"（一括払い）が適用されます。 

※直接契約 / 包括契約でそれぞれ使用できる支払種別が異

なります。 

詳細は「7-1 クレジットカード決済  支払種別情報の指定」を

参照してください。 

△ 

withCapture 売上フラグ 右記参照 "true"： 与信・売上 

"false"： 与信のみ 

※ 指定が無い場合は、デフォルト値の"false"が設定されま

す。 

△ 

dddMessageVersion 3D メッセージバージョ

ン 

半角英数字 

10 桁 or 0 桁 

Message Version Number 

（例 "1.0.2"） 

【未使用】 △ 

dddTransactionId 3D トランザクション ID 半角英数字、

"+"、"-"、"=" 

28 文字 or 0 文

字 

Transaction Identifier(XID)  

20 桁バイナリ値を Base64 にて 28 桁英数字

に変換した値を指定します。 

【未使用】 △ 

dddTransactionStatus 3D トランザクションステ

ータス 

半角英字 1 桁 

右記参照 

3D セキュアトランザクションステータス 

"Y"：本人認証成功 

"N"：本人認証失敗（イシュアまたは会員が

原因） 

"U"：本人認証失敗（上記以外が原因） 

"A"：Attempt（暫定的に本人認証成功） 

""：値なし（空白） 

【未使用】 △ 

dddCavvAlgorithm 3DCAVV アルゴリズム 半角英字 1 桁 

右記参照 

3D セキュア CAVV アルゴリズム 

"0"：HMAC 

"1"：CVV 

"2"：CVV with ATN 

"3"：SPA Algorithm 

""：値なし（空白） 

【未使用】 △ 

dddCavv 3DCAVV 半角英数字 

28 桁 or 0 桁 

3D セキュア CAVV 【未使用】 △ 

dddEci 3DECI 半角数字 2 桁 

右記参照 

3D セキュア ECI 

"01"：Attempt（Master Card） 

【未使用】 △ 
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"02"：認証成功（Master Card） 

"05"：認証成功（VISA、JCB） 

"06"：Attempt（VISA、JCB）または未参加

（Master、VISA、JCB） 

"07"：認証実行不能（Master Card、VISA、

JCB） 

securityCode セキュリティコード 半角数字 

3 桁 or 4 桁 

セキュリティコード △ 

 

 

応答電文 ： CardReAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 10 桁

以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 

文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 文字列 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁

以内 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

cardTransactiontype カードトランザクション

タイプ 

文字列 6 桁以内  △ 

gatewayRequestDate ゲートウェイ要求日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが要求電文を受け取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

gatewayResponseDate ゲートウェイ応答日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerRequestDate センター要求日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが要求電文を受け取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerResponseDate センター応答日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

pending ペンディング 文字列 1 桁以内 "0"：なし  "1"：あり △ 

loopback ループバック 文字列 1 桁以内 "0"：なし  "1"：あり △ 

connectedCenterId 接続先カード接続セ

ンター 

文字列 5 桁以内  △ 

centerRequestNumber センター要求番号 文字列 7 桁以内  △ 

centerReferenceNumber センターリファレンス

番号 

文字列 7 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 要求電文に設定した値 

上 6桁下 2桁のみ数字表示され、その他は "*"（アスタ

リスク）に変換されます。（例 "411111********11"） 

△ 

reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。（例 "*****"） 

△ 
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reqCardOptionType 要求カードオプション

タイプ 

文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqMerchantTransaction 要求マーチャントトラ

ンザクション番号 

文字列 9 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqReturnReferenceNum

ber 

要求リターン参照番

号 

文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAuthCode 要求承認番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内 仕向け先コード（acquirerCode）と同一の値 △ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCancelDay 要求取消日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqWithDirect 要求同時直接 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

req3dMessageVersion 要求 3D メッセージバ

ージョン 

文字列 10 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionId 要求 3D トランザクシ

ョン ID 

文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionStatus 要求 3D トランザクシ

ョンステータス 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavvAlgorithm 要求3D CAVVアルゴ

リズム 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavv 要求 3D CAVV 文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dEci 要求 3D ECI 文字列 2 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコー

ド 

文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁”0”（ゼロ）に変換されます。 

△ 

reqAuthFlag 要求認証番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

resMerchantTransaction 応答マーチャントトラ

ンザクション番号 

文字列 9 桁以内 （削除予定項目） △ 

resReturnReferenceNum

ber 

応答リターン参照番

号 

文字列 12 桁以内 カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resAuthCode 応答承認番号 半角英数字スペ

ース 7 桁以内 

カード会社が発行する承認番号 △ 

resActionCode アクションコード 文字列 3 桁以内 カード会社との通信時に返戻されたコード値 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resCenterErrorCode 応答センターエラーコ

ード 

文字列 3 桁以内 カード会社における結果コード (例 "G12") △ 

resAuthTerm 応答与信期間 文字列 3 桁以内  × 
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resItemCode 応答商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

resResponseData 応答データ 文字列 20 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 20 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithNew 要求新規返品 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

acquirerCode 仕向け先コード 文字列 2 桁以内 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード 

最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電文

が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 

「7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧」を

参照 

△ 

tradUrl trAd 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しないため無視してくだ

さい。 

○ 
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6.1.3 クレジットカード決済売上 

要求電文 ： CardCaptureRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100

桁以内 

与信時に採番した取引 ID  ○ 

amount 決済金額 半角数字 8 桁以

内 

与信時に設定した金額以下を指定 

1 以上 99,999,999 以下 

○ 

 

応答電文 ： CardCaptureResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 10 桁

以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 

文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 文字列 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁

以内 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ 

cardTransactiontype カードトランザクショ

ンタイプ 

文字列 6 桁以内  △ 

gatewayRequestDate ゲートウェイ要求日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが要求電文を受け取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

gatewayResponseDate ゲートウェイ応答日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerRequestDate センター要求日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが要求電文を受け取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerResponseDate センター応答日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

pending ペンディング 文字列 1 桁以内 “0”：なし  “1”：あり △ 

loopback ループバック 文字列 1 桁以内 “0”：なし  “1”：あり △ 

connectedCenterId 接続先カード接続セ

ンター 

文字列 5 桁以内  △ 

centerRequestNumber センター要求番号 文字列 7 桁以内  △ 

centerReferenceNumber センターリファレンス

番号 

文字列 7 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 要求電文に設定した値 

上 6桁下 2桁のみ数字表示され、その他は "*"（アスタ

リスク）に変換されます。（例 "411111********11"） 

△ 
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reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。（例 "*****"） 

△ 

reqCardOptionType 要求カードオプショ

ンタイプ 

文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqMerchantTransaction 要求マーチャントトラ

ンザクション番号 

文字列 9 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqReturnReferenceNumber 要求リターン参照番

号 

文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAuthCode 要求承認番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内 仕向け先コード acquirerCode と同一の値 △ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCancelDay 要求取消日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqWithDirect 要求同時直接 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

req3dMessageVersion 要求 3D メッセージ

バージョン 

文字列 10 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionId 要求 3D トランザクシ

ョン ID 

文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionStatus 要求 3D トランザクシ

ョンステータス 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavvAlgorithm 要求 3D CAVV アル

ゴリズム 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavv 要求 3D CAVV 文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dEci 要求 3D ECI 文字列 2 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコ

ード 

文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁”0”（ゼロ）に変換されます。 

△ 

reqAuthFlag 要求認証番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

resMerchantTransaction 応答マーチャントトラ

ンザクション番号 

文字列 9 桁以内 （削除予定項目） △ 

resReturnReferenceNumber 応答リターン参照番

号 

文字列 12 桁以内 カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resAuthCode 応答承認番号 半角英数字スペ

ース 7 桁以内 

カード会社が発行する承認番号 △ 

resActionCode アクションコード 文字列 3 桁以内 カード会社との通信時に返戻されたコード値 △ 
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通常、貴社が意識する必要はありません。 

resCenterErrorCode 応答センターエラー

コード 

文字列 3 桁以内 カード会社における結果コード (例 "G12") △ 

resAuthTerm 応答与信期間 文字列 3 桁以内  × 

resItemCode 応答商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

resResponseData 応答データ 文字列 20 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 20 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithNew 要求新規返品 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

acquirerCode  仕向け先コード 文字列 2 桁以内 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード 

最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電

文が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 

「7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧」を

参照 

△ 
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6.1.4 クレジットカード決済キャンセル 

要求電文 ： CardCancelRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100

桁以内 

決済請求時に採番した取引 ID 

※通常返品時は元取引の取引 ID を指定、新規返品時は新

規取引として取引 ID を採番する必要があります。 

○ 

amount 決済金額 半角数字 8 桁以

内 

与信時に設定した金額以下、かつ 1 以上 99,999,999 以下 

※一部キャンセルも可能 

※指定なしの場合、全額取消 

△ 

 

応答電文 ： CardCancelResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 10 桁

以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 

文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 文字列 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁

以内 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ 

cardTransactiontype カードトランザクショ

ンタイプ 

文字列 6 桁以内  △ 

gatewayRequestDate ゲートウェイ要求日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが要求電文を受け取った日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

gatewayResponseDate ゲートウェイ応答日

時 

文字列 14 桁以内 ゲートウェイが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerRequestDate センター要求日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが要求電文を受け取った日時  

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerResponseDate センター応答日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが応答電文を返した日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

pending ペンディング 文字列 1 桁以内 “0”：なし  “1”：あり △ 

loopback ループバック 文字列 1 桁以内 “0”：なし  “1”：あり △ 

connectedCenterId 接続先カード接続セ

ンター 

文字列 5 桁以内  △ 

centerRequestNumber センター要求番号 文字列 7 桁以内  △ 

centerReferenceNumber センターリファレンス

番号 

文字列 7 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 要求電文に設定した値 △ 



OricoPayment Plus 開発ガイド 

54 

上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は"*"（アスタリス

ク）に変換されます。（例 "411111********11"） 

reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。（例 "*****"） 

△ 

reqCardOptionType 要求カードオプショ

ンタイプ 

文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqMerchantTransaction 要求マーチャントトラ

ンザクション番号 

文字列 9 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqReturnReferenceNumber 要求リターン参照番

号 

文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAuthCode 要求承認番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内 仕向け先コード acquirerCode と同一の値 △ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCancelDay 要求取消日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqWithDirect 要求同時直接 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

req3dMessageVersion 要求 3D メッセージ

バージョン 

文字列 10 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionId 要求 3D トランザクシ

ョン ID 

文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dTransactionStatus 要求 3D トランザクシ

ョンステータス 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavvAlgorithm 要求 3D CAVV アル

ゴリズム 

文字列 1 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dCavv 要求 3D CAVV 文字列 28 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

req3dEci 要求 3D ECI 文字列 2 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコ

ード 

文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁”0”（ゼロ）に変換されます。 

△ 

reqAuthFlag 要求認証番号 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

resMerchantTransaction 応答マーチャントトラ

ンザクション番号 

文字列 9 桁以内 （削除予定項目） △ 

resReturnReferenceNumber 応答リターン参照番

号 

文字列 12 桁以内 カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resAuthCode 応答承認番号 半角英数字スペ

ース 7 桁以内 

カード会社が発行する承認番号 △ 
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resActionCode アクションコード 文字列 3 桁以内 カード会社との通信時に返戻されたコード値 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resCenterErrorCode 応答センターエラー

コード 

文字列 3 桁以内 カード会社における結果コード (例 "G12") △ 

resAuthTerm 応答与信期間 文字列 3 桁以内  × 

resItemCode 応答商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

resResponseData 応答データ 文字列 20 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 20 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithNew 要求新規返品 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

acquirerCode  仕向け先コード 文字列 2 桁以内 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード 

最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電

文が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 

「7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧」を

参照 

△ 
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6-2 MPI ホスティング 

6.2.1 本人認証 

要求電文 ： MpiAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceOptionType 決済サービスオプショ

ンタイプ 

右記参照 "mpi-none" ： MPI 単体サービス 

"mpi-complete" ： 完全認証 

"mpi-company" ： 通常認証（カード会社リスク負担） 

"mpi-merchant" ： 通常認証（カード会社、加盟店リスク

負担） 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁

以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字 8 桁以内 1 以上 99,999,999 以下 ○ 

cardNumber カード番号 半角数字16桁以内 数字のみ、またはハイフン含みで指定（ハイフン含みの場

合は 19 桁以内で指定） 

○ 

cardExpire カード有効期限 半角英数字 5 桁 MM/YY （月 + "/" + 年）の形式 （例 "08/18"） ○ 

jpo 支払種別 半角英数字83桁以

内 

右記参照 

支払種別を指定します。 

"10" （一括払い） 

"21" （ボーナス一括） 

"23Fxx" （ボーナス(ボーナス月指定)、xx にボーナス月指

定） 

"61Cxx" （分割払い、xx に分割回数指定） 

“80” （リボルビング払い） 

※指定が無い場合は、"10"（一括払い）が適用されます。 

※直接契約 / 包括契約でそれぞれ使用できる支払種別

が異なります。 

詳細は「7-1 クレジットカード決済  支払種別情報の指定」

を参照してください。 

△ 

withCapture 売上フラグ 右記参照 "true"： 与信・売上 

"false"： 与信のみ 

※指定が無い場合は、デフォルト値の"false"が設定されま

す。 

△ 

securityCode セキュリティコード 半角数字 

3 桁 or 4 桁 

セキュリティコード △ 

redirectionUri リダイレクション URI 半角英数字1024バ

イト以内 

検証結果を返す URI を指定 

指定がない場合には予め登録された URI を用います。 

△ 

httpUserAgent HTTP ユーザエージェ

ント 

制限なし 消費者のブラウザ情報 ○ 

httpAccept HTTP アセプト 制限なし 消費者のブラウザ情報 ○ 

 

応答電文 ： MpiAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字10桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ。 ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 
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merrMsg エラーメッセージ 文字列 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ 

mpiTransactiontype MPI トランザクションタ

イプ 

文字列 6 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 要求電文に設定した値 

上 6桁下 2桁のみ数字表示され、その他は"*"（アスタ

リスク）に変換されます。（例 "411111********11"） 

△ 

reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。（例 "*****"） 

△ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

仕向け先コードは Verify 後の search 結果のカードトランザ

クションの reqAcquirerCode に含まれます 

△ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコード 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

全桁”0”（ゼロ）に変換されます。 

△ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqRedirectionUri 要求リダイレクション

URI 

文字列1024桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqHttpUserAgent 要求 HTTP ユーザエー

ジェント 

無制限 要求電文に設定した値 △ 

reqHttpAccept 要求 HTTP アセプト 無制限 要求電文に設定した値 △ 

resResponseContents 応答コンテンツ 無制限 本人認証が成功した場合に貴社側でコンシューマに対して

応答するレスポンス 

△ 

resCorporationId 応答会社 ID 文字列 2 桁以内 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード △ 
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最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電

文が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 

「7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧を

参照 

resBrandId 応答ブランド ID 文字列 2 桁以内 以下の値が設定されます。 

"35"：JCB 

"4"：VISA 

"5"：MASTER 

△ 

res3dMessageVersion 応答 3D セキュアメッセ

ージバージョン 

文字列 10 桁以内  △ 

authRequestDatetime 本人認証要求日時 文字列 28 桁以内 本人認証要求の受付時間 

EEE MMM DD hh:mm:dd JST YYYY 形式 

（例 "Wed Feb 12 12:17:40 JST 2014"） 

△ 

authResponseDatetime 本人認証応答日時 文字列 28 桁以内 本人認証の応答時間 

EEE MMM DD hh:mm:dd JST YYYY 形式 

（例 "Wed Feb 12 12:17:40 JST 2014"） 

△ 

optionResults オプション結果 文字列  △ 

 

6.2.2 本人認証 結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 本人認証再取引 

要求電文 ： MpiReAuthorizeRequestDto 

 リダイレクト受信内容：OricoPayment Plus から消費者ブラウザ経由で店舗へリダイレクト(POST)される内容 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

RequestId リクエスト ID 半角英数字記号 128 文字以内 本人認証の結果を検索する際のキー項目 ○ 

OrderId 取引 ID 半角英数字 100 文字以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID △ 
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フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceOptionType 決済サービスオプシ

ョンタイプ 

右記参照 "mpi-none" ： MPI 単体サービス 

"mpi-complete" ： 完全認証 

"mpi-company" ： 通常認証（カード会社リスク負担） 

"mpi-merchant" ： 通常認証（カード会社、加盟店リスク

負担） 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以

内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

originalOrderId 元取引 ID 半角英数字 100 桁以

内 

再取引を行う過去取引の取引 ID ○ 

amount 決済金額 半角数字 8 桁以内 1 以上 99,999,999 以下 ○ 

cardNumber カード番号 半角数字 16 桁以内 数字のみ、またはハイフン含みで指定（ハイフン含みの場

合は 19 桁以内で指定） 

△ 

cardExpire カード有効期限 半角英数字 5 桁 MM/YY （月 + "/" + 年）の形式 （例 "08/18"） △ 

jpo 支払種別 半角英数字 83 桁以

内 

右記参照 

支払種別を指定します。 

"10" （一括払い） 

"21" （ボーナス一括） 

"23Fxx" （ボーナス(ボーナス月指定)、xx にボーナス月指

定） 

"61Cxx" （分割払い、xx に分割回数指定） 

“80” （リボルビング払い） 

※ 指定が無い場合は、"10"（一括払い）が適用されます。 

※直接契約 / 包括契約でそれぞれ使用できる支払種別

が異なります。 

詳細は「7-1 クレジットカード決済  支払種別情報の指定」

を参照してください。 

△ 

withCapture 売上フラグ 右記参照 "true"： 与信・売上 

"false"： 与信のみ 

※指定が無い場合は、デフォルト値の"false"が設定されま

す。 

△ 

securityCode セキュリティコード 半角数字 

3 桁 or 4 桁 

セキュリティコード △ 

redirectionUri リダイレクション URI 半角英数字 1024 バ

イト以内 

検証結果を返す URI を指定 

指定がない場合には予め登録された URI を用います。 

△ 

httpUserAgent HTTP ユーザエージェ

ント 

制限なし 消費者のブラウザ情報 ○ 

httpAccept HTTP アセプト 制限なし 消費者のブラウザ情報 ○ 

 

応答電文 ： MpiReAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字10桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ。 ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 
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marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以

内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ 

mpiTransactiontype MPI トランザクションタ

イプ 

文字列 6 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

仕向け先コードは Verify 後の search 結果のカードトランザ

クションの reqAcquirerCode に含まれます 

△ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値。 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコード 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 4 桁以内 要求電文に設定した値 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

reqRedirectionUri 要求リダイレクション

URI 

文字列1024桁以内 要求電文に設定した値 △ 

reqHttpUserAgent 要求 HTTP ユーザエー

ジェント 

無制限 要求電文に設定した値 △ 

reqHttpAccept 要求 HTTP アセプト 無制限 要求電文に設定した値 △ 

resResponseContents 応答コンテンツ 無制限 本人認証が成功した場合に貴社側でコンシューマに対して

応答するレスポンス 

△ 

resCorporationId 応答会社 ID 文字列 2 桁以内 店舗が加盟店契約をしているカード会社のコード 

最終的に決済を行うカード発行会社ではなく、決済要求電

文が最初に仕向けられる加盟店管理会社です。 

「7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧」を

参照 

△ 



OricoPayment Plus 開発ガイド 

61 

resBrandId 応答ブランド ID 文字列 2 桁以内 以下の値が設定されます。 

"35"：JCB 

"4"：VISA 

"5"：MASTER 

△ 

res3dMessageVersion 応答 3D セキュアメッセ

ージバージョン 

文字列 10 桁以内  △ 

authRequestDatetime 本人認証要求日時 文字列 12 桁以内 本人認証要求の受付時間 

EEE MMM DD hh:mm:dd JST YYYY 形式 

（例 "Wed Feb 12 12:17:40 JST 2014"） 

△ 

authResponseDatetime 本人認証応答日時 文字列 12 桁以内 本人認証の応答時間 

EEE MMM DD hh:mm:dd JST YYYY 形式 

（例 "Wed Feb 12 12:17:40 JST 2014"） 

△ 

optionResults オプション結果 文字列  △ 

 

6.2.4 本人認証再取引 結果 

 

 

 

  

 リダイレクト受信内容：OricoPayment Plus から消費者ブラウザ経由で店舗へリダイレクト(POST)される内容 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

RequestId リクエスト ID 半角英数字記号 128 文字以内 本人認証の結果を検索する際のキー項目 ○ 

OrderId 取引 ID 半角英数字 100 文字以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID △ 
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6-3  コンビニ決済 

※2012 年 12 月以降、ローソン・ファミリーマート・セイコーマートをご利用の際は、新しい決済サービスオプションである"econ"（イーコン）を

ご利用下さい。 

※2013 年 8 月以降、ミニストップをご利用の際は、決済サービスオプションに"econ"（イーコン）をご指定下さい。 

※2014 年 1 月以降、サークル K サンクスをご利用の際は、決済サービスオプションに"econ"（イーコン）をご指定下さい。 

※サークル K サンクスの econ 切替えが対応時期延期となりました。このため、サークル K サンクスは、「"other"（その他）」にて構築して下

さい。 

※2014 年 10 月以降 、サークル K サンクスをご利用の際は、決済サービスオプションに"econ"（イーコン）をご指定下さい。 

6.3.1 コンビニ決済申込 

要求電文 ： CvsAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceOptionType 決済サービスオ

プション 

右記参照 "sej"：セブン－イレブン  

"econ"：イーコン（ローソン、ファミリーマート、サークル K サン

クス、ミニストップ、セイコーマート） 

"other"：その他（デイリーヤマザキ） 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 金額 半角数字 6 桁以内 1 以上 299,999 以下 

※0 円、または 30 万円以上の金額を設定した場合、エラーが

発生するか、コンビニ店舗で支払受付を拒否される可能性が

あります。 

○ 

name1 氏名 1 全角 20 バイト以内 顧客姓 

※詳細は「8-6 コンビニ決済 使用可能文字一覧」参照。 

○ 

name2 氏名 2 全角 20 バイト以内 顧客名 

※詳細は「8-6 コンビニ決済 使用可能文字一覧」参照。 

○ 

telNo 電話番号 半角数字 13 桁以内 

右記参照 

顧客電話番号 

数字のみは 11 桁以内、ハイフン含みは 13 桁以内 

例） 0311112222、03-1111-2222、09011112222、

090-1111-2222 

※電話番号は固定値としないでください。 

○ 

payLimit 支払期限 半角数字 10 桁 

右記参照 

yyyy/mm/dd の形式 ○ 

セブン－イレブン   

イーコン         

その他：  

：当日～150 日後を指定可能 

：当日～60 日後を指定可能 

：当日～365 日後を指定可能 

paymentType 支払区分 "0"固定 

右記参照 

※現在はリザーブパラメーターのため無条件に "0" を設定 ○ 

free1 備考 1 文字列 

詳細は右記 

備考欄（商品詳細などに利用する） ※ 

セブン－イレブン 

イーコン 

その他 

： 使用不可 

： 任意（50 バイト） 

： 任意（32 バイト） 

free2 備考 2 文字列 

詳細は右記 

備考欄（商品詳細などに利用する） ※ 

セブン－イレブン 

イーコン 

その他 

： 使用不可 

： 使用不可 

： 任意（32 バイト） 

 

応答電文 ： CvsAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 
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serviceType 決済サービスタ

イプ 

半角英数字 10 桁以内 要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセー

ジ 

文字列 1024 バイト以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に

付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文字以

内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

receiptNo 受付番号 文字列 32 文字以内 正常に決済請求が完了した際に返戻されるコンビニの受付番

号 

・セブン－イレブン ： 払込票番号（13 桁） 

・イーコン ： 受付番号（6 桁） 

・その他 ： オンライン決済番号（11 桁） 

△ 

haraikomiUrl 払込票 URL 半角英数字 256 文字以

内 

コンビニから返される払込票 URL。 

※セブン－イレブン：PC 用画面・スマートフォン用画面・携帯

用画面を消費者の利用端末を判別して表示します。 

※イーコン：返戻されません。 

※デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー：携帯での表

示・支払に対応しています。 

戻り値の「https://～.info/JLP/JLPcon」の部分を 

「https://w2.kessai.info/JLM/JLMcon」に置換えてご利用く

ださい。 

例）https://w2.kessai.info/JLM/JLMcon?code=xxx～

&rkbn=1 

※ 

txnVersion MDK バージョ

ン 

半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

tradUrl trAd 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しないため無視してくだ

さい。 

○ 
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6.3.2 コンビニ決済キャンセル 

要求電文 ： CvsCancelRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceOptionType 決済サービスオ

プション 

右記参照 "sej"：セブン－イレブン  

"econ"：イーコン（ローソン、ファミリーマート、サークル K サンク

ス、ミニストップ、セイコーマート） 

"other"：その他（デイリーヤマザキ） 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求時に採番した取引 ID ○ 

 

応答電文 ： CvsCancelResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタ

イプ 

半角英数字 10 桁以内 要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の

処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセー

ジ 

文字列 1024 バイト以

内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に

付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文字

以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョ

ン 

半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありま

せん。 

○ 
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6-4  電子マネー決済 

6.4.1 電子マネー決済申込（楽天 Edy） 

要求電文 ： EmAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 
モバイル Edy サイバーEdy Edy ダイレクト 

serviceOptionType 決済サービス 

オプション 

右記参照 "edy-mobile" "edy-pc" "edy-direct" ○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100

桁以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字 5 桁

以内 

1 以上 50,000 以下 ○ 

settlementLimit 決済期限 半角数字 14 桁 

右記参照 

支払期限（YYYYMMDDhhmmss） 

※決済期限のチェックは OricoPayment Plus の電文受信時のシステ

ム日時を基準とします。 

※ 

【必須】 

当日～90 日後を決済

期限に指定可能 

【設定不可】 

10 日固定 

mailAddr メールアドレス 半角英数字 256

桁以内 

決済依頼メールを送付する消費者の携帯電話メールアドレス 

楽天 Edy 利用可能なおサイフケータイにおいて、初期設定・サービス

登録が必要です。ドメイン指定受信を設定している場合は

@bitwallet.co.jp を許可ドメインに加える必要があります。 

※ 

【必須】 【設定不可】 

forwardMailFlag 転送メール送

信要否 

半角数字 1 桁 

右記参照 

楽天 Edy から消費者に通知する決済依頼メール、決済完了メールの

コピーメール又は BCC メールを貴社受信用メールアドレス

（merchantMailAddr）に送信するか否かを設定 

※ 

【任意】 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

【設定不可】 

 

merchantMailAddr マーチャントメ

ールアドレス 

半角英数字 256

桁以内 

楽天 Edy から消費者に通知する決済依頼メール、決済完了メールの

コピーメール又は BCC メールを受信するメールアドレス 

以下の文字も使用できます。 

"." (ドット)、"-" (ハイフン)、"_" (アンダースコア)、"@" (アットマーク) 

複数指定時は","区切り指定して下さい。 

※ 

転送メール送信要否

（forwardMailFlag）に

"1"： 送信要を設定

した場合に設定必須 

【設定不可】 

requestMailAddInfo 依頼メール送

信付加情報 

文字列 256 バイ

ト以内 

決済依頼メールに追加される文字列（商品情報等） ※ 

【任意】 

※詳細は8-9「電子マ

ネー決済メール表

示」参照 

【設定不可】 

completeMailAddInfo 完了メール付

加情報 

文字列 300 バイ

ト以内 

決済完了メールに追加される文字列（遷移先 URL 等） ※ 

【任意】 

※詳細は8-9「電子マ

ネー決済メール表

示」参照 

【設定不可】 

shopName ショップ名 文字列 48 バイ

ト以内 

決済依頼メール、決済完了メールで使用する店舗名 ※ 

【任意】 

※詳細は8-9「電子マ

ネー決済メール表

示」参照 

【設定不可】 【任意】 
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completeNoticeUrl 決済完了通知

URL 

半角英数字 256

桁以内 

【設定不可】 【任意】 

支払いを完了した後に遷移する URL  

※設定しない場合は無遷移 

※ 

 

応答電文 ： EmAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Edy サイバーEdy Edy ダイレクト 

serviceType 決済サービスタ

イプ 

半角英数字 10

桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 

文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 

文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセー

ジ 

文字列 1024 バ

イト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁

以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 

文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁

以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字記

号 64 文字以内 

決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センターで採番

される受付番号 
△ 

appUrl 決済アプリ起動

URL 

半角英数字 384 

文字以内 

【設定なし】 Edy Viewer の起動

URL※ 

モバイルアプリの起

動 URL 

※ 

txnVersion MDK バージョ

ン 

半角英数字 5

桁 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

tradUrl trAd 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しないため無視してください。 ○ 

※サイバーEdy での決済について 

楽天 Edy の制御により、appUrl（決済アプリ起動 URL）にアクセス後に支払いを中断すると再度アクセスする事ができず、 

決済を最初からやり直す必要があります。消費者様へ注意喚起される事をお勧めします。 

 

6.4.2 電子マネー決済キャンセル（楽天 Edy） 
楽天 Edy 決済はキャンセルが実施できません。 
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6.4.3 電子マネー返金申込（楽天 Edy） 

※楽天 Edy 決済の返金受取期限は６０日間固定です。 

要求電文 ： EmRefundRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Edy サイバーEdy Edy ダイレクト 

serviceOptionType 決済サービス

オプション 

右記参照 "edy-mobile" 

 

"edy-pc" "edy-direct" ○ 

orderId 取引 ID 半角英数字

100 桁以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 返金金額 半角数字 5 桁

以内 

返金金額。返金は一回のみ可能。 

1 以上 50,000 以下、かつ決済申込時の金額以下 
○ 

orderKind オーダー種別 半角英数字 10

桁以内 

"refund"：返金 を指定 ○ 

refundOrderId 返金対象取引

ID 

半角英数字

100 文字以内 

決済請求時に採番した取引 ID ○ 

edyGiftName 返金名義 文字列 32 バイ

ト以内 

（全角 16 文字、

半角 32 文字） 

返金用に用いられる Edy ギフトの取得画面で表示される個別返金名

義を設定したい場合に指定 

未指定：『Edy 決済返金』 

指定：『Edy 決済返金』＋指定名義 

△ 

 

応答電文 ： EmRefundResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Edy サイバーEdy Edy ダイレクト 

serviceType 決済サービスタ

イプ 

半角英数字 10

桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 

文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 

桁 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理結

果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセー

ジ 

文字列 1024 バ

イト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁

以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 

文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁

以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字記

号 32 文字以内 

決済センターへ正常に返金請求が完了した際に決済センターで採番

される受付番号 
△ 

appUrl 決済アプリ起動

URL 

半角英数字 384 

文字以内 

【設定なし】 ※ 

txnVersion MDK バージョ

ン 

半角英数字桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 
○ 
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6.4.4 電子マネー決済申込（Suica） 

要求電文 ： EmAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Suica Suica インターネットサービス 

serviceOptionType 決済サービスオプ

ション 

右記参照 "suica-mobile-mail"  

メール決済：モバイル Suica ア

プリの起動 URL が載るメール

を Suica センターより消費者に

通知する。 

 

"suica-mobile-app" 

アプリ決済：モバイル Suica ア

プリの起動リンクを弊社より返

戻する。即時誘導が可能。 

"suica-pc-mail"  

メール連携：SIS（Suica インター

ネットサービス）サイト決済画面

への URL が載るメールを Suica

センターより消費者に通知する。 

 

"suica-pc-app"  

ブラウザ連携：SIS サイト決済画

面のURLを弊社より返戻する。リ

ダイレクトにより即時誘導が可

能。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁

以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字 5 桁以内 1 以上 20,000 以下 ○ 

settlementLimit 決済期限 半角数字 14 桁 

右記参照 

支払期限（YYYYMMDDhhmmss） 

当日～365 日後を指定可能。5 分以内の指定は不可。 

※決済期限の上限・下限チェックはOricoPayment Plusの電文受信

時のシステム日時を基準とします。 

○ 

mailAddr メールアドレス 半角英数字 256 桁

以内 

決済依頼メールを送付する消費者の携帯電話メールアドレス ※ 

メール決済 必須 メール連携 必須 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

forwardMailFlag 転送メール送信要

否 

半角数字 1 桁 

右記参照 

Suica 決済センターから消費者に通知する決済依頼メール、決済完

了メールのコピーメール又は BCC メールを貴社受信用メールアド

レス（merchantMailAddr）に送信するか否かを指定 

※ 

メール決済 任意 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

メール連携 任意 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

merchantMailAddr マーチャントメール

アドレス 

半角英数字 256 桁

以内 

Suica 決済センターから消費者に通知する決済依頼メール、決済完

了メールのコピーメール又は BCC メールを受信するメールアドレ

ス 

以下の文字も使用できます。"." (ドット)、"-" (ハイフン)、"_" (アン

ダースコア)、"@" (アットマーク)  

※メール決済／メール連携で転送メール送信要否

（forwardMailFlag）に "1"： 送信要を設定した場合に設定必須 

※ 

メール決済 任意 メール連携 任意 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

requestMailAddInfo 依頼メール送信付

加情報 

文字列256バイト以

内 

決済依頼メールに追加される文字列（商品情報等） 

※詳細は 8-9「電子マネー決済メール表示」参照 

※ 

メール決済 任意 メール連携 任意 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

completeMailAddInfo 完了メール付加情

報 

文字列300バイト以

内 

決済完了メールに追加される文字列（遷移先 URL 等） 

※完了メール送信要否（completeMailFlag）に “0”： 送信不要を設

定し、かつ本項目を設定していた場合はエラーが発生します。 

※ 

completeMailFlag 完了メール送信要

否 

半角数字 1 桁 

右記参照 

Suica 決済センターから消費者に決済完了時にメールを送信する

か否かを指定 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

※本項目を未設定（null）とした場合、デフォルトで"0"： 送信不要

が設定されます。 

※ 
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※本項目で"１"：送信要を設定した場合でも、完了メール付加情報

（completeMailAddInfo）の設定は必須ではありません。完了メール

付加情報（completeMailAddInfo）を未設定（null）とすることも可能で

す。 

confirmScreenAddInf

o 

内容確認画面付加

情報 

文字列256バイト以

内 

内容確認画面に表示する付加情報 

※詳細は 8-10「電子マネー決済 決済画面表示」参照 

△ 

completeScreenAddI

nfo 

完了画面付加情報 文字列256バイト以

内 

決済完了画面に表示する付加情報 

※詳細は 8-10「電子マネー決済 決済画面表示」参照 

△ 

screenTitle 画面タイトル 文字列 40 バイト以

内 

決済完了画面・決済確認画面等で「商品・サービス名」に表示され

る文字列 

※詳細は 8-9「電子マネー決済メール表示」、8-10「電子マネー決

済 決済画面表示」参照 

以下の文字が設定可能です。 

・半角英数字 

・半角記号（但し以下を除く  ^ （ハット）、` （バッククォート）、

{  } （中括弧）、| （縦棒）、~ （チルダ）） 

・全角文字 

○ 

 

 

応答電文 ： EmAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Suica Suica インターネットサービス 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字10桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文

字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト

以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与

する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する

ID 

○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字64文字

以内 

決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センターで採

番される受付番号 

△ 

appUrl 決済アプリ起動

URL 

半角英数字 384 文

字以内 

メール決済 設定無し メール連携 設定無し ※ 

アプリ決済 処理成功時、 

アプリ起動 URL 

ブラウザ連携 処理成功時、 

決済画面 URL 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありませ

ん。 

○ 

tradUrl trAd 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しないため無視してください。 ○ 
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6.4.5 電子マネー決済キャンセル（Suica） 

要求電文 ： EmCancelRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Suica Suica インターネットサービス 

serviceOptionType 決済サービスオプショ

ン 

右記参照 キャンセル対象の取引の、決済した方式を指定 ○ 

"suica-mobile-mail" 

"suica-mobile-app" 

"suica-pc-mail"  

"suica-pc-app" 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求時に採番した取引 ID ○ 

orderKind オーダー種別 右記参照 キャンセル対象のオーダー種別を指定 

"authorize"： 決済申込 

"refund"： 返金申込 

○ 

 

応答電文 ： EmCancelResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Suica Suica インターネットサービス 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 10 桁以内 要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 
mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト以

内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文字

以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ 
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6.4.6 電子マネー返金申込（Suica） 

要求電文 ： EmRefundRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Suica Suica インターネットサービス 

serviceOptionType 決済サービスオプ

ション 

右記参照 返金対象の取引の、決済した方式を指定 ○ 

"suica-mobile-mail" 

"suica-mobile-app" 

"suica-pc-mail" 

"suica-pc-app" 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁

以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 返金金額 半角数字 5 桁以内 返金金額を指定。返金は一回のみ可能。 

1 以上 20,000 以下、 かつ決済申込時の金額以下 

○ 

orderKind オーダー種別 半角英数字10桁以

内 

“refund”：返金 を指定 ○ 

refundOrderId 返金対象取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済請求時に採番した取引 ID を指定します。 ○ 

settlementLimit 返金受取期限 半角数字 14 桁 

右記参照 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

返金申込当日 5 分後から 60 日以内で指定可能です。 

○ 

mailAddr メールアドレス 半角英数字 256 桁

以内 

返金する取引において指定した消費者の携帯電話メールアドレス 

※メール決済／メール連携に設定されない場合は事前に JR 東日

本に登録されたメールアドレスが適用されます。 

※ 

メール決済 任意 メール連携 任意 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

forwardMailFlag 転送メール送信要

否 

半角数字 1 桁 

右記参照 

返金通知メールのコピー又は BCC メールをマーチャントメールアド

レス（merchantMailAddr）に送信するか否かを指定 

※返金の場合は、返金完了メールは消費者に通知されません。 

※ 

メール決済 任意 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

メール連携 任意 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

merchantMailAddr マーチャントメール

アドレス 

半角英数字 256 桁

以内 

返金通知メールのコピーメール又は BCC メール先マーチャントメ

ールアドレス 

以下の文字も使用できます。 

"."(ドット)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、"@"(アットマーク)  

※メール決済／メール連携で転送メール送信要否

（forwardMailFlag）に"1"： 送信要を設定した場合、設定必須 

※ 

メール決済 任意 メール連携 任意 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

requestMailAddInfo 返金通知メール付

加情報 

半角英数字 256 桁

以内 

返金通知メールに追加される文字列（返金情報等） 

※詳細は 8-9「電子マネー決済メール表示」参照 

※ 

メール決済 任意 メール連携 任意 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

requestMailFlag 返金通知メール送

信要否 

半角数字 1 桁 

右記参照 

Suica 決済センターから消費者に返金通知メールの送信要否を指

定 

※特に理由がない場合は、"１"：送信要に設定願います。 

※ 

メール決済 任意 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

メール連携 任意 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

アプリ決済 設定不可 ブラウザ連携 設定不可 

confirmScreenAddInf

o 

内容確認画面付加

情報 

文字列256バイト以

内 

返金内容確認画面に表示する付加情報 

※詳細は 8-10「電子マネー決済 決済画面表示」参照 

△ 

completeScreenAddI

nfo 

完了画面付加情報 文字列256バイト以

内 

返金受取完了画面に表示する付加情報 

※詳細は 8-9「電子マネー決済メール表示」、8-10「電子マネー決

済 決済画面表示」参照 

△ 

screenTitle 画面タイトル 文字列 40 バイト以 返金内容確認、返金受取完了画面などで「商品・サービス名」に表 △ 
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内 示される文字列 

※詳細は 8-9「電子マネー決済メール表示」、8-10「電子マネー決

済 決済画面表示」参照 

 

応答電文 ： EmRefundResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイル Suica Suica インターネットサービス 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字10桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト

以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与

する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する

ID 

○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字 32 文

字以内 

決済センターへ正常に返金請求が完了した際に決済センターで採

番される受付番号 

△ 

appUrl 決済アプリ起動

URL 

半角英数字 384 文

字以内 

メール決済 設定無し メール連携 設定無し ※ 

アプリ決済 処理成功時、 

アプリ起動

URL 

ブラウザ連携 処理成功時、 

返金画面 URL 

※Suica ポケット

を用いた返金 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありませ

ん。 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OricoPayment Plus 開発ガイド 

73 

6.4.7 電子マネー決済申込（WAON） 

要求電文 ： EmAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイルアプリ決済 Pasori 決済 

serviceOptionType 決済サービスオプ

ション 

右記参照 "waon-mobile"  "waon-pc"  ○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字 5 桁以内 1 以上 50,000 以下 ○ 

settlementLimit 決済期限 半角数字 14 桁 

右記参照 

支払期限（YYYYMMDDhhmmss） 

決済日から 365 日先の日付までが上限です。 

（例 1/1 日中の取引に関しては、YYYY1231235959 が上

限） 

○ 

mailAddr メールアドレス 半角英数字 256 桁以内 WAON センター側から消費者に通知されるメールの宛先を

指定 

※取引において「WAON 媒体がロックされている」などのエ

ラーが発生した場合に使用します。 

△ 

successUrl 成功時戻り URL 半角英数字 128 桁以内 【設定不可】 【必須】 

決済が成功した場合、戻りボタ

ン押下時に遷移する店舗 URL 

※ 

failureUrl 失敗時戻り URL 半角英数字 128 桁以内 【設定不可】 【必須】 

決済が失敗した場合、戻りボタ

ン押下時に遷移する店舗 URL 

※ 

cancelUrl キャンセル時 

戻り URL 

半角英数字 128 桁以内 【設定不可】 【必須】 

支払い確認ページなどでキャ

ンセルボタン押下時に遷移す

る店舗 URL 

※ 

cancelLimit 支払取消期限 半角数字 14 桁 返金期限（YYYYMMDDhhmmss） 

決済日から 365 日先の日付までが上限です。 

（例 1/1 日中の取引に関しては、YYYY1231235959 が上

限） 

※キャンセル（Cancel）の期限ではなく返金（Refund）の期限 

○ 

 

応答電文 ： EmAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイルアプリ決済 Pasori 決済 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 10 桁以内 要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト以

内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文字

以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字 64 文字以

内 

決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センタ

ーで採番される受付番号 

△ 
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appUrl 決済アプリ起動

URL 

半角英数字 384 文字

以内 

アプリ起動 URL 決済画面 URL △ 

invoiceId 請求番号 半角英数字 25 桁 弊社の WAON 決済サーバが発番する請求に対する ID △ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ 

tradUrl trAd 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しないため無視してく

ださい。 

○ 

 

6.4.8 電子マネー決済キャンセル（WAON） 

WAON 決済はキャンセルが実施できません。 
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6.4.9 電子マネー返金申込（WAON） 

要求電文 ： EmRefundRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイルアプリ決済 Pasori 決済 

serviceOptionType 決済サービスオプシ

ョン 

右記参照 返金する取引の、決済した方式を指定 ○ 

"waon-mobile"  "waon-pc"  

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁

以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 返金金額 半角数字 5 桁以内 返金金額を指定。返金は一回のみ可能。 

1 以上 50,000 以下、かつ決済申込時の金額以下 

○ 

orderKind オーダー種別 半角英数字 10 桁以

内 

"refund"：返金 を指定 ○ 

refundOrderId 返金対象取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済請求時に採番した取引 ID ○ 

mailAddr メールアドレス 半角英数字 256 桁

以内 

取引においてエラーやキャンセルが発生した場合に、WAON セ

ンター側から消費者に通知されるメールの宛先を指定 

△ 

successUrl 成功時戻り URL 半角英数字 128 桁

以内 

【設定不可】 【必須】 

返金が成功した場合、戻りボタン

押下時に遷移する店舗 URL 

※ 

failureUrl 失敗時戻り URL 半角英数字 128 桁

以内 

【設定不可】 【必須】 

返金が失敗した場合、戻りボタン

押下時に遷移する店舗 URL 

※ 

cancelUrl キャンセル時 

戻り URL 

半角英数字 128 桁

以内 

【設定不可】 【必須】 

確認ページなどでキャンセルボタ

ン押下時に遷移する店舗 URL 

※ 

 

応答電文 ： EmRefundResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設

定 モバイルアプリ決済 Pasori 決済 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 10 桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の

処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト

以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に

付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文

字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字 32 文

字以内 

決済センターへ正常に返金請求が完了した際に決済センター

で採番される受付番号 

△ 

appUrl 決済アプリ起動 URL 半角英数字 384 文

字以内 

アプリ起動 URL 返金画面 URL 

決済と同様にアプリ上で返金処

理を行います。 

△ 

invoiceId 請求番号 半角英数字 25 桁 弊社の WAON 決済サーバが発番する請求に対する ID △ 
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txnVersion MDK バージョン 半角英数字桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありま

せん。 

○ 

※WAON 決済開発の注意点 

WAON 決済は、楽天 Edy や Suica と異なりエラーが発生した場合以外、WAON 決済センターから消費者にメール通知が行われることはあり

ません。上記、要求電文フィールドの「mailAddr」はエラー通知メール用のパラメータであり、任意指定項目です。 

この為、応答電文フィールドである「appUrl」を用いたリダイレクト処理、もしくは URL 自体をメールなどで消費者に通知し、WAON の決済用

サイトにアクセス、または決済アプリを起動して決済するよう、貴社にて決済フローを構築する必要があります。 
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6-5  銀行決済 

6.5.1 銀行決済申込 

要求電文 ： BankAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceOptionType 決済サービスオプ

ション 

右記参照 "atm"：ATM 決済(番号通知方式) 

"netbank-pc"：ネットバンク決済：PC（銀行リンク方式） 

"netbank-docomo"：ネットバンク決済：docomo（銀行リンク方式） 

"netbank-softbank"：ネットバンク決済：SoftBank（銀行リンク方式） 

"netbank-au"：ネットバンク決済：au（銀行リンク方式） 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁

以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字10桁以内 1 以上 2,000,000,000 以下 ○ 

name1 顧客名 1 全角 10 文字以内 購入者名 

※詳細は「8-7 銀行決済 使用可能文字一覧」を参照して下さい。 

○ 

name2 顧客名 2 全角 10 文字以内 購入者名（予備） 

※詳細は「8-7 銀行決済 使用可能文字一覧」を参照して下さい。 

△ 

kana1 顧客名カナ 1 全角 10 文字以内 購入者名（カナ） 

※詳細は「8-7 銀行決済 使用可能文字一覧」を参照して下さい。 

○ 

kana2 顧客名カナ 2 全角 10 文字以内 購入者名（カナ）（予備） 

※詳細は「8-7 銀行決済 使用可能文字一覧」を参照して下さい。 

△ 

payLimit 支払期限 半角数字 8 桁 

右記参照 

支払期限（YYYYMMDD 形式） 

当日～60 日後を支払期限に指定可能。 

○ 

contents 請求内容（漢字） 全角 12 文字以内 インフォメーションとして ATM 等に表示 ○ 

contentsKana 請求内容（カナ） 全角 24 文字以内 インフォメーションとして ATM 等に表示 ○ 

payCsv 決済機関コード 半角数字 4 桁 支払を行う金融機関を固定する場合に金融機関コードを指定 △ 

 

応答電文 ： BankAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 

説明 設

定 

番号通知方式 

銀行リンク方式 

決済機関コード 

未指定 
決済機関コード指定 

serviceType 決済サービスタイ

プ 

半角英数字10桁以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理結

果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与する

ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 文字列 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

requestId リクエスト ID 半角英数字記号 24

桁以内 

要求に対する任意の ID です。記号は"@"、"-"が含まれます。 △ 

shunoKikanNo 収納機関番号 半角英数字 8 桁以

内 

処理成功時のみ返戻 【返戻なし】 処理成功時のみ返戻 ※ 
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customerNo お客様番号 半角英数字20桁以

内 

処理成功時のみ返戻 【返戻なし】 【返戻なし】 ※ 

confirmNo 確認番号 半角英数字 6 桁以

内 

処理成功時のみ返戻 【返戻なし】 【返戻なし】 ※ 

billPattern 支払パターン 文字列 128 文字以

内 

【返戻なし】 【返戻なし】 処理成功時のみ返戻 ※ 

bill 支払暗号文字列 文字列1024文字以

内 

【返戻なし】 【返戻なし】 処理成功時のみ返戻 ※ 

url URL 半角英数字 512 桁

以内 

【返戻なし】 処理成功時のみ返戻 

金融機関選択画面へ

の URL 

処理成功時のみ返戻 

金融機関が提供する

入金画面への URL 

※ 

view 画面情報 文字列 【返戻なし】 要求電文の

serviceOptionType に

"netbank-pc"を指

定、且つ処理成功時

のみ返戻 

【返戻なし】 ※ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 
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6-6  銀聯ネット決済（UPOP） 

※2012 年 12 月より、銀聯ネット決済をリニューアルし、銀聯ネット決済（UPOP）となりました。旧バージョンとの互換性はありません。 

 

6.6.1 銀聯ネット決済（UPOP）与信 

要求電文：UpopAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字100桁以内 上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字 12 桁以内 決済金額（日本円） 

1 以上 999,999,999,999 以下 

○ 

withCapture 売上フラグ 右記参照 "true"： 与信・売上 

"false"： 与信のみ 

※ 指定が無い場合は、デフォルト値（与信のみ）が指定されます。 

△ 

termUrl 決済結果戻

り先 URL 

URL の使える文字 256

桁以内 

決済完了後に、店舗側へ遷移を戻すための URL を指定 ○ 

customerIp 消費者 IP ア

ドレス 

IP の使える文字 40 

桁以内 

消費者側の IP アドレスを指定（例：111.111.111.111） 

※IPV6 の形式も対応しています。 

○ 

 

 応答電文：UpopAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType サービスタイ

プ 

右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"upop" 

○ 

mstatus 処理結果コ

ード 

半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コ

ード 

半角英数 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセ

ージ 

文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

custTxn トランザクシ

ョン ID(取引

毎につける

ID) 

文字列100桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

txnVersion MDK バージ

ョン 

半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

entryForm UPOP リダイ

レクト用

HTML フォー

ム文字列 

半角英数字 4096 桁以

内 

銀聯 UPOP 決済ゲートウェイへリダイレクトするための HTML 文 

(デコード後に消費者ブラウザへ表示する必要があります) 

△ 
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6.6.2 銀聯ネット決済（UPOP）結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リダイレクト受信内容：OricoPayment Plus から消費者ブラウザ経由で店舗へリダイレクト(POST)される内容 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType サービスタイプ 右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"upop" 

○ 

authInfo 認証情報 右記参照 

 

受信データが自店舗のデータかどうかを検証するための文字

列。 

(弊社から提供するサンプルに当文字列による店舗認証の方法

が入っていますので参照してください) 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留状態 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処

理結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示  ○ 

custTxn トランザクション

ID(取引毎につけ

る ID) 

文字列100桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番す

る ID 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

txnDatetimeJp 決済時刻（日本

時間） 

半角数字 14 桁固定 決済日時（日本時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20130728181905） 

△ 

txnDatetimeCn 決済時刻（中国

時間） 

半角数字 14 桁固定 決済日時（中国時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20130728171905） 

△ 

capturedAmount 元売上金額 半角数字 12 桁以内 元売上金額  △ 

settleAmount 精算金額 半角数字 12 桁以内 精算金額 △ 

settleDate 精算日付 右記参照 精算日付 MMDD の形式 （例 0927） △ 

settleCurrency 精算通貨種類 半角数字 3 桁 精算通貨種類 △ 

settleRate 精算レート 半角数字 8 桁 精算レート △ 
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6.6.3 銀聯ネット決済（UPOP）売上 

 要求電文：UpopCaptureRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求、与信完了時に採番した取引ID  ○ 

amount 決済金額 数字 12 桁以内 決済金額（日本円） 

与信時に設定した金額以下、かつ 1 以上 999,999,999,999 以下 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応答電文：UpopCaptureResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType  サービスタイプ 右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"upop" 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留状態 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処

理結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

custTxn トランザクション

ID(取引毎につけ

る ID) 

文字列100桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番す

る ID 

○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付

与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありませ

ん。 

○ 

txnDatetimeJp 決済時刻（日本

時間） 

半角数字 14 桁固定 決済日時（日本時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20130728181905） 

△ 

txnDatetimeCn 決済時刻（中国

時間） 

半角数字 14 桁固定 決済日時（中国時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20090728171905） 

△ 

capturedAmount 売上金額 半角数字 12 桁以内 売上金額  △ 

remainingAmount 返品後の金額 半角数字 12 桁以内 通常ご利用になることはありません。 △ 

settleAmount 精算金額 半角数字 12 桁以内 精算金額 △ 

settleDate 精算日付 右記参照 精算日付 MMDD の形式（例 0927） △ 

settleCurrency 精算通貨種類 半角数字 3 桁 精算通貨種類 △ 

settleRate 精算レート 半角数字 8 桁 精算レート △ 
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6.6.4 銀聯ネット決済（UPOP）キャンセル 

 要求電文：UpopCancelRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求、与信・売上完了時に採番した取引ID ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応答電文：UpopCancelResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType サービスタイ

プ 

右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"upop" 

○ 

mstatus 処理結果コー

ド 

半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留状態 

○ 

vResultCode 詳細結果コー

ド 

半角英数 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセ

ージ 

文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

custTxn トランザクショ

ン ID(取引毎

につける ID) 

文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

txnVersion MDK バージョ

ン 

半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

txnDatetimeJp 決済時刻（日

本時間） 

半角数字 14 桁固定 決済日時（日本時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20130728181905） 

△ 

txnDatetimeCn 決済時刻（中

国時間） 

半角数字 14 桁固定 決済日時（中国時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20130728171905） 

△ 

capturedAmount 元売上金額 半角数字 12 桁以内 与信（売上は未実行の場合）に対するキャンセルの場合： "0" 

与信（売上同時）、与信後の売上に対するキャンセルの場合： 

 売上金額 

△ 

remainingAmount 返品後の金

額 

半角数字 12 桁以内 返品後の金額  △ 

settleAmount 精算金額 半角数字 12 桁以内 精算金額 △ 

settleDate 精算日付 右記参照 

 

精算日付 MMDD の形式（例 0927） △ 

settleCurrency 精算通貨種

類 

半角数字 3 桁 精算通貨種類 △ 

settleRate 精算レート 半角数字 8 桁 精算レート △ 
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6.6.5 銀聯ネット決済（UPOP）返金 

要求電文：UpopRefundRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求、売上完了時に採番した取引ID  ○ 

amount 決済金額 半角数字 12 桁以内 返金金額（日本円） ○ 

 

  

 応答電文：UpopRefundResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType サービスタイプ 右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"upop" 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文

字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留状態 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

custTxn トランザクション

ID(取引毎につけ

る ID) 

文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁

以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

txnDatetimeJp 決済時刻（日本

時間） 

半角数字 14 桁固

定 

決済日時（日本時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20130728181905） 

△ 

txnDatetimeCn 決済時刻（中国

時間） 

半角数字 14 桁固

定 

決済日時（中国時間） YYYYMMDDhhmmss の形式 

（例 20090728171905） 

△ 

capturedAmount 元売上金額 半角数字12桁以内 与信（売上同時）、与信後の売上に対する返金の場合の元売上金額  △ 

remainingAmount 返品後の金額 半角数字12桁以内 返品後の金額  △ 

settleAmount 精算金額 半角数字12桁以内 精算金額 △ 

settleDate 精算日付 右記参照 精算日付 MMDD の形式 （例 0927） △ 

settleCurrency 精算通貨種類 半角数字 3 桁 精算通貨種類 △ 

settleRate 精算レート 半角数字 8 桁 精算レート △ 
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6-7 PayPal 決済 

6.7.1 Paypal 与信 

要求電文 ： PaypalAuthoriseRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 

 

設定 

se
t 

ge
t 

d
o
 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ × × 

amount 決済金額 半角数字 7 桁以内 日本円 

ただし、USD換算で$10,000 USD を上限とした金額を指

定します。 

○ × × 

action アクションタイプ 右記参照 "set"： 与信請求処理 

"get"： 与信請求確認処理 

"do "： 与信請求完了処理 

○ ○ ○ 

returnUrl 戻り先 URL 半角英数字 1024 桁以

内 

消費者が PayPal 上での操作が完了したときの遷移する

店舗サイトの URL を指定 

URL として使用できる文字も使用可能です。 

○ × × 

cancelUrl 取消 URL 半角英数字 1024 桁以

内 

消費者が PayPal 上で支払いをキャンセルした場合に遷

移する店舗サイトの URL を指定 

URL として使用できる文字も使用可能です。 

○ × × 

headerImageUrl ヘッダーイメージ

URL 

半角英数字 127 桁以内 PayPal 画面のヘッダーに表示する画像の URL を指定

画像サイズは最大 750pixel×90pixel です。 

URL として使用できる文字も使用可能です。 

△ × × 

orderDescription オーダー説明 文字列 127 バイト以内 商品の説明を指定 

※文字コードは"UTF-8"です。 

△ × × 

shippingFlag 配送先フラグ 半角数字 1 桁 

右記参照 

"0"： 配送先の設定を無効にする 

"1"： 配送先の設定を有効にする 

"2"： 配送先を設定しない 

※本フラグに"1"を指定した場合、配送先に関連するパ

ラメータの設定が必須となります。 

○ × × 

shipName 配送先氏名 文字列 32 バイト以内 ※文字コードは"UTF-8" 

※shippingFlag="1"の場合は必須項目 

※ × × 

shipStreet1 配送先住所１ 文字列 100 バイト以内 ※文字コードは"UTF-8" 

※shippingFlag="1 "の場合は必須項目 

※ × × 

shipStreet2 配送先住所２ 文字列 100 バイト以内 ※文字コードは"UTF-8" △ × × 

shipCity 配送先市区町村

名 

文字列 40 バイト以内 ※文字コードは"UTF-8" 

※shippingFlag="1"の場合は必須項目 

※ × × 

shipState 配送先州名 文字列 40 バイト以内 ※文字コードは"UTF-8" 

※shippingFlag="1 "の場合は必須項目 

※ × × 

shipCountry 配送先国コード 半角英数字 2 桁以内 ※shippingFlag="1"の場合は必須項目 ※ × × 

shipPostalCode 配送先郵便番号 半角英数字 20 桁以内 半角英数字のほかに、"-"（ハイフン）も使用可能 

※shippingFlag="1 "の場合は必須項目 

※ × × 

shipPhone 配送先電話番号 半角英数字 20 桁以内 半角英数字のほかに、"-"（ハイフン）も使用可能 △ × × 

payerId 顧客番号 半角英数字 13 桁以内 顧客番号を指定します。PayPal から処理が戻ってきたと

き、URL（戻り先 URL）に付加されています。 

× × ○ 

token トークン 半角英数字 20 桁以内 OricoPayment Plus から返される値を指定します。 × ○ ○ 

 

応答電文 ： PaypalAuthoriseResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

設定 

se
t 

ge
t 

d
o
 

serviceType 決済サービスタイ

プ 

半角英数字 10 文字以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ ○ ○ 
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mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

※"pending"はアクションタイプ（action）=”do”の場合

のみ返戻されます。 

○ ○ ○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサー

ビス毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ ○ ○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ ○ ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含

む）毎に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ ○ ○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文字以

内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引

ID 

○ ○ ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける

為に採番する ID 

○ ○ ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になること

はありません。 

○ ○ ○ 

loginUrl ログイン URL 文字列 PayPal のログイン画面 URL △ × × 

token トークン 半角英数字 20 文字以内 クエリストリングとしてログイン URL に付加するトーク

ン 

△ △ △ 

invoiceId 請求番号 半角英数字 127 文字以

内 

OricoPayment Plus が発番する ID △ △ △ 

payerId 顧客番号 半角英数字 13 文字以内  × △ △ 

amount 取引金額 半角数字  × △ △ 

feeAmount 手数料 半角数字  × × △ 

settleAmount 決済金額 半角数字  × × △ 

exchangeRate 外貨換算レート 半角英数字 17 文字以内  × × △ 

paymentDate 支払時刻 半角英数字 14 文字  × × △ 

paymentStatus 支払ステータス 半角英数字  × × △ 

centerAuthId 決済センタ承認

ID 

半角英数字 17 文字以内 PayPal が発番するユニークな ID × × △ 

shipName 配送先氏名 文字列 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 

shipStreet1 配送先住所１ 文字列 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 

shipStreet2 配送先住所２ 文字列 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 

shipCity 配送先市区町村

名 

文字列 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 

shipState 配送先州名 文字列 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 

shipCountry 配送先国コード 半角英数字 2 文字以内 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

× ※ × 
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"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

shipPostalCode 配送先郵便番号 半角英数字 20 文字以内 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 

shipPhone 配送先電話番号 半角英数字 20 文字以内 shippingFlag によって返戻内容が変わります。 

"0"：成功時のみ PayPal アカウントの配送先が返戻 

"1"：成功時のみ要求電文に設定した配送先が返戻 

"2"：返戻なし 

× ※ × 
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6.7.2 Paypal 売上 

要求電文 ： PaypalCaptureRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

設定 
se

t 

ge
t 

d
o
 

c
ap

tu
re

 

orderId 取引 ID 半角英数字

100 文字以内 

決済請求、予信完了時に採番した取引 ID を指定 ○ × × ○ 

amount 取引金額 半角数字 7 桁

以内 

日本円 

ただし、USD 換算で$10,000 USD を上限とした金額を指定

します。 

○ × × ○ 

action アクションタイプ 半角英数字

10 文字以内 

"set"： 売上請求処理 

"get"： 売上請求確認処理 

"do" ： 売上請求完了処理 

"capture" ： 売上請求完了処理 

※"capture"は 与信を行った場合にのみ、実行可能 

○ ○ ○ ○ 

returnUrl 戻り先 URL 半角英数字

1024 文字以

内 

消費者が PayPal 上での操作が完了したときの遷移する店

舗サイトの URL を指定 

URL として使用できる文字も使用可能です。 

○ × × × 

cancelUrl 取消 URL 半角英数字

1024 文字以

内 

消費者が PayPal 上で支払いをキャンセルした場合に遷移

する店舗サイトの URL を指定 

URL として使用できる文字も使用可能です。 

○ × × × 

headerImageUrl ヘッダーイメージ

URL 

半角英数字

127 文字以内 

PayPal 画面のヘッダーに表示する画像の URL を指定 

画像サイズは最大 750pixel×90pixel です。 

URL として使用できる文字も使用可能です。 

△ × × × 

orderDescription オーダー説明 文字列

127Byte 以内 

商品の説明を指定 

※文字コードは"UTF-8"です。 

△ × × × 

shippingFlag 配送先フラグ 半角英数字 1

文字以内 

"0"： 配送先の設定を無効にする 

"1"： 配送先の設定を有効にする 

"2"： 配送先を設定しない 

※本フラグに"1"を指定した場合、配送先に関連するパラメ

ータが必須となります。 

○ × × × 

shipName 配送先氏名 文字列

32Byte 以内 

※文字コードは"UTF-8" 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 

shipStreet1 配送先住所１ 文字列

100Byte 以内 

※文字コードは"UTF-8" 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 

shipStreet2 配送先住所２ 文字列

100Byte 以内 

※文字コードは"UTF-8" 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 

shipCity 配送先市区町村

名 

文字列

40Byte 以内 

※文字コードは"UTF-8" 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 

shipState 配送先州名 文字列

40Byte 以内 

※文字コードは"UTF-8" 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 

shipCountry 配送先国コード 半角英数字 2

文字以内 

配送先フラグに"0"を設定した場合は設定不可 

配送先フラグに"1"を設定した場合は設定必須 

△ × × × 

shipPostalCode 配送先郵便番号 半角英数字

20 文字以内 

全角文字を除く文字列を設定 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 

shipPhone 配送先電話番号 半角英数字

20 文字以内 

全角文字を除く文字列を設定 

shippingFlag が"0"の場合は設定不可 

shippingFlag が"1"の場合は設定必須 

△ × × × 
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payerId 顧客番号 半角英数字

13 文字以内 

PayPal から処理が戻ってきたとき、URL（戻り先 URL）に付

加されています。 

× × ○ ○ 

token トークン 半角英数字

20 文字以内 

トークンを設定 × ○ ○ × 

 

応答電文 ： PaypalCaptureResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

設定 

se
t 

ge
t 

d
o
 

c
ap

tu
re

 

serviceType 決済サービスタ

イプ 

半角英数字

10 文字以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ ○ ○ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字

32 文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

※"pending"はアクションタイプ（action）="do "又は

"capture"の場合のみ返戻されます。 

○ ○ ○ ○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字

16 文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス

毎の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ ○ ○ ○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 

バイト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ ○ ○ ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁

以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ ○ ○ ○ 

orderId 取引 ID 半角英数字

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ ○ ○ ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁

以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採

番する ID 

○ ○ ○ ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 

桁 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあ

りません。 

○ ○ ○ ○ 

loginUrl ログイン URL 文字列 PayPal のログイン画面 URL △ × × × 

token トークン 半角英数字

20 文字以内 

クエリストリングとしてログイン URL に付加するトークン △ △ △ × 

invoiceId 請求番号  半角英数字

127 文字以内 

OricoPayment Plus が発番する ID △ △ △ △ 

payerId 顧客番号 半角英数字

13 文字以内 

 × △ △ × 

amount 取引金額 半角数字  × △ △ △ 

feeAmount 手数料 半角数字  × × △ △ 

settleAmount 決済金額 半角数字  × × △ △ 

exchangeRate 外貨換算レート 半角英数字

17 文字以内 

 × × △ △ 

paymentDate 支払時刻 半角英数字

14 文字 

 × × △ △ 

paymentStatus 支払ステータス 半角英数字  × × △ △ 

centerTxnId 決済センタ取引

ID 

半角英数字

19 文字以内 

PayPal が発番するユニークな ID × × △ △ 

shipName 配送先氏名 文字列  × △ × × 
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shipStreet1 配送先住所１ 文字列  × △ × × 

shipStreet2 配送先住所２ 文字列  × △ × × 

shipCity 配送先市区町村

名 

文字列  × △ × × 

shipState 配送先州名 文字列  × △ × × 

shipCountry 配送先国コード 半角英数字 2

文字以内 

 × △ × × 

shipPostalCode 配送先郵便番号 半角英数字

20 文字以内 

 × △ × × 

shipPhone 配送先電話番号 半角英数字

20 文字以内 

 × △ × × 

※売上可能期間について 

売上処理可能期間は、与信を実行した日より 29 日間です。 

また 3 日以内に売上処理をしないと 100％資金回収が PayPal で保証されません。 

 

6.7.3 PayPal 決済 結果 

PayPal から消費者ブラウザを経由して貴社サイトへ送信される項目となります。このリダイレクトを受信し、get または do を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リダイレクト受信内容：PayPal から消費者ブラウザ経由で店舗へリダイレクト(GET)される内容 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

token トークン 半角英数字 20 文字以内 クエリストリングとしてログイン URL に付加するトークン ○ 

PayerId 顧客番号 半角英数字 13 桁以内 顧客番号を指定。PayPal から処理が戻ってきたとき、URL（戻り先

URL）に付加されています。 

○ 
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6.7.4 Paypal 決済キャンセル 

※キャンセル処理は与信を実施した取引（PaypalAuthoriseRequestDto にて action="do "（与信請求完了処理））のみに実行可能です。 

  また、与信後に売上まで実施した取引（PaypalCaptureRequestDto にて action="capture"（売上請求完了処理））には実行できません。 

 

要求電文 ： PaypalCancelRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求、与信完了時に採番した取引 ID ○ 

 

 

応答電文 ： PaypalCancelResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイ

プ 

半角英数字 10 文字以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト以

内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 文字

以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 
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6.7.5 Paypal 返金 

要求電文 ： PaypalRefundRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済請求、与信完了時に採番した取引 ID ○ 

amount 取引金額 半角数字 7 桁以内 返金する金額を指定 ○ 

 

応答電文 ： PaypalRefundResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイ

プ 

半角英数字 10 文字以

内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト以

内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

feeRefundAmo

unt 

払い戻し手数料 半角数字  △ 

refundAmount 返金金額 半角数字  △ 

netRefundAmo

unt 

純返金金額 半角数字  △ 

principalAmoun

t 

元金額 半角数字  △ 

settlementBala

nce 

決済残高 半角数字  △ 

invoiceId 請求番号 半角英数字 127 文字以

内 

OricoPayment Plus が発番する ID △ 

centerTxnId 決済センタ取引

ID 

半角英数字 19 文字以

内 

 △ 

 

 

 

 

6-8 Alipay 決済 

6.8.1  Alipay 決済 与信同時売上 

 要求電文：AlipayAuthorizeRequestDto 
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フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

orderId 取引 ID 半角英数字100桁以内 上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

amount 決済金額 半角数字 7 桁以内 決済金額を日本円と中国元で指。 

ただし、中国元(CNY)換算で、上限金額は 50,000 元 

また、通貨に中国元を指定する場合、amount には取引金額を 100

倍した値を指定します。（amount=決済金額×100） 

（例 日本円：1 円の場合は 1 を指定します。 

中国元：1.99 元の場合は 199 を指定します。） 

○ 

currency 通貨 右記参照 "JPY"： 日本円 

"CNY"： 中国元 

○ 

successUrl 決済完了後

戻り URL 

URL の使える文字 256

桁以内 

決済が成功した場合に、店舗側へ遷移を戻す為の URL を指定 ○ 

errorUrl 決済エラー

時戻り URL 

URL の使える文字 256

桁以内 

決済が失敗した場合に、店舗側へ遷移を戻す為の URL を指定 ○ 

commodityName 商品名 文字列 100 桁以内 商品名を指定 

この情報は Alipay の決済ページに表示されます。 

○ 

commodityDescription 商品詳細 文字列 200 桁以内 商品の詳細を指定 

この情報は Alipay の決済ページに表示されます。 

△ 

withCapture 売上フラグ 右記参照 "true"： 与信・売上（設定可能な値は"true"のみです） 

※設定しない場合のデフォルト値は"true"です。 

△ 

 

 応答電文：AlipayAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType サービスタイ

プ 

右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

“alipay”：Alipay 決済 

○ 

mstatus 処理結果コ

ード 

半角英数字 32 文字以

内 

“success“：正常終了 

“failure“：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コ

ード 

半角英数 16 桁 処理結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理

結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセ

ージ 

文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

custTxn トランザクシ

ョン ID(取引

毎に付ける

ID) 

文字列100桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与す

る ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

txnVersion MDK バージ

ョン 

半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

entryForm Alipay リダイ

レクト用

HTML フォー

ム文字列 

半角英数字 4096 桁以

内 

Alipay へリダイレクトするための HTML 文 

（デコード後に消費者ブラウザへ表示する必要があります） 

△ 

 

 

6.8.2  Alipay 決済 結果 

 リダイレクト受信内容：OricoPayment Plus から消費者ブラウザ経由で店舗へリダイレクト(POST)される内容 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 設
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6.8.3  Alipay 決済返金申込み 

要求電文 ： AlipayRefundRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

定 

serviceType  サービスタイプ 右記参照 

 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"alipay"：Alipay 決済 

○ 

authInfo 認証情報 右記参照 

 

受信データが自店舗のデータかどうかを検証するための文字列 

(弊社から提供するサンプルに当文字列による店舗認証の実装

方法が含まれていますので参照してください) 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以

内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 16 桁 処理結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処

理結果を表します。詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示  ○ 

custTxn トランザクション

ID(取引毎に付け

る ID) 

文字列100桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番す

る ID 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

centerTradeId 決済センターとの

取引 ID 

半角英数字 64 文字以

内 

OricoPayment Plus が発番する ID ○ 

settleAmount 精算金額 半角数字 7 桁以内 精算金額 △ 

settleCurrency 精算通貨種類 半角文字 3 桁 精算通貨種類 △ 
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orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以

内 

決済請求、与信完了時に採番した取引 ID を指定 ○ 

amount 取引金額 半角数字 7 桁以内 返金する金額を指定 

返金における通貨は、与信同時売上の時に指定した通貨と同じものを

指定します。 

※中国元の場合に指定する値は、与信同時売上時と同様、取引金額

を 100 倍した値を指定してください。 

○ 

reason 理由 文字列 80 桁以内 返金の理由を指定 ○ 

 

応答電文 ： AlipayRefundResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイ

プ 

右記参照 要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"alipay"：Alipay 決済 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字

以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処理結

果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 300 桁以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plusにて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付与する

ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn トランザクション

ID(取引毎に付け

る ID) 

文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番する ID ○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはありません。 

○ 

centerTradeId 決済センターとの

取引 ID 

半角英数字 64 文字

以内 

OricoPayment Plus が発番する ID △ 
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6-9 キャリア決済 

6.9.1 キャリア決済申込 

要求電文 ： CarrierAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設 

定 都度決済 継続課金 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

serviceOptionType サービスオプション

タイプ 

右記参照 利用するキャリア決済のタイプを指定 

"docomo"  ：ドコモケータイ払い  

"au"  ：au かんたん決済  

"sb_ktai"  ：ソフトバンクまとめて支払い（B）  

"sb_matomete"  ：ソフトバンクまとめて支払い（A）  

"s_bikkuri"  ：S!まとめて支払い 

"flets"  ：フレッツまとめて支払い 

○ 

amount 決済金額 半角数字 

12 桁以内 

キャリア毎に上限金額が規定されています。（別紙を参照） ○ 

 ※「ソフトバンクまとめて支払

い（A）」の場合は、キャリアへ

のサービス申請時に設定し

た金額のみ指定可能 

terminalKind 端末種別 半角数字 1 桁 消費者が使用している端末の種別を指定※1 

"0"：PC 

"1"：スマートフォン 

"2"：フィーチャーフォン 

○ 

itemType 商品タイプ 半角数字 1 桁 商品の種別を指定※1 

"0"：デジタルコンテンツ 

"1"：物販 

"2"：役務 

※未指定の場合は、マーチャント登録申請時に設定した値を

使用 

※ 

accountingType 都度/継続区分 半角数字 1 桁 都度決済、継続課金の種別を指定※1 

"0"：都度決済 

"1"：継続課金 

○ 

withCapture 与信同時売上フラ

グ 

英字（boolean） 売上フラグを指定※1 

"true" ：与信同時売上 

"false" ：与信のみ 

※未指定の場合は、"false" 

ただし、与信同時売上の

みを許可するキャリアの場

合は"true"とみなす。 

指定できません。 

 

※ 

d3Flag 本人認証（3D セキ

ュア） 

半角数字 1 桁 本人認証（3D セキュア）の種別を指定※1 

※未指定の場合は、「"1": バイパス」 

※ 

mpFirstDate 初回課金年月日 半角数字 8 桁 指定できません。 初回課金の年月日を指定※

1 

YYYYMMDD の形式 

当日または未来日付を指定

可能 

（当日≦mpFirstDate≦180

日後） 

※フレッツまとめて支払いに

ついては、26 日～月末ま

での指定はできません。 

※ 

mpDay 継続課金日 半角数字 2 桁 指定できません。 初回課金年月日の翌月以降

の毎月の課金日を"1"～

※ 
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"28"で指定※1 

※課金日が 1 桁の場合、先

頭に 0 を付与するのも可

（例 "01"） 

※月末（29 日、30 日、31 日）

を指定する場合は 99 を指

定 

※フレッツまとめて支払いに

ついては、26 日～月末ま

での指定はできません。 

itemId 商品番号 要求パラメータ詳

細を参照 

商品またはサービスの管理

用番号を指定※1 

商品またはサービスの管理

用番号を指定※1 

※ 

itemInfo 商品情報 全角 20 文字以内 

※機種依存文字は

利用できません。 

商品またはサービスの情報を指定※1 

※機種依存文字については、「7.14.1 機種依存文字につい

て」を参照してください。 

※ 

successUrl 決済完了時 URL URL に使用可能な

半角文字  

256 桁以内 

決済完了後に、店舗側サイトに画面遷移を戻すための URL

を指定 

※未指定の場合は、マーチャント登録申請時に設定した値を

使用 

△ 

cancelUrl 決済キャンセル時

URL 

URL に使用可能な

半角文字  

256 桁以内 

決済キャンセル時に、店舗側サイトに画面遷移を戻すための

URL を指定 

※未指定の場合は、マーチャント登録申請時に設定した値を

使用 

△ 

errorUrl 決済エラー時 URL URL に使用可能な

半角文字  

256 桁以内 

決済エラー時に、店舗側サイトに画面遷移を戻すための URL

を指定 

※未指定の場合は、マーチャント登録申請時に設定した値を

使用 

△ 

pushUrl プッシュ URL URL に使用可能な

半角文字 

256 桁以内 

「ダミー取引」時のプッシュ URL を指定 

※未指定の場合は、マーチャント登録申請時に設定した値を

使用 

※本パラメータは店舗側システムの開発時にのみ利用される

ことを想定しており、ダミー取引で指定可能です。 

△ 

openId Open ID 半角英数字  

256 桁以内 

キャリアより発行された消費者を識別する OpenID を指定※1 

OpenID は、決済申込完了通知により OricoPayment Plus から

店舗側システムに連携します。 

※ 

sbUid UID 半角英数字 

16 桁以内 

利用者を特定する UID を指

定※1 

指定できません。 ※ 

fletsArea フレッツエリア 半角数字 1 桁 "0"：東日本 

"1"：西日本 

※フレッツまとめて支払いの場合は、必須 

※フレッツまとめて支払い以外の決済の場合は、指定できま

せん。 

※ 

※1：キャリア毎の設定可否は、要求パラメータ詳細を参照してください。 
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◇ 要求パラメータ詳細 

 端末種別 terminalKind の設定可否 

キャリア決済サービス "0"：PC "1"：スマートフォン "2"：フィーチャーフォン 

ドコモケータイ払い × ○ ○ 

au かんたん決済 ○ ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） ○ ○ × 

ソフトバンクまとめて支払い（A） ○ ○ × 

S!まとめて支払い × × ○ 

フレッツまとめて支払い ○ ○ × 

 

 商品タイプ itemType の設定可否 

キャリア決済サービス "0"：デジタルコンテンツ "1"：物販 "2"：役務 

ドコモケータイ払い ○ ○ ○ 

au かんたん決済 ○ ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） ○ ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（A） ○ × × 

S!まとめて支払い ○ ○ × 

フレッツまとめて支払い ○ ○ ○ 

 

 都度/継続区分 accountingType の設定可否 

キャリア決済サービス "0"：都度決済 "1"：継続課金 

ドコモケータイ払い ○ ○ 

au かんたん決済 ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） ○ × 

ソフトバンクまとめて支払い（A） ○ ○ 

S!まとめて支払い ○ × 

フレッツまとめて支払い ○ ○ 

 

 与信同時売上フラグ withCapture の設定可否 

キャリア決済サービス withCapture = "true" withCapture = "false" 

ドコモケータイ払い ○ ○ 

au かんたん決済 ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（A） ○ × 

S!まとめて支払い ○ ○ 

フレッツまとめて支払い ○ ○ 

 

 本人認証（3D セキュア） d3Flag の設定可否 

 このパラメータは、ソフトバンクまとめて支払い（B）（serviceOptionType="sb_ktai"）の場合にのみ利用できます。 

 通信料をクレジットカードで支払う消費者の決済において、各カード会社が提供する本人認証（3D セキュア）を利用することができます。

本機能はキャリア側のサービスに組み込まれているものであり、OricoPayment Plus の MPI ホスティングとは別のサービスになります。 

d3Flag 各設定による挙動 

"0"：無し 本人認証（3D セキュア）を行わずに決済します。 

"1"：バイパス 本人認証（3D セキュア）が利用可能な場合は本人認証を行い、その認証結果によって決済続行/決

済中止が決定されます。本人認証（3D セキュア）が利用不可の場合は本人認証を行わずに決済を続

行します。 

"2"：有り 本人認証（3D セキュア）を必須とします。本人認証（3D セキュア）が利用不可の場合は決済できませ

ん。 
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 初回課金年月日 mpFirstDate および 継続課金日 mpDay の設定可否 

 継続課金を利用可能なキャリアの場合のみ設定できます。 

 ただし、「ソフトバンクまとめて支払い（A）」については、申込を行った日が初回課金日となり、以降は申込日を起算日として 1 ヶ月毎に自

動で課金されますので、本パラメータは設定できません。 

キャリア決済サービス 継続課金 mpFirstDate mpDay 

ドコモケータイ払い ○ ○ ○ 

au かんたん決済 ○ ○ ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） × × × 

ソフトバンクまとめて支払い（A） ○ × × 

S!まとめて支払い × × × 

フレッツまとめて支払い ○ ○ ○ 

 

 商品番号 itemId の設定方法 

 店舗側のサービスまたは商品を識別するための番号を設定できますが、一部のキャリアサービスでは以下のような制限があります。 

キャリア決済サービス 都度決済の場合 継続課金の場合 

ドコモケータイ払い 半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定 

半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定 

au かんたん決済 半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定 

半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定。ただし、すでに継続課金登録されている、同一消

費者の決済と同じ値を設定した場合は、キャリア側の重複チェック

でエラーとなります。 

ソフトバンクまとめて支払い（B） 半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定 

－ 

ソフトバンクまとめて支払い（A） 半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定 

半角英数字 18 バイト以下 

キャリアへのサービス申請時に発行されたサービス識別子を指定 

S!まとめて支払い 半角英数字 15 バイト以下 

任意の値を指定 

－ 

フレッツまとめて支払い 半角英数字 8 バイト以下 

任意の値を指定 

半角英数字 8 バイト以下 

任意の値を指定 

 

 商品情報 itemInfo の設定方法 

キャリア決済サービス 設定方法 

ドコモケータイ払い キャリアが提供する消費者向けコンテンツに表示される商品情報を指定して下さい。 

 ・決済時の内容確認画面 

 ・ご利用明細画面 

 ・購入完了通知メール（レシートメール） 

au かんたん決済 設定不可 

ソフトバンクまとめて支払い（B） 設定不可 

ソフトバンクまとめて支払い（A） キャリアが提供する消費者向けの購入完了通知メール本文に記載される、「購入内容」を設定して下

さい。 

S!まとめて支払い 設定不可 

フレッツまとめて支払い 決済時の内容確認画面に表示される商品名を指定してください。 

貴社にて itemInfo を指定された場合は、貴社のサイト名＋itemInfo に指定された内容が、 

決済時の内容確認画面に表示されます。 

貴社にて itemInfo 未指定時は、貴社のサイト名が決済時の内容確認画面に表示されます。 

※「貴社のサイト名」は、マーチャント登録申請時に設定した値（サイト名）です。 

※ 機種依存文字については、「7.14.1 機種依存文字について」を参照してください。 
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 openId の設定可否 

キャリア決済サービス openId の設定可否 

ドコモケータイ払い ○ 

au かんたん決済 ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） × 

ソフトバンクまとめて支払い（A） × 

S!まとめて支払い × 

フレッツまとめて支払い × 

 

 UID sbUid の設定可否 

 このパラメータは、「S!まとめて支払い（serviceOptionType="s_bikkuri"）」の場合のみ利用できます。 

 S!まとめて支払いでは、電話番号ごとに付与されているＵＩＤにより利用者を特定しています。そのため、HTTP リクエストヘッダーよりＵＩＤ

を取得し設定してください。 

 取得するリクエストヘッダーのフィールド名は"x-jphone-uid"です。 

 

キャリア決済サービス UID の設定可否 

ドコモケータイ払い × 

au かんたん決済 × 

ソフトバンクまとめて支払い（B） × 

ソフトバンクまとめて支払い（A） × 

S!まとめて支払い ○ 

フレッツまとめて支払い × 

 

応答電文 ： CarrierAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 

10 桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 

16 文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 

1024 バイト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

responseContents レスポンス 

コンテンツ 

文字列 貴社側でコンシューマに対して返戻する HTML コンテンツ 

自動でキャリアの画面に遷移するための JavaScript を含みま

す。 

※ 
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返戻するコンテンツの文字コードはキャリアによって異なりま

すので、正しい文字コードでレスポンスする必要があります。 

 

※「S!まとめて支払い」以外のキャリア決済の場合にセットさ

れます。 

※詳細については、応答パラメータ詳細をご参照ください。 

redirectUrl リダイレクト URL 文字列 HTTP レスポンスヘッダ（Location ヘッダ）にセットするキャリア

の URL です。 

 

※「S!まとめて支払い」の場合にのみセットされます。 

※詳細については、応答パラメータ詳細をご参照ください。 

※ 

 

◇ 応答パラメータ詳細 

 「レスポンスコンテンツ（resonseContents）」、または「リダイレクト URL（redirectUrl）」 を利用した画面遷移について 

 キャリア決済の決済申込（Authorize）では、OricoPayment Plus から返戻された responseContents、または redirectUrl を利用して、消費者

の端末からキャリアの提供する画面への遷移を制御して頂く必要があります。 

 

(1) responseContents を利用した画面遷移 

responseContents は、画面遷移のための JavaScript を含む HTML コンテンツです。 

このパラメータが返戻された場合は、そのままの内容を消費者のブラウザに返戻します。 

このとき、返戻するコンテンツの文字コードはキャリアによって異なりますので、正しい文字コードでレスポンスしてくださ

い。キャリア毎の文字コードを以下に示します。 

 

キャリア決済サービス PC/スマートフォンの場合 フィーチャーフォンの場合 

ドコモケータイ払い Shift-JIS Shift-JIS 

au かんたん決済 UTF-8 

ソフトバンクまとめて支払い（B） Shift-JIS 

ソフトバンクまとめて支払い（A） UTF-8 

S!まとめて支払い － 

（responseContents は利用

しません。） 

フレッツまとめて支払い UTF-8 － 

JavaScript を利用可能な端末では自動でキャリアの画面に遷移します。フィーチャーフォンなどの JavaScript が利用でき

ない端末では、ボタン押下によりキャリアの画面に遷移します。 

 

(2) redirectUrl を利用した画面遷移 

このパラメータが返戻された場合は、HTTP レスポンスヘッダ（Location ヘッダ）にこの URL を設定し、HTTP ステータスコ

ード＝302 を設定して消費者にレスポンスして下さい。 

これにより、消費者ブラウザからキャリアの画面にリダイレクトさせることができます。 

各キャリア決済で利用するパラメータを下表に示しますので、お間違えのないようにご注意ください。 

キャリア決済サービス responseContents redirectUrl 

ドコモケータイ払い ○ － 

au かんたん決済 ○ － 

ソフトバンクまとめて支払い（B） ○ － 

ソフトバンクまとめて支払い（A） ○ － 

S!まとめて支払い － ○ 

フレッツまとめて支払い ○ － 
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6.9.2 キャリア決済売上 

要求電文 ： CarrierCaptureRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設 

定 都度決済 継続課金 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

決済申込時に採番した取引 ID ○ 

serviceOptionType 

 

サービスオプション

タイプ 

右記参照 利用するキャリア決済のタイプを指定 

"docomo"  ：ドコモケータイ払い  

"au"  ：auかんたん決済  

"sb_ktai"  ：ソフトバンクまとめて支払い（B）  

"s_bikkuri" ：S!まとめて支払い 

"flets"  ：フレッツまとめて支払い 

※"sb_matomete"は指定できません。  

○ 

 

応答電文 ： CarrierCaptureResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 

10 桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 文字以内 

“success”：正常終了 

“failure”：異常終了 

“pending”：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 

16 文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 

1024 バイト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 100 桁以内 OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

captureDatetime 売上日時 文字列 14 桁 YYYYMMDDhhmmss 形式 ○ 

 

■与信有効期限について 

キャリア毎に与信有効期限が決まっています。この期限内に売上要求を行わない場合は期限切れとなり、売上確定ができなくなりま

すのでご注意ください。各キャリアの与信有効期限については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 
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6.9.3 キャリア決済キャンセル 

要求電文 ： CarrierCancelRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
説明 設 

定 都度決済 継続課金 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

決済申込時に採番した取引 ID ○ 

serviceOptionType サービスオプション

タイプ 

右記参照 利用するキャリア決済のタイプを指定 

"docomo"  ：ドコモケータイ払い  

"au"  ：auかんたん決済  

"sb_ktai"  ：ソフトバンクまとめて支払い（B）  

"flets"  ：フレッツまとめて支払い 

※上記以外のキャリアは指定できません。 

○ 

cancelMonth 課金取消月 半角数字 6 桁 指定できません。 継続課金の場合は必須。 

すでに処理済みの過去の課

金月か、当月を指定 

YYYYMM 形式 

※ 

 

応答電文 ： CarrierCancelResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 

10 桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 文字以内 

“success”：正常終了 

“failure”：異常終了 

“pending”：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 

16 文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 

1024 バイト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

cancelDatetime 取消日時 文字列 14 桁 YYYYMMDDhhmmss 形式 ○ 

 

■売上キャンセル期限について 

   キャリア毎に売上のキャンセルが可能な期限が決まっています。 

   各キャリアのキャンセル期限については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 
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6.9.4 キャリア決済 継続課金終了 

継続課金を終了するには Terminate コマンドを利用します。 

Terminate コマンド要求後の処理フローには、「2 者間（強制終了）」、および「3 者間（消費者を介する終了）」の 2 つの方式があります。 

各方式の詳細、フロー、およびキャリア毎の利用可否については、【キャリア決済サービス 補足資料】、および「3.3.7 キャリア決済」を参照

してください。 

要求電文 ： CarrierTerminateRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設 

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

決済申込時に採番した取引 ID を設定 ○ 

serviceOptionType サービスオプション

タイプ 

右記参照 利用するキャリア決済のタイプを指定 

"docomo"  ：ドコモケータイ払い  

"au"  ：auかんたん決済  

"sb_matomete"  ：ソフトバンクまとめて支払い（A） 

"flets"  ：フレッツまとめて支払い 

 

※以下のキャリア決済は指定できません。 

"sb_ktai"  ：ソフトバンクまとめて支払い（B）  

"s_bikkuri" ：S!まとめて支払い 

○ 

force 強制終了 英字（boolean） ※docomo のみ指定可能なパラメータ 

継続課金の終了方式（3 者間または 2 者間）を指定 

"true" ：強制終了（2者間） 

"false" ：消費者を介する継続課金終了 

（3者間／デフォルト） 

※au の場合は強制終了で固定のため、指定できません。 

※sb_matomete は 3 者間で固定のため、指定できません。 

※flets は 3 者間で固定のため、指定できません。 

※ 

terminalKind 端末種別 半角数字 1 桁 ※3者間の継続課金終了の場合に指定可能なパラメータ 

消費者が使用している端末の種別を指定 

"0"：PC 

"1"：スマートフォン 

"2"：フィーチャーフォン 

 

※キャリア毎の設定可否は、決済申込の要求パラメータと同

様 

※以下のキャリア決済は継続課金に対応していないため、

指定できません。 

"sb_ktai" ：ソフトバンクまとめて支払い（B）  

"s_bikkuri" ：S!まとめて支払い 

※ 

successUrl 継続課金終了完了

時 URL 

URL に使用可能な

半角文字 

256 桁以内 

※3者間の継続課金終了の場合に指定可能なパラメータ 

継続課金終了完了後に、店舗側サイトに画面遷移を戻すた

めの URL を指定 

※未指定の場合は、Authorize 時に指定された値、またはマ

ーチャント登録申請時に設定した値を使用 

※ 

cancelUrl 継続課金終了キャ

ンセル時 URL 

URL に使用可能な

半角文字 

256 桁以内 

※ 3者間の継続課金終了の場合に指定可能なパラメータ 

継続課金終了キャンセル後に、店舗側サイトに画面遷移を戻

すための URL を指定 

※未指定の場合は、Authorize 時に指定された値、またはマ

ーチャント登録申請時に設定した値を使用 

※ 

errorUrl 継続課金終了エラ

ー時 URL 

URL に使用可能な

半角文字 

256 桁以内 

※3者間の継続課金終了の場合に指定可能なパラメータ 

継続課金終了エラー時に、店舗側サイトに画面遷移を戻すた

めの URL を指定 

※ 
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※未指定の場合は、Authorize 時に指定された値、またはマ

ーチャント登録申請時に設定した値を使用 

pushUrl プッシュ URL URL に使用可能な

半角文字 

256 桁以内 

※3者間の継続課金終了の場合に指定可能なパラメータ 

「ダミー取引」時のプッシュ URL を指定 

※本パラメータは開発時にのみ利用されることを想定してお

り、ダミー取引で指定可能です。 

※未指定の場合は、Authorize 時に指定された値、またはマ

ーチャント登録申請時に DB に設定された値を使用 

※ 

 

応答電文 ： CarrierTerminateResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 

10 桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ ○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 文字以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 

16 文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 

1024 バイト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎

に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 5 桁 電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

terminateDatetime 継続課金終了日時 文字列 14 桁 ※2者間の継続課金終了の場合に返戻されます。 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

※ 

responseContents レスポンス 

コンテンツ 

文字列 ※3者間の継続課金終了の場合に返戻されます。 

貴社側でコンシューマに対して応答する HTML コンテンツ 

自動でキャリアの画面に遷移するための JavaScript を含みま

す。 

詳細は、「6.9.1 キャリア決済申込」の応答パラメータ詳細を参

照してください。 

※ 

redirectUrl リダイレクト URL 文字列 HTTP レスポンスヘッダ（Location ヘッダ）にセットするキャリア

の URL 

※現在はご利用いただくことはできません。 

※ 
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6.9.5 キャリア決済  消費者ブラウザから店舗側の完了画面へリダイレクトする時のクエリパラメータ 

以下のパラメータはエラーおよびキャンセル時も同様。 

 

  vAuthInfo および authParams を利用した改ざんチェックについて 

成功／失敗に関わらず、決済申込の処理が終了後、通常のフローでは OricoPayment Plus から消費者ブラウザを経由して店舗側

の画面に遷移（リダイレクト）させます。このリダイレクトによって店舗側システムが受け取ったクエリパラメータが改ざんされていな

いことを検証するためのパラメータが、vAuthInfo と authParams です。 

店舗側システムで算出したハッシュ値が、クエリパラメータより取得した vAuthInfo と一致している場合は、そのクエリパラメータは

改ざんされていない、とみなすことができます。 

 

この改ざんチェックは必須ではありませんが、悪意を持った第三者によって、不正なリダイレクト電文を受信する可能性があります

ので、実装を強く推奨しています。 

実装方法の詳細につきましては、弊社より提供しているサンプルプログラムをご参照ください。 

 

 

 

 

  

 リダイレクト受信内容：OricoPayment Plus から消費者ブラウザ経由で店舗へリダイレクト(GET)される内容 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 文字以内 

"success" ：正常終了 

"failure" ：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 4 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

command コマンド 文字列 

右記参照 

通知対象となるコマンドが設定されます。 

"Authorize"  または "Terminate" 
○ 

vAuthInfo 改ざんチェック用 

ハッシュ値 

文字列 

右記参照 

下記文字列を連結し、SHA-256 によって算出したハッシュ値 

・マーチャント CCID 

・パラメータ値の連結文字列（authParams が示す順序で連結） 

・パスワード 

尚、パラメータ値を連結する際は、パラメータ名や区切り文字は

含めず、パラメータ値のみを連結しています。連結した文字列を

バイナリに変換する際の文字エンコーディングは、UTF-8 を使用

しています。 

○ 

authParams ハッシュ値算出パ

ラメータ順序 

文字列 

右記参照 

vAuthInfo のハッシュ値を算出する元とした文字列の、パラメータ

の連結順序を示す値 

パラメータ名のカンマ区切り文字列を Base64 エンコードしていま

す。デコードを行うと文字列が復元されます。 

例) 

  "mstatus,vResultCode,orderId,command" 

  "orderId,mstatus,command,vResultCode" 

（順序は固定ではないため、リクエスト受信のたびに動的に処理

する必要があります。） 
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6-10 ショッピングクレジット決済 

6.10.1 画面表示 

 

要求電文 ： OricoscAuthorizeRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設 

定 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

上記「orderId（取引 ID）について」参照 ○ 

merchantRedirectionUrl マーチャントリダイ

レクション URL 

URL に使用可能な

半角英数字 

256 桁以内 

決済完了後のリダイレクト先 URL 

決済完了後、消費者ブラウザに店舗の申込完了画面を表示

するための URL を指定します。 

○ 

oricoOrderNo 注文番号 半角英数字 

20 桁以内 

店舗側で取引を表すショッピングクレジット用の注文番号を指

定 

Orico Web クレジットの管理画面（Orico B’Plaza）で取引を特

定する番号になります。 

○ 

userNo 会員番号（加盟店） 半角英数記号 

20 桁以内 

店舗が会員を管理したい際に指定 △ 

itemName1 商品名１ 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

商品名 1 を指定 ○ 

itemCount1 数量１ 半角数字 

3 桁以内 

数量 1 を指定 

値は 1 以上 999 以下である必要があります。 

○ 

itemAmount1 商品価格 1（税込） 半角数字記号 

8 桁以内 

商品価格 1 を税込で指定 

値は、99,999,999 以下である必要があります。 

また、マイナス値(-)の設定も可能です。 

○ 

itemName2 商品名 2 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

商品名 2 を指定 

数量 2、商品価格 2(税込)のどちらかが指定されている場合、

必須項目となります。 

※ 

itemCount2 数量 2 半角数字 

3 桁以内 

数量 2 を指定 

商品名 2、商品価格 2(税込)のどちらかが指定されている場

合、必須項目となります。 

値は、1 以上 999 以下である必要があります。 

※ 

itemAmount2 商品価格 2（税込） 半角数字記号 

8 桁以内 

商品価格 2 を税込で指定 

商品名 2、数量 2 のどちらかが指定されている場合、必須項

目となります。 

値は、99,999,999 以下である必要があります。 

また、マイナス値(-)の設定も可能です。 

※ 

itemName3 商品名 3 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

商品名 3 を指定 

数量 3、商品価格 3(税込)のどちらかが指定されている場合、

必須項目となります。 

※ 

itemCount3 数量 3 半角数字 

3 桁以内 

数量 3 を指定 

商品名 3、商品価格 3(税込)のどちらかが指定されている場

合、必須項目となります。 

値は、1 以上 999 以下である必要があります。 

※ 

itemAmount3 商品価格 3（税込） 半角数字記号 

8 桁以内 

商品価格 3 を税込で指定 

商品名 3、数量 3 のどちらかが指定されている場合、必須項

目となります。 

値は、99,999,999 以下である必要があります。 

また、マイナス値(-)の設定も可能です。 

※ 

itemName4 商品名 4 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

商品名 4 を指定 

数量 4、商品価格 4(税込)のどちらかが指定されている場合、

必須項目となります。 

※ 

itemCount4 数量 4 半角数字 数量 4 を指定 ※ 
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3 桁以内 商品名 4、商品価格 4(税込)のどちらかが指定されている場

合、必須項目となります。 

値は、1 以上 999 以下である必要があります。 

itemAmount4 商品価格 4（税込） 半角数字記号 

8 桁以内 

商品価格 4 を税込で指定 

商品名 4、数量 4 のどちらかが指定されている場合、必須項

目となります。 

値は、99,999,999 以下である必要があります。 

また、マイナス値(-)の設定も可能です。 

※ 

itemName5 商品名 5 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

商品名 5 を指定 

数量 5、商品価格 5(税込)のどちらかが指定されている場合、

必須項目となります。 

※ 

itemCount5 数量 5 半角数字 

3 桁以内 

数量 5 を指定 

商品名 5、商品価格 5(税込)のどちらかが指定されている場

合、必須項目となります。 

値は、1 以上 999 以下である必要があります。 

※ 

itemAmount5 商品価格 5（税込） 半角数字記号 

8 桁以内 

商品価格 5 を税込で指定 

商品名 5、数量 5 のどちらかが指定されている場合、必須項

目となります。 

値は、99,999,999 以下である必要があります。 

また、マイナス値(-)の設定も可能です。 

※ 

totalItemAmount 商品価格合計（税

込） 

半角数字 

8 桁以内 

商品価格合計を税込で指定 

値は、支払金額合計最小値（500）以上である必要がありま

す。かつ、99,999,999 以下である必要があります。 

○ 

totalCarriage 送料合計（税込） 半角数字 

8 桁以内 

送料合計を税込で指定 

指定なしの場合は 0 円として扱います。 

△ 

amount 支払金額合計 半角数字 

8 桁以内 

支払金額合計を指定 

支払金額合計 = 商品価格合計（税込）＋送料合計（税込） 

支払金額合計最小値（500）以上である必要があります。 

かつ、99,999,999 以下である必要があります。 

○ 

deposit 頭金 半角数字 

8 桁以内 

頭金を指定 

指定なしの場合は 0 円として扱います。 

△ 

shippingZipCode 配送先郵便番号 半角数字記号 

8 桁 

配送先の郵便番号を指定 

ハイフンを含む 999-9999 形式 にて指定します。 

○ 

handlingContractNo 取扱契約番号 半角英数字 

3 桁以内 

取扱契約番号を指定 △ 

contractDocumentKbn 契約書有無区分 半角数字 

1 桁 

契約書有無区分を指定 

"0"：契約書無し 

"1"：契約書有り 

△ 

webDescriptionId WEB 申込商品 ID 半角英数字 

4 桁以内 

WEB 申込商品 ID を指定 △ 

 

応答電文 ： OricoscAuthorizeResponseDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイプ 半角英数字 

10 桁以内 

要求電文を送信した決済サービスタイプ 

"oricosc"： ショッピングクレジット決済 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 文字以内 

“success”：正常終了 

“failure”：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 

16 文字 

処理の結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎

の処理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 

300 バイト以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

marchTxn 電文 ID 文字列 OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎 ○ 
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100 桁以内 に付与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 文字以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引 ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 文字列 

100 桁以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番

する ID 

○ 

txnVersion MDK バージョン 半角英数字 

5 桁 

電文のバージョン 

問題発生時などに用いますが、通常ご利用になることはあり

ません。 

○ 

resResponseContents 応答コンテンツ 半角英数字 

2048 桁以内 

オリコの申込トップ画面へリダイレクトするために、店舗側か

ら消費者ブラウザに向けて返すコンテンツを返却します。 

△ 

 

◇ 応答パラメータ詳細 

 「応答コンテンツ（resResponseContents）」を利用した画面遷移について 

ショッピングクレジット決済の画面表示（Authorize）では、OricoPayment Plus から返戻された resResponseContents を利用して消費者

の端末から Orico Web クレジットが提供する画面への遷移を制御して頂く必要があります。 

 

resResponseContents は画面遷移のための JavaScript を含む HTML コンテンツです。 

resResponseContents の内容を消費者のブラウザに返戻します。この際、返戻するコンテンツの文字コードに Shift-JISを設定ください。 

 

JavaScript を利用可能な端末では自動で Orico Web クレジットの画面に遷移します。 

フィーチャーフォンなどの JavaScript が利用できない端末では、ボタン押下により Orico Web クレジットの画面に遷移します。 

 

6.10.2 ショッピングクレジット決済  消費者ブラウザから店舗側の完了画面へリダイレクトする時の

クエリパラメータ 

 

  

 消費者ブラウザから店舗側の完了画面へリダイレクトする時のクエリパラメータ 
 （エラー時を含む） 

フィールド名 項目名 書式・制限 説明 
設

定 

serviceType 決済サービスタイ

プ 

半角英数字 

10 桁以内 

決済サービスの区分を返戻 

"oricosc"： ショッピングクレジット決済 

○ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 

32 桁以内 

"success" ：正常終了 

"failure" ：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数 16 桁 処理結果を詳細に表すコード 

4 桁ずつ 4 つのブロックで構成され、各ブロックでサービス毎の処

理結果を表します。 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 

300 桁以内 

処理結果に対するメッセージを返戻 ○ 

marchTxn 電文 ID 半角英数字 

100 桁以内 

OricoPayment Plus にて決済処理電文（内部処理も含む）毎に付

与する ID 

１つの取引 ID に対して、複数の ID が付与されます。 

○ 

orderId 取引 ID 半角英数字 

100 桁以内 

決済要求時に貴社にて任意に採番し送信された取引ID ○ 

custTxn 取引毎に付く ID 半角英数字 

100 桁以内 

OricoPayment Plus がオーダー（取引 ID）と紐付ける為に採番す

る ID 

○ 

receiptNo 受付番号 半角英数字 

16 桁以内 

決済完了時にオリコから発行された受付番号 △ 
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6-11  共通 

■「設定」欄の内容は以下の通りです。 

   要求電文 … 必須項目：○  任意項目：△  設定不可：×  その他条件付：※（条件は説明欄に記入） 

   応答電文 … 必ず返戻：○  該当取引存在時に返戻：△  返戻なし：×  その他条件付：※ 

   

■通常の検索の他、マスタ情報取得が可能です。マスタ情報取得時のインターフェイスは後記します。 

 

6.11.1 検索 

■複数指定は 0～の添字を指定します。   

例）exparam.serviceTypeCd[0]=card&exparam.serviceTypeCd[1]=paypal 

 

■ワイルドカードは値の一部と"*"を組み合わせて検索します。"*"のみの指定はできません。 

例）exparam.searchParameters.common.orderId=123* 

 

要求電文 ： SearchRequestDto 

検索フィールド名 検索項目名 書式・制限 
複数 

指定 

ﾜｲﾙﾄﾞ 

ｶｰﾄﾞ 
説明 

設

定 

requestId リクエスト ID 半角英数字記号 128

文字以内 

  リクエスト ID を指定します。指定した場合は、そ

れ以外のパラメータは指定できません。 

△ 

serviceTypeCd 決済サービスタイプ 右記参照 ○  検索対象の決済を指定 

未指定の場合は、全決済が検索対象です。 

"card"： カード決済 

"mpi"： MPI ホスティング 

"cvs"： コンビニ決済 

"em"： 電子マネー決済 

"bank"：銀行決済 

"upop"： 銀聯ネット決済（UPOP） 

"paypal"： PayPal 決済 

"alipay"：Alipay 決済 

"carrier"： キャリア決済 

"oricosc"： ショッピングクレジット決済 

△ 

newerFlag 最新トランザクショ

ンフラグ 

右記参照   成功、失敗に関係なく、最新トランザクションの

みを検索する場合に使用 

"true"： 1 取引内の最新トランザクションのみ検

索 

"false"： 全てのトランザクションを検索 

※指定しない場合は"false"になります。 

△ 

containDummyFla

g 

ダミー決済対象フラ

グ 

右記参照   ダミー取引も検索する場合に使用 

"true"： ダミー取引も検索する 

"false"： ダミー取引は検索しない 

※指定しない場合は"false"になります。 

△ 

maxCount 検索最大件数 1～1000   取得したい検索結果の最大件数 

未指定の場合、最大値となります。 

※短時間で大量の検索を繰り返すような処理は

サーバに負荷が掛かりますのでご遠慮頂けま

すようお願いします。 

 

△ 

common  共通 

 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以  ○ 検索したい取引 ID を指定 △ 
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内 

orderStatus 取引決済状態 右記参照 ○  以下のいずれかを指定 

" initial "：初期状態 

" end "：終了 

" end_presentation "：画面遷移正常終了 

" pending "：保留 

" validation_error "：検証エラー 

" expired "：期限切れ 

" error "：エラー 

△ 

command コマンド 右記参照 ○  決済で使用するコマンドを指定  

" Authorize "：与信、申込 

" ReAuthorize "：再取引 

" Capture "：売上 

" Cancel "：取消 

" Refund "：返金 

" Verify "： 結果検証 

"Terminate"： 継続課金の終了 

 ※ "Terminate "はキャリア決済固有のコマン

ドです。 

△ 

mstatus ステータスコード 右記参照 ○  決済結果として返戻されるステータスコードを指

定  

" success "：成功 

" failure "：失敗 

" pending "：保留 

△ 

txnDatetime.fr

om 

取引日（From） 文字列 12 桁   取引日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

txnDatetime.t

o 

取引日（To） 文字列 12 桁   取引日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

amount.from 金額（From） 数字 12 桁以内   決済金額の範囲（From）を指定 △ 

amount.to 金額（To） 数字 12 桁以内   決済金額の範囲（To）を指定 △ 

card  クレジットカード決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"a"：与信 

"ax"：与信（期限切れ） 

"ap"：与信（保留） 

"ac"：与信売上 

"acp"：与信売上（保留） 

"pa"：売上 

"rn"：新規返品 

"rnp"：新規返品（保留） 

"va"、"rad"、"rae"：与信→取消 

"vap"、"rap"：与信→取消（保留） 

"vac"、"racd"、"race"：与信売上→取消 

"vacp"、"racp"：与信売上→取消（保留） 

"vpa"、"rpad"、"rpae"：売上→取消 

"vpap"、"rpap"：売上→取消（保留） 

△ 

dddTransactio

nId 

3D トランザクション

ID 

半角英数字、"+"、

"-"、"=" 

28 文字 or 0 文字 

  3D トランザクション ID（3d-xid）を指定 

 

 

 

 

 

 

△ 

mpi  MPI ホスティング 
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 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"auth"：本人認証 

"authc"：本人認証（条件付成功） 

"vd"：本人認証検証 

"vdc"：本人認証検証(条件付成功） 

"vds"：本人認証検証(スキップ） 

△ 

res3dTransact

ionId 

応答 3D トランザク

ション ID 

半角英数字、"+"、

"-"、"=" 

28 文字 or 0 文字 

  応答 3D トランザクション ID を指定 △ 

resTransactio

nStatus 

応答 3D トランザク

ションステータス 

半角英数字 1 桁以

内 

  応答 3D トランザクションステータスを指定 △ 

res3dEci 応答 3D ECI 半角数字 

2 桁固定 

  応答 3D ECI を指定 △ 

cvs  コンビニ決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"authorize"：決済請求 

"cancel_authorize"：決済請求取消 

"capture"：決済完了（入金済） 

"fix_capture"：決済完了（入金確定） 

"cancel_capture"：決済完了（入金取消） 

△ 

cvsType コンビニタイプ 右記参照 ○  コンビニを指定 

"sej"：セブン－イレブン  

"econ"：イーコン（ローソン、ファミリーマート、サ

ークル K サンクス、ミニストップ、セイコーマート） 

"other"：その他（デイリーヤマザキ） 

△ 

payLimit.from 支払期限（From） 文字列 12 桁   支払期限の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

payLimit.to 支払期限（To） 文字列 12 桁   支払期限の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

paidDatetime.f

rom 

入金受付日（From） 文字列 12 桁   入金受付日の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

paidDatetime.t

o 

入金受付日（To） 文字列 12 桁   入金受付日の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

em  電子マネー決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"authorize"：決済請求 

"refund"：返金請求 

"refund_new：新規返金請求 

"cancel_authorize：決済請求取消 

"cancel_refund：返金請求取消 

"cancel_refund_new：新規返金請求取消 

"capture：決済完了 

"part_refund：一部返金完了 

"fix_refund：返金完了 

"fix_refund_new：新規返金完了 

△ 

emType 電子マネー種別 右記参照 ○  電子マネーの種別を指定 

"edy "： Edy 決済 

"suica "：Suica 決済 

"waon"：WAON 決済 

△ 
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optionType 支払い種別 右記参照 ○  電子マネーの支払い種別を指定 

"edy-mobile"：モバイル Edy 

"edy-pc"：Cybey Edy 

"edy-direct"： Edy ダイレクト 

"suica-mobile-mail"：モバイル-メール決済 

"suica-mobile-app"：モバイル-アプリ決済 

"suica-pc-mail"：インターネット-メール決済 

"suica-pc-app"：インターネット-アプリ決済 

"waon-mobile"：モバイルアプリ決済 

"waon-pc"：Pasori 決済 

△ 

settlementLim

it.from 

支払/受取期限

（From） 

文字列 12 桁   支払/受取期限の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

settlementLim

it.to 

支払/受取期限

（To） 

文字列 12 桁   支払/受取期限の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

completeDate

time.from 

支払完了日時

（From） 

文字列 12 桁   支払完了日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

completeDate

time.to 

支払完了日時（To） 文字列 12 桁   支払完了日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

receiptNo 受付番号 文字列 32 文字以内   受付番号を指定 △ 

bank  銀行決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"authorize"：決済請求 

"bank_select"：金融機関選択 

"paid_confirm"：入金確認 

"capture"：収納情報通知 

△ 

optionType 支払い種別 右記参照 ○  銀行毎の決済方式を指定 

"atm"：ATM 決済 

"netbank"：ネットバンク決済 

△ 

payLimit.from 支払期限（From） 文字列 12 桁   支払期限の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

payLimit.to 支払期限（To） 文字列 12 桁   支払期限の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

receivedDateti

me.from 

収納日時（From） 文字列 12 桁   収納日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

receivedDateti

me.to 

収納日時（To） 文字列 12 桁   収納日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

shunoKikanNo 収納機関番号 半角英数字 8 桁以内  ○ 収納機関番号を指定 △ 

customerNo お客様番号 半角英数字 20 桁以

内 

 ○ お客様番号を指定 △ 

confirmNo 確認番号 半角英数字 6 桁以内  ○ 確認番号を指定 △ 

upop  銀聯ネット決済（UPOP） 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

“a0” : 与信請求 

“a”: 与信請求成功 

“ax”: 与信請求失敗 

“av”: 与信請求の取消 

“pa”: 売上 

“pav”: 売上の取消 

“par”: 返金(売上の返金，残りの返金可能

金額は 1 円以上の場合) 

“pard”: 返金(売上の返金，残りの返金可能

金額は 0 円になった場合) 

“ac0”: 与信売上請求 

“ac”: 与信売上請求成功 

“acx”: 与信売上請求失敗 

△ 
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“acv”: 与信売上請求の取消  

“acr”: 返金(与信売上の返金，残りの返金

可能金額は 1 円以上の場合) 

“acrd”: 返金(与信売上の返金，残りの返金

可能金額は 0 円になった場合) 

settleDatetim

eJp.from 

決済日時（From） 

★日本時間 

文字列 12 桁   決済日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

settleDatetim

eJp.to 

決済日時（To) 

★日本時間 

文字列 12 桁   決済日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

settleDatetim

eCn.from 

決済日時（From） 

★中国時間 

文字列 12 桁   決済日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

settleDatetim

eCn.to 

決済日時（To) 

★中国時間 

文字列 12 桁   決済日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

paypal  PayPal 決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"set_authorize"：決済請求(Authorize：Set) 

"get_authorize"：決済請求(Authorize：Get) 

"do_authorize"：決済請求(Authorize：Do) 

"set _capture"：決済請求(Capture：Set) 

"get_capture"：決済請求(Capture：Get) 

"do_capture"：決済請求(Capture：Do) 

"cancel_authorize"：取消 

"do_capture"：売上 

"reauthorize"：再与信 

"refund"：返金 

△ 

paymentDateti

me.from 

支払日時（From） 文字列 12 桁   支払日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

paymentDateti

me.to 

支払日時（To) 文字列 12 桁   支払日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

invoiceId 請求番号 半角英数字 127 文字

以内 

 ○ 請求番号を指定 △ 

payerId 顧客番号 半角英数字 13 文字

以内 

 ○ 顧客番号を指定 △ 

alipay  Alipay 決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細取引決済状態 右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

“payment_request”：決済請求 

“payment”：決済請求成功 

“refund_request”：返金申込み請求 

“refund”：返金成功 

△ 

centerTradeId 決済センターとの取

引 ID 

半角英数字 64 文字

以内 

  決済センターとの取引 ID を指定 △ 

paymentTime.f

rom 

支払日時（From） 半角数字 12 桁以内   支払日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

paymentTime.

to 

支払日時（To） 半角数字 12 桁以内   支払日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

settlementTim

e.from 

清算日時(From) 半角数字 12 桁以内   清算日時の範囲（From）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

settlementTim

e.to 

清算日時(To) 半角数字 12 桁以内   清算日時の範囲（To）を指定 

YYYYMMDDhhmm 形式 

△ 

carrier  キャリア決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細オーダー決済

状態 

右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"Init"：決済申込 

"Auth"：与信 

"Deregistration"：抹消 

"Auth"：与信 

△ 
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"Terminate"：継続終了 

"Auth"：与信 

"Terminate"：継続終了 

"PostAuth"：売上 

"VoidPostAuth"：取消(売上) 

"VoidAuth"：取消(与信) 

"AuthCapture"：与信売上 

"VoidAuthCapture"：取消(与信売上) 

※「detailOrderType」の詳細については、【キャ

リア決済サービス 補足資料】を参照 

crServiceType キャリアサービスタ

イプ 

右記参照 ○  決済申込時に指定したキャリア決済のタイプ

（serviceOptionType） 

△ 

accountingTyp

e 

都度/継続区分 半角数字 1 桁   決済申込時に指定した都度/継続区分 △ 

itemType 商品タイプ 半角数字 1 桁 ○  決済申込時に指定した商品タイプ △ 

mpStatus 継続状態フラグ 

(月額課金状態フラ

グ) 

半角数字 1 桁 ○  以下のいずれかを指定 

"1"：継続中 

"8"：抹消 

"9"：終了 

△ 

terminalKind 端末種別 半角数字 1 桁 ○  決済申込時に指定した端末種別 △ 

detailComman

dType 

詳細コマンドタイプ 右記参照 ○  キャリア決済の詳細コマンドを指定 

"PreOpenId"：OpenID 事前認証 

"PostOpenId"：OpenID 認証 

"PreAuth"：決済認可 

"Auth"：与信 

"MAuth"：与信(継続) 

"Deregistration"：抹消 

"UserTerminatePreOpenId"：OpenID 事前認証

(継続終了) 

"UserTerminatePostOpenId"：OpenID 認証(継

続終了) 

"UserTerminatePreAuth"：決済認可(継続終了) 

"UserTerminate"：継続終了 

"TerminateReq"：継続終了要求(強制) 

"Terminate"：継続終了(強制) 

"PostAuthReq"：売上要求 

"PostAuth"：売上 

"VoidPostAuthReq"：取消要求(売上) 

"VoidPostAuth"：取消(売上) 

"VoidAuthReq"：取消要求(与信) 

"VoidAuth"：取消(与信) 

"AuthCapture"：与信売上 

"EmuAuth"：与信(与信売上エミュレート) 

"EmuPostAuthReq"：売上要求(与信売上エミュ

レート) 

"EmuPostAuth"：売上(与信売上エミュレート) 

"VoidAuthCaptureReq"：取消要求(与信売上) 

"VoidAuthCapture"：取消(与信売上) 

※「detailCommandType」の詳細については、

【キャリア決済サービス 補足資料】を参照  

△ 

mpFirstDate 初回課金年月日 文字列 8 桁   決済申込時に指定した初回課金年月  △ 

mpDay 継続課金日 文字列 2 桁以内   決済申込時に指定した継続課金日 △ 

itemId 商品番号 半角英数字 18 桁以

内 

 ○ 決済申込時に指定した商品番号 △ 
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oricosc  ショッピングクレジット決済 

 detailOrderTy

pe 

詳細オーダー決済

状態 

右記参照 ○  決済個別の詳細ステータスを指定 

"authorize"：画面表示 

"verify"：決済結果取得 

"capture"：審査結果通知 

"cancel"：途中キャンセル 

△ 

oricoOrderNo 注文番号 文字列 

20 桁以内 

 ○ 画面表示要求時に指定した注文番号 △ 

amount. from 支払金額合計 

（from） 

文字列 

8 桁以内 

  支払金額合計（from）を指定 

0 以上で指定します。 

△ 

amount.to 

 

支払金額合計 

（to） 

文字列 

8 桁以内 

  支払金額合計（to）を指定 

99999999 以下で指定します。 

△ 

totalItemAmo

unt.from 

商品価格合計(税

込)（from） 

文字列 

8 桁以内 

  商品価格合計(税込)（from）を指定 

0 以上で指定します。 

△ 

totalItemAmo

unt.to 

商品価格合計(税

込)（to） 

文字列 

8 桁以内 

  商品価格合計(税込)（to）を指定 

99999999 以下で指定します。 

△ 

 

 

応答電文 ： SearchResponseDto 

検索フィールド名 検索項目名 書式・制限 説明 
設

定 

result 処理結果 －  ○ 

 mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字

以内 

“success”：正常終了 

“failure”：異常終了 

○ 

vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト

以内 

処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

exresult 拡張結果 －  △ 

 overMaxCountFlag 最大件数超えフラ

グ 

右記参照 検索対象データが要求電文で指定した検索最大件

数より多いかどうかを表示 

"true"： 最大件数以上  "false"： 最大件数未満 

△ 

searchCount 検索結果件数 0～1000 検索結果件数（オーダー件数）が格納されます。 △ 

orderInfos オーダー情報リスト  複数のオーダー情報（orderInfo）が格納されます。 △ 

 orderInfo オーダー情報 － 

 

検索条件に該当した取引の情報が該当件数分繰り

返されます。0～1000 件（要求電文で指定した検索

最大件数まで）です。 

△ 

 index インデックス 0～999 検索された情報のインデックス △ 

serviceTypeCd 決済サービスタイプ 右記参照 "card"： カード決済 

"mpi"： MPI ホスティング 

"cvs"： コンビニ決済 

"em"： 電子マネー決済 

"bank"：銀行決済 

"upop"： 銀聯ネット決済（UPOP） 

"paypal"： PayPal 決済 

"alipay"：Alipay 決済 

"carrier"： キャリア決済 

"oricosc"： ショッピングクレジット決済 

△ 

orderId 取引 ID 文字列 取引の取引 ID △ 

orderStatus 取引決済状態 右記参照 " initial "：初期状態 

" end "：終了 

" end_presentation "：画面遷移正常終了 

△ 
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" pending "：保留 

" validation_error "：検証エラー 

" expired "：期限切れ 

" error "：エラー 

 

※このフィールドは、取引 ID に関連する注文データ

の状態を完全に表現するものではありません。サ

ービスタイプによっては詳細な状態遷移を別のフ

ィールドに保持している場合がありますので、店

舗側システムの用途に合わせて

successDetailTxnType や、決済固有の状態フィー

ルドを参照してください。 

lastSuccessTxnTyp

e 

最終成功トランザク

ションタイプ 

文字列 直近の成功したコマンド名 △ 

successDetailTxnT

ype 

詳細トランザクショ

ンタイプ 

文字列 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType 参照。 

△ 

properOrderInfo 固有オーダー情報 － 

 

各決済サービスの固有オーダー情報 

後述の一覧参照。 

△ 

transactionInfos 決済トランザクショ

ンリスト 

－ 

 

複数の決済トランザクション情報（transactionInfo） △ 

 transactionInfo 決済トランザクショ

ン情報 

－ 

 

検索条件に該当した取引の情報が該当件数分繰り

返されます。 

△ 

 txnId トランザクション管

理 ID 

文字列 弊社が採番する管理 ID △ 

command コマンド 文字列 実行されたコマンド名 

※MDK で要求したコマンドだけではなく、

OricoPayment Plus の内部処理コマンドも含まれま

す。 

△ 

mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字

以内 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

"pending"：保留 

△ 

vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 処理の結果を詳細に表すコード 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

△ 

txnDatetime 取引日時 文字列 23 桁 YYYY-MM-DD hh:mi:ss.mmm 形式 △ 

amount 金額 半角数字 12 桁以内 決済した金額 △ 

properTransa

ctionInfo 

固有トランザクショ

ン情報 

－ 

 

各決済サービスの固有トランザクション情報 

後述の一覧参照。 

△ 

☆ 以下の情報は、上記 「固有オーダー情報」 「固有トランザクション情報」 内の階層にセットされます。 

properOrderInfo クレジットカード決済 固有オーダー情報  

 startTxn 電文 ID 文字列  △ 

requestCurrencyUnit 要求通貨単位 半角英数字 4 桁以内  △ 

cardExpire カード有効期限 文字列 5 桁以内 有効期限（全桁平文） △ 

properTransactionInfo クレジットカード決済 固有トランザクション情報  

 txnKind トランザクション種類 文字列  △ 

cardTransactionType カードトランザクションタイ

プ 

文字列 6 桁以内 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 

gatewayRequestDate ゲートウェイ要求日時 文字列 14 桁以内 OricoPayment Plus が要求電文を受け取っ

た日時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

gatewayResponseDate ゲートウェイ応答日時 文字列 14 桁以内 OricoPayment Plus が応答電文を返した日

時 

yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerRequestDate センター要求日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが要求電文を受け取っ △ 
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た日時。yyyyMMddhhmmss 形式 

centerResponseDate センター応答日時 文字列 14 桁以内 カード決済センターが応答電文を返した日

時。yyyyMMddhhmmss 形式 

△ 

centerRequestNumber センター要求番号 文字列 7 桁以内  △ 

centerReferenceNumber センターリファレンス番号 文字列 7 桁以内  △ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

resItemCode 応答商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqReturnReferenceNumber 要求リターン参照番号 文字列 12 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

responsedata 応答データ 文字列 20 桁以内  △ 

pending ペンディング 文字列 1 桁以内 "0"：なし  "1"：あり △ 

loopback ループバック 文字列 1 桁以内 "0"：なし  "1"：あり △ 

connectedCenterId 接続先カード接続センター 文字列 5 桁以内  △ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は 

"*"（アスタリスク）１つに変換されます。 

（例 "411111*11"） 

△ 

reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。 

"*****" 

△ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内  △ 

reqCardOptionType 要求カードオプションタイプ 文字列 5 桁以内  △ 

reqMerchantTransaction 要求マーチャントトランザク

ション番号 

文字列 9 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqAuthCode 要求承認番号 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内  △ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 半角英数字 83 桁以

内 

 △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqCancelDay 要求取消日 文字列 8 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqWithCapture 要求同時売上 文字列 5 桁以内  △ 

reqWithDirect 要求同時直接 文字列 5 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

req3dMessageVersion 要求 3D メッセージバージョ

ン 

文字列 10 桁以内  △ 

req3dTransactionId 要求 3D トランザクション ID 文字列 28 桁以内  △ 

req3dTransactionStatus 要求 3D トランザクションス

テータス 

文字列 1 桁以内  △ 

req3dCavvAlgorithm 要求 3D CAVV アルゴリズ

ム 

文字列 1 桁以内  △ 

req3dCavv 要求 3D CAVV 文字列 28 桁以内  △ 

req3dEci 要求 3D ECI 文字列 2 桁以内  △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコード 文字列 4 桁以内 全桁"0"（ゼロ）に変換されます。 

（例 "0000"） 

△ 

reqAuthFlag 要求認証番号 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

resMerchantTransaction 応答マーチャントトランザク

ション番号 

文字列 9 桁以内  △ 

resReturnReferenceNumber 応答リターン参照番号 文字列 12 桁以内 カード会社との通信時にシステム内部で利

用する番号 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resAuthCode 応答承認番号 半角英数字スペース

7 桁以内 

カード会社が発行する承認番号 △ 
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resActionCode アクションコード 文字列 3 桁以内 カード会社との通信時に返戻されたコード値 

通常、貴社が意識する必要はありません。 

△ 

resCenterErrorCode 応答センターエラーコード 文字列 3 桁以内 カード会社における結果コード(例 "G12") △ 

resAuthTerm 応答与信期間 文字列 3 桁以内  △ 

reqWithNew 要求新規返品 右記参照 "true"： 新規返品 

"false"： 取消・返品 

※現在はご利用いただくことはできません。 

△ 

properOrderInfo MPI ホスティング 固有オーダー情報  

 startTxn 電文 ID 文字列  △ 

dddMessageVersion メッセージバージョン   △ 

requestCurrencyUnit 要求通貨単位 半角英数字 4 桁以内  △ 

tradUrl 広告 URL 文字列 OricoPayment Plus システムでは利用しない

ため無視してください。 

△ 

cardExpire カード有効期限 文字列 5 桁以内 有効期限（全桁平文） △ 

properTransactionInfo MPI ホスティング 固有トランザクション情報  

 txnKind トランザクション種類 文字列  △ 

mpiTransactionType ＭＰＩトランザクションタイプ 文字列 6 桁以内 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 

reqCardNumber 要求カード番号 文字列 16 桁以内 上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は 

"*"（アスタリスク）１つに変換されます。 

（例 "411111*11"） 

△ 

reqCardExpire 要求カード有効期限 文字列 5 桁以内 全桁"*"（アスタリスク）に変換されます。 

（例 "*****"） 

△ 

reqAmount 要求取引金額 文字列 12 桁以内  △ 

reqRedirectionUri 要求リダイレクション URI 文字列 1024 桁以内  △ 

corporationId 会社ＩＤ 文字列 2 桁以内  △ 

brandId ブランドＩＤ 文字列 2 桁以内  △ 

acquirerBinary 仕向け先 Binary 文字列  △ 

dsLoginId dsLoginId 文字列  △ 

crresStatus crresStatus 文字列  △ 

veresStatus veresStatus 文字列  △ 

paresSign paresSign 文字列  △ 

paresStatus paresStatus 文字列  △ 

paresEci paresEci 文字列  △ 

authResponseCode 本人認証応答コード 文字列  △ 

verifyResponseCode 認証結果検証応答コード 文字列  △ 

res3dMessageVersion 応答 3D メッセージバージョ

ン 

文字列 10 桁以内  △ 

res3dTransactionId 応答 3D トランザクション ID 文字列 28 桁以内  △ 

res3dTransactionStatus 応答 3D トランザクションス

テータス 

文字列 1 桁以内  △ 

res3dCavvAlgorithm 応答 3D CAVV アルゴリズ

ム 

文字列 1 桁以内  △ 

res3dCavv 応答 3D CAVV 文字列 28 桁以内  △ 

res3dEci 応答 3D ECI 文字列 2 桁以内  △ 

authRequestDatetime 本人認証要求日時 文字列 23 桁以内 本人認証要求の受付時間 

(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm) 

△ 

authResponseDatetime 本人認証応答日時 文字列 23 桁以内 本人認証の応答時間 

（YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm) 

△ 

verifyRequestDatetime 認証結果検証要求日時 文字列 23 桁以内 認証結果検証要求の受付時間

(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm) 

△ 

verifyResponseDatetime 認証結果検証応答日時 文字列 23 桁以内 認証結果検証の応答時間 △ 
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（YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm) 

reqCurrencyUnit 要求通貨単位 文字列 4 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqAcquirerCode 要求仕向け先コード 文字列 2 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqItemCode 要求商品コード 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqCardCenter 要求カードセンター 文字列 7 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqJpoInformation 要求支払種別情報 文字列 83 桁以内  △ 

reqSalesDay 要求売上日 文字列 8 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqWithCapture 要求同時直接 文字列 8 桁以内  △ 

reqSecurityCode 要求セキュリティコード 文字列 4 桁以内 全桁"0"（ゼロ）に変換されます。 

（例 "0000"） 

△ 

reqBirthday 要求誕生日 文字列 4 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqTel 要求電話番号 文字列 4 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqFirstKanaName 要求カナ名前（名） 文字列 15 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

reqLastKanaName 要求カナ名前（姓） 文字列 15 桁以内 ※現在はご利用いただくことはできません。 △ 

properOrderInfo コンビニ決済 固有オーダー情報  

 cvsType 決済サービスオプション 右記参照 決済されたコンビニの種別。 

"sej"：セブン－イレブン  

"econ"：イーコン（ローソン、ファミリーマー

ト、サークル K サンクス、ミニストップ、セイコ

ーマート） 

"other"：その他（デイリーヤマザキ） 

△ 

amount 決済金額 半角数字 6 桁以内 支払金額 △ 

name1 氏名１ 全角 20 バイト以内 顧客姓 

※全角ハイフン、全角スペース、外字は、文

字化けする可能性があります 

△ 

name2 氏名２ 全角 20 バイト以内 顧客名 

※全角ハイフン、全角スペース、外字は、文

字化けする可能性があります 

△ 

telNo 電話番号 半角数字 13 桁以内 

右記参照 

顧客電話番号、数字のみ 11 桁以内、ハイフ

ン含み 13 桁以内 

例） 0311112222、03-1111-2222、

09011112222、090-1111-2222 

△ 

free1 備考１ 文字列 50 バイト以内 備考欄（商品詳細などに利用する） △ 

free2 備考２ 文字列 50 バイト以内 備考欄（商品詳細などに利用する） △ 

payLimit 支払期限 半角数字 10 桁 

右記参照 

支払期限（yyyy/mm/dd の形式） △ 

receiptNo 受付番号 半角英数字 32 文字

以内 

コンビニへ正常に決済請求が完了した際に

配布される受付番号 

△ 

paidDatetime 入金受付日 文字列 14 桁以内 入金を受け付けた日（YYYYMMDDhhmmss

形式） 

△ 

properTransactionInfo コンビニ決済 固有トランザクション情報  

 cvsTxnType 取引対象タイプ 文字列 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 

startDatetime 取引日時 文字列  △ 

properOrderInfo 電子マネー決済 固有オーダー情報  

 settlementMethod 決済方式 文字列  △ 

settlementType 決済タイプ 文字列  △ 

amount 決済金額 半角数字 5 桁以内 Edy、WAON：￥50,000 以下 

Suica：￥20,000 以下 

△ 

settlementLimit 決済期限 半角数字 14 桁 支払期限 （YYYYMMDDhhmmss） △ 

mailAddr メールアドレス 半角英数字 256 桁以

内 

決済依頼メールの携帯電話メールアドレス 

CyberEdy ：未使用 

△ 
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forwardMailFlag 転送メール送信要否 半角数字 1 桁 

右記参照 

決済依頼メール、決済完了メールのコピーメ

ール又は BCC メールをマーチャントメール

アドレス（merchantMailAddr）に送信するか

否かの設定 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

△ 

merchantMailAddr マーチャントメールアドレス 半角英数字 256 桁以

内 

決済依頼メール、決済完了メールのコピーメ

ール又は BCC メール先マーチャントメール

アドレス 

△ 

cancelMailAddr 取消返金通知メールアドレ

ス 

半角英数字 256 文字

以内 

決済の取消完了を利用者に通知するため

のメールアドレス 

△ 

requestMailAddInfo 依頼メール付加情報 半角英数字 256 桁以

内 

返金通知メールに追加される文字列（返金

情報等） 

△ 

completeMailAddInfo 完了メール付加情報 文字列 300 バイト以

内 

決済完了メールに追加される文字列 △ 

shopName ショップ名 文字列 48 バイト以内 Edy で使用する店舗名 △ 

completeMailFlag 完了メール送信要否 半角数字 1 桁 

右記参照 

決済完了時にメールを送信するか否かの設

定 

"0"： 送信不要 

"1"： 送信要 

△ 

confirmScreenAddInfo 内容確認画面付加情報 文字列 256 バイト以

内 

内容確認画面に表示する付加情報 △ 

completeScreenAddInfo 完了画面付加情報 文字列 256 バイト以

内 

決済完了画面に表示する付加情報 △ 

screenTitle 画面タイトル 文字列 40 バイト以内 モバイル Suica で決済完了画面・決済確認

画面等で「商品・サービス名」に表示される

情報 

△ 

completeReturnKind 決済完了戻り先種別 半角数字 1 桁 

右記参照 

モバイル Suica でアプリ終了時に遷移する

先の種別 

"1"： ローカルメニュー 

"2"： モバイル Suica アプリを終了し「決済

完了戻り先 URL」へ遷移 

△ 

completeReturnUrl 決済完了戻り先 URL 半角英数字 256 桁以

内 

モバイルSuica でアプリ終了時に遷移する先

の URL 

△ 

completeNoticeUrl 決済完了通知 URL 半角英数字 256 桁以

内 

Edy Viewer にて支払いを完了した後に遷移

する URL 

△ 

salesType 販売区分 半角数字 1 桁 

右記参照 

Edy で任意に登録する販売区分 

"1"：物販 

"2"：デジタル 

△ 

free 備考 文字列 256 バイト以

内 

備考(商品詳細など) △ 

refundOrderCtlId 返金取引 ID 文字列  △ 

receiptNo 受付番号 半角英数字 64 文字

以内 

決済センターへ正常に決済請求が完了した

際に決済センターで採番される受付番号 

△ 

appUrl 決済アプリ起動 URL 半角英数字 384 文

字以内 

Edy Viewerの起動URL、又はモバイルSuica

アプリ URL 

△ 

orderKind オーダー種別 右記参照 "authorize"： 決済 

"refund"： 返金 

"present"： プレゼント請求 

△ 

completeDatetime 完了日時 文字列 14 桁 支払が完了した日時（YYYYMMDDhhmmss

形式） 

△ 

properTransactionInfo 電子マネー決済 固有トランザクション情報  

 emTxnType 取引対象タイプ 文字列 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 
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centerProcDatetime 取引日時 文字列  △ 

startDatetime 取引日時 文字列  △ 

properOrderInfo 銀行決済 固有オーダー情報  

 settlementMethod 決済方式 文字列  △ 

amount 金額 半角数字 10 桁以内 決済した金額 △ 

name1 顧客名１ 全角 20 バイト以内  △ 

name2 顧客名２ 全角 20 バイト以内  △ 

telNo 電話番号 半角数字 11 桁以内  △ 

payLimit 支払期限 文字列 8 桁 YYYYMMDD 形式 △ 

receivedDatetime 収納日時 文字列 12 桁 YYYYMMDDhhmm 形式 △ 

properTransactionInfo 銀行決済 固有トランザクション情報  

 peTxnType 対象取引タイプ 文字列 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 

receiptNo 受付番号 文字列  △ 

startDatetime 取引日時 文字列  △ 

properOrderInfo 銀聯ネット決済（UPOP） 固有オーダー情報  

properTransactionInfo 銀聯ネット決済（UPOP） 固有トランザクション情報  

 upopTxnType 取引タイプ 文字列  △ 

amount 取引金額 半角数字 12 桁以内 支払い総額 △ 

startDatetime 取引日時 半角数字 14 桁 YYYYMMDDhhmmss 形式 △ 

resUpopSettleAmount 精算金額 半角数字 12 桁以内 精算金額 △ 

resUpopSettleDate 精算日付 半角数字 4 桁 MMDD 形式 △ 

resUpopSettleCurrency 精算通貨種類 半角数字 3 桁以内  △ 

resUpopExchangeDate 両替日付 半角数字 4 桁 MMDD 形式 △ 

resUpopExchangeRate 精算為替レート 半角数字 8 桁  △ 

properOrderInfo PayPal 決済 固有オーダー情報  

 settlementMethod 決済方式 文字列  △ 

invoiceId 請求番号 半角英数字 127 文字

以内 

3GPSGW が発番するオーダー単位でユニー

クとなる ID 

△ 

payerId 顧客番号 半角英数字 13 文字

以内 

 △ 

paymentDatetime 支払日時 文字列 14 桁 YYYYMMDDhhmmss 形式 △ 

properTransactionInfo PayPal 決済 固有トランザクション情報  

 ppTxnType 対象取引タイプ 文字列 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 

centerTxnId 取引識別子 半角英数字 19 文字

以内 

PayPal が発番するユニークな ID △ 

amount 金額 半角数字  △ 

feeAmount 手数料 半角数字  △ 

exchangeRate 外貨換算レート 半角英数字 17 文字

以内 

 △ 

netRefundAmount 純返金金額 半角数字  △ 

txnFixed 決済完了フラグ 右記参照 決済完了取引かどうかを示すフラグ 

"0"：決済レコード（速報レコード） 

"1"：決済完了レコード（確報レコード） 

△ 

startDatetime 取引日時 文字列  △ 

properOrderInfo Alipay 決済 固有オーダー情報  

properTransactionInfo Alipay 決済 固有トランザクション情報  

 centerTradeId 決済センターとの取引 ID  半角英数字 64 文字

以内 

決済センターとの取引 ID △ 
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alipayTxnType 対象取引タイプ 文字列 取引の詳細な状態 

検索要求電文の各決済の detailOrderType

参照。 

△ 

settleAmount 精算金額 半角数字 7 桁 精算金額 △ 

settleCurrency 精算通貨 半角数字 3 桁以内 精算通貨 △ 

paymentTime 支払日付 半角数字 14 桁以内 YYYYMMDDhhmmss 形式 △ 

settlementTime 精算日付 半角数字 14 桁以内 YYYYMMDDhhmmss 形式 △ 

properOrderInfo キャリア決済 固有オーダー情報  

 crServiceType キャリアサービスタイプ 文字列 決済申込時に指定したキャリア決済のタイ

プ(serviceOptionType) 

△ 

withCapture 与信同時売上フラグ 文字列 決済申込時に指定した与信同時売上フラグ △ 

accountingType 課金タイプ 文字列 1 桁 決済申込時に指定した課金タイプ △ 

itemInfo 商品情報 文字列 決済申込時に指定した商品情報 △ 

itemId 商品 ID 文字列 決済申込時に指定した商品 ID △ 

itemType 商品タイプ 文字列 1 桁 決済申込時に指定した商品タイプ △ 

terminalKind 端末種別 文字列 1 桁 決済申込時に指定した端末種別 △ 

authorizeDatetime 決済申込日時 文字列 14 桁 決済申込日時（YYYYMMDDhhmmss 形式） △ 

captureDatetime 売上日時 文字列 14 桁 キャリア側で売上処理した日時 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

△ 

cancelDatetime 取消日時 文字列 14 桁 キャリア側で取消処理した日時 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

△ 

crOrderId キャリアオーダーID 文字列 16 桁以内 キャリア側で発番された取引毎の ID △ 

d3Flag 本人認証（3D セキュア） 文字列 1 桁 決済申込時に指定した値 

"0"：無し、"1"：バイパス、 "2"：有り 

△ 

mpFirstDate 初回課金日付 文字列 8 桁 決済申込時に指定した初回課金日付 △ 

mpDay 継続課金日 文字列 2 桁以内 決済申込時に指定した継続課金日 △ 

mpStatus 継続状態フラグ 

 (月額課金状態フラグ) 

文字列 1 桁 継続状態フラグ (月額課金状態フラグ)  

"1"：継続中、"8"：抹消、"9"：終了 

△ 

mpOrderId 継続課金オーダーID 文字列 6 桁 継続課金オーダーID 

（課金年月を YYYYMM 形式で格納） 

△ 

mpTxnStatusType 継続課金状態タイプ 文字列 直近の継続課金処理によって、課金データ

がどのような状態に遷移したかを示します。 

"Init"：初期状態 

"VoidReq"：取消要求 

"Void"：取消 

"CaptureReq"：売上要求 

"Capture"：売上 

"CaptureFail"：売上失敗 

"VoidCaptureReq"：売上取消要求 

"VoidCapture"：売上取消 

"VoidWait"：取消待ち 

 

※Search コマンドでは、継続課金のすべて

の売上データを取得することはできません。 

※「mpTxnStatusType」の詳細については、

【キャリア決済サービス 補足資料】を参照し

てください。 

△ 

mpCaptureDatetime 継続売上日時 文字列 14 桁 継続売上日時（YYYYMMDDhhmmss 形式） △ 

mpCancelDatetime 継続取消日時 文字列 14 桁 継続取消日時（YYYYMMDDhhmmss 形式） △ 

mpTerminateDatetime 継続終了日時 

 

文字列 14 桁 継続終了日時（YYYYMMDDhhmmss 形式） 

※「抹消」の場合は、キャリア側で抹消され

た日時、または OricoPayment Plus 側で

抹消を検知した日時 

△ 

fletsArea フレッツエリア 文字列 1 桁 決済申込時に指定した値 △ 
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"0"：東日本、 "1"：西日本 

properTransactionInfo キャリア決済 固有トランザクション情報  

 crResultCode キャリア結果コード 

 

文字列 キャリアから返却された結果コード △ 

detailCommandType 詳細コマンドタイプ 

 

文字列 検索要求電文のキャリア決済の 

detailCommandType 参照。 

※「detailCommandType」の詳細について

は、【キャリア決済サービス 補足資料】を参

照してください。 

△ 

crRequestDatetime キャリアへの要求日時 文字列 14 文字 キャリアへの要求日時（YYYYMMDDhhmmss

形式） 

△ 

crResponseDatetime キャリアからの返戻日時 文字列 14 文字 キャリアからの返戻日時

（YYYYMMDDhhmmss 形式） 

△ 

properOrderInfo ショッピングクレジット決済 固有オーダー情報  

 merchantRedirectionUrl マーチャントリダイレクショ

ン URL 

URL に使用可能な半

角英数字 

256 桁以内 

マーチャントリダイレクション URL △ 

oricoOrderNo 注文番号 半角英数字 

20 桁以内 

ショッピングクレジット用の注文番号 △ 

userNo 会員番号(加盟店) 半角英数記号 

20 桁以内 

店舗の会員番号 △ 

itemName1 商品名 1 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品名 1 △ 

itemCount1 数量 1 半角数字 

3 桁以内 

画面表示要求時に指定した数量 1 △ 

itemAmount1 商品価格 1(税込) 半角数字記号 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品価格 1（税

込） 

△ 

itemName2 商品名 2 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品名 2 △ 

itemCount2 数量 2 半角数字 

3 桁以内 

画面表示要求時に指定した数量 2 △ 

itemAmount2 商品価格 2(税込) 半角数字記号 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品価格 2（税

込） 

△ 

itemName3 商品名 3 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品名 3 △ 

itemCount3 数量 3 半角数字 

3 桁以内 

画面表示要求時に指定した数量 3 △ 

itemAmount3 商品価格 3(税込) 半角数字記号 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品価格 3（税

込）が返戻されます。 

△ 

itemName4 商品名 4 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品名 4 △ 

itemCount4 数量 4 半角数字 

3 桁以内 

画面表示要求時に指定した数量 4 △ 

itemAmount4 商品価格 4(税込) 半角数字記号 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品価格 4（税

込） 

△ 

itemName5 商品名 5 全角 

半角英数記号 

256 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品名 5 △ 

itemCount5 数量 5 半角数字 

3 桁以内 

画面表示要求時に指定した数量 5 △ 

itemAmount5 商品価格 5(税込) 半角数字記号 画面表示要求時に指定した商品価格 5（税 △ 
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8 桁以内 込） 

totalItemAmount 商品価格合計(税込) 半角数字 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した商品価格合計

(税込)  

△ 

totalCarriage 送料合計(税込) 半角数字 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した送料合計(税込)  △ 

amount 支払金額合計 半角数字 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した支払金額合計 △ 

deposit 頭金 半角数字 

8 桁以内 

画面表示要求時に指定した頭金 △ 

shippingZipCode 配送先郵便番号 半角数字記号 

8 桁 

画面表示要求時に指定した配送先郵便番

号 

（ハイフンを含む 999-9999 形式） 

△ 

handlingContractNo 取扱契約番号 半角英数字 

3 桁以内 

画面表示要求時に指定した取扱契約番号 △ 

contractDocumentKbn 契約書有無区分 半角数字 

1 桁 

"0"：契約書無し 

"1"：契約書有り 

△ 

webDescriptionId WEB 申込商品 ID 半角英数字 

4 桁以内 

画面表示要求時に指定した WEB 申込商品

ID 

△ 

properTransactionInfo ショッピングクレジット決済 固有トランザクション情報  

 oricoTxnType オリコトランザクションタイ

プ 

右記参照 "Authorize"：画面表示 

"Verify"：決済結果取得 

"Capture"：審査結果通知 

"Cancel"：途中キャンセル 

△ 

orderStateCode 審査結果コード 半角数字 2 桁 “02“:否決 

“04“:承認 

△ 

approvalNo 承認番号 半角数字 16 桁以内 承認番号 

審査結果が「”04”:承認」の場合に返戻され

ます。 

△ 

requestDate 申込日 半角数字 8 桁 申込日（YYYYMMDD 形式） △ 

loanPrincipal ローン元金 半角数字 8 桁以内 ローン元金 △ 

paymentCount 支払回数 半角英数字 3 桁以内 "1"～" 999":普通分割支払回数 

" B01":ボーナス一括 

" B02":ボーナスニ括 

△ 
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6.11.2 検索 マスタ情報取得 

■複数指定は 0～の添字を指定します。   

例）exparam.serviceTypeCd[0]=card&exparam.serviceTypeCd[1]=paypal 

 

■ワイルドカードは値の一部と"*"を組み合わせて検索します。"*"のみの指定はできません。 

例）exparam.searchParameters.common.orderId=123* 

 

要求電文 ： SearchRequestDto 

フィールド名 項目名 書式・制限 
複数 

指定 

ﾜｲﾙﾄﾞ 

ｶｰﾄﾞ 
説明 

設

定 

masterNames マスタ名 右記参照 ○  以下の値より複数指定可（随時追加予定） 

“bankFinancialInstInfo” ： 金融機関マスタ 

○ 

 

応答電文 ： SearchResponseDto 

フィールド名 
項目名 書式・制限 説明 

設

定 

result 処理結果 以下、処理結果が格納されます。  

 

 

mstatus 
処理結果コード 

半角英数字 32 文字以内 "success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

○ 

vResultCode 

詳細結果コード 

半角英数字 16 文字 処理の結果を詳細に表すコード 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さ

い。 

○ 

merrMsg エラーメッセージ 文字列 1024 バイト以内 処理結果を日本語又は英語で表示 ○ 

exresult 拡張結果 以下、拡張結果が格納されます。  

 masterInfos マスタ情報リスト 複数のマスタ情報が格納されます。  

 masterInfo マスタ情報 検索条件に該当した情報が該当件数分繰り返されます。  

 name キー 文字列 マスタ名 ○ 

masters 値 マスタに含まれるレコード情報です。  

 xxxxxxxxx Info マスタ固有情報   

☆ 以下の情報は、上記「マスタ固有情報」内にセットされます。 
 

bankFinancialInstInfo 金融機関マスタ情報  

 bankCode 金融機関コード 文字列  △ 

deviceCode デバイスコード 文字列  △ 

bankName 金融機関名称 文字列  △ 

bankKana 金融機関カナ 文字列  △ 

bankIndexChar1 カナ頭文字 文字列  △ 

bankIndexChar2 カナ行頭文字 文字列  △ 

startDatetime 登録日時 文字列 yyyymmddhhmmss 形式 △ 
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6-12 電文サンプル 

カード与信処理成功の応答電文サンプルです。 

（以下の例では、レイアウトの都合上改行・インデントを入れ、一部省略しています。） 

  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<GWPaymentResponseDto> 

 <result> 

  <VResultCode>A001000000000000</VResultCode> 

  <custTxn>10492</custTxn> 

  <exresult> 

   <cardTransactiontype>a</cardTransactiontype> 

   <centerReferenceNumber/> 

   <centerRequestDate>20091112191705</centerRequestDate> 

   <centerRequestNumber/> 

   <centerResponseDate>20091112191706</centerResponseDate> 

   <connectedCenterId>sln</connectedCenterId> 

   <gatewayRequestDate>20091112191705</gatewayRequestDate> 

   <gatewayResponseDate>20091112191706</gatewayResponseDate> 

～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～  

   <loopback>0</loopback> 

   <pending>0</pending> 

   <reqAcquirerCode/> 

   <resCenterErrorCode>   </resCenterErrorCode> 

   <resItemCode/> 

   <resMerchantTransaction/> 

   <resResponseData>   </resResponseData> 

   <resReturnReferenceNumber/> 

  </exresult> 

  <marchTxn>10492</marchTxn> 

  <merrMsg>処理が成功しました。</merrMsg> 

  <mstatus>success</mstatus> 

  <optionResults/> 

  <orderId>1258021034451</orderId> 

  <serviceType>card</serviceType> 

  <txnVersion>5.0</txnVersion> 

 </result> 

</GWPaymentResponseDto> 
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6-13 結果通知電文 

 機能概要 

特定のサービスにおいて、消費者が支払を完了させた、消費者への返金が完了した、または各種決済の成功・失敗の結果が判明した場

合等に、OricoPayment Plus から貴社へ結果通知を行います。 

通知は、HTTP の POST で実施します。 

※ プロトコルは HTTP（Port：80）、HTTPS（Port：443）に対応しております。 

処理の概要については「第 4 章 結果通知受信処理」をご参照ください。 

 

 HMAC について 

POST にてデータを通知するとき、リクエストヘッダーに HMAC を設定します。 

また、HMAC 値は、リクエストボディから算出します。 

アルゴリズムは「HmacSHA256」が設定されます。 

フィールド名 設定値 

content-hmac h={アルゴリズム名};s={CCID};v={HMAC 値} 

 

 結果通知受信処理の結果について 

OricoPayment Plus からの結果通知に対して貴社側が HTTP ステータスコード"200"を返戻した場合、OricoPayment Plus は貴社での受

信処理が正常に終了したものと判断します。貴社側より HTTP ステータスコード"200"以外のコードが返戻された場合は、受信失敗と判

断し、一定期間通知を繰り返します。 

※ 規定の回数失敗した場合は、通知処理が停止しますのでご注意ください。 

 

 pushId（識別 ID）について 

以下、各決済の結果通知において、pushId（識別 ID）は重複する事がありますのでユニークキーに設定しないようにご注意下さい。 

 

6.13.1  結果通知（コンビニ決済） 

OricoPayment Plus は、決済センターからの入金完了情報（消費者の支払完了情報）を受け取り、該当の入金が完了したと判断した場合

に貴社へ入金通知を送信します。 

※入金取引が結果通知対象となります。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 
OricoPayment Plus から通知した時刻 

yyyyMMddHHmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

通知件数分下記の項番（4～9）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内  

5 cvsType CVS タイプ 半角英数字 10 桁以内 

"sej"：セブン－イレブン 

"econ-lw"：ローソン 

"econ-fm"：ファミリーマート 

"econ-sn"：サンクス 

"econ-ck"：サークル K 

"econ-mini"：ミニストップ 

"econ-other"：セイコーマート 
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"other"：その他（デイリーヤマザキ） 

※消費者が入金を行ったコンビニチェーンを通

知（サークル K サンクスについては、消費者が

支 払 い を 行 っ た コ ン ビ ニ チ ェ ー ン に よ り 、

"econ-sn"（サンクス）、または"econ-ck"（サー

クル K）が返戻されます。） 

6 receiptNo 受付番号 半角英数字 32 桁以内  

7 receiptDate 完了日時 半角数字 14 桁 
消費者側で支払が完了した時刻 

yyyyMMddHHmmss 形式 

8 rcvAmount 入金金額 半角数字 6 桁以内  

9 dummy ダミー決済フラグ 半角数字 1 桁 ダミーデータを示す場合は"1"を設定 

 

6.13.2 結果通知（電子マネー決済） 

OricoPayment Plus は、決済センターからの入金／返金完了情報（消費者の支払完了情報／消費者への返金完了情報）を受け取り、該

当の入金／返金が完了したと判断した場合に貴社へ入金通知／返金通知を送信します。 

※入金、返金取引が結果通知対象となります。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 
OricoPayment Plus から通知した時刻 

yyyyMMddHHmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

通知件数分下記の項番（4～7）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内  

5 emType EM タイプ 半角英数字 10 桁以内 "edy", "suica","waon" 

6 receiptDate 完了日時 半角数字 14 桁 

消費者側で支払が完了した日時（入金の場合） 

消費者側で返金額の受取りを完了した日時（返

金の場合） 

yyyyMMddHHmm 形式 

※金融機関によって時刻の扱いは異なります。 

7 dummy ダミー決済フラグ 半角数字 1 桁 ダミーデータを示す場合は"1"を設定 

 

6.13.3 結果通知（銀行決済） 

OricoPayment Plus は、決済センターからの入金完了情報（消費者の支払完了情報）を受け取り、該当の入金が完了したと判断した場合

に貴社へ入金通知を送信します。 

※入金が結果通知対象となります。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 
OricoPayment Plus から通知した時刻 

yyyyMMddHHmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

通知件数分下記の項番（4～11）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内  

5 kikanNo 収納機関コード 半角英数字 8 桁以内 
決済応答電文の収納機関コードと値が異なる場

合があります。 

6 kigyoNo 収納企業コード 半角英数字 5 桁以内  

7 rcvDate 収納日時 半角英数字 12 桁以内 
消費者側で支払が完了した時刻 

yyyyMMddHHmm 形式 
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8 customerNo お客様番号 半角数字 20 桁以内  

9 confNo 確認番号 半角英数字 6 桁以内  

10 rcvAmount 入金金額 半角数字 6 桁以内  

11 dummy ダミー決済フラグ 半角数字 1 桁 ダミーデータを示す場合は"1"を設定 

 

6.13.4 結果通知（銀聯ネット決済（UPOP）） 

OricoPayment Plus は、通常ケースでは各種決済の成功・失敗のステータス判明後の 5 分以内に、貴社へ決済結果を通知します。 

一部の特殊取引（ネットワーク通信問題などによって、銀聯側のステータスが判断できないもの等）については、翌日に行われる銀聯セ

ンターと OricoPayment Plus とのマッチング処理にてステータスが判明します。ステータス判明後 OricoPayment Plus より貴社へ決済結果

を通知します。この場合の決済結果通知の送信は翌日中に行われます。 

※与信、売上、キャンセル、返金が結果通知対象となります。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 
OricoPayment Plus から通知した時刻 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

通知件数分下記の項番（4～12）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 取引 ID 

5 
txnType サービスコマンド 半角英数字 20 桁以内 

右記参照 

"Authorize", "Capture" , "Refund", "Cancel" 

6 
mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以内 "success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

7 traceNumber システム追跡番号 半角数字6桁  UPOP より発行されるシステム追跡番号 

8 
traceTime 認証サービス日時 半角数字 10 桁固定 MMDDhhmmss形式（中国時間）  

（例 0928171905） 

9 settleAmount 精算金額 半角数字 12 桁以内 精算金額 

10 settleDate 精算日付 半角数字 4 桁 精算日付 MMDD の形式 （例 0927） 

11 settleRate 精算レート 半角数字 8 桁 （予約項目） 

12 dummy ダミー決済フラグ  半角数字1桁  ダミー取引の場合："1"、本番取引場合："0" 

 

6.13.5 結果通知（PayPal 決済） 

 OricoPayment Plus は、PayPal からの入金／返金完了情報（消費者の支払完了情報／消費者への返金完了情報）を受け取り、 

該当の入金／返金が完了したと判断した場合に貴社へ入金通知／返金通知を送信します。（速報通知） 

 OricoPayment Plus は、PayPal からの売上明細レポートを受け取り、OricoPayment Plus の取引データベースに反映した後（N+1 日

に、N 日 0 時～24 時の売上明細を取得して反映します）に、店舗様へ反映分の取引情報を通知します。（確報通知） 

（※注：消費者から異議申立てを受けた取引等は、N+1 日以降の売上明細レポートに入って来る可能性がありますので、 

確報通知も N+1 日以降送信する形となります。） 

※入金、返金取引が結果通知対象となります。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 
OricoPayment Plus から通知した時刻 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

4 fixed 速報・確報フラグ 半角数字 1 桁 "0"：速報データ   "1"：確報データ 

通知件数分下記の項番（5～12）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 
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5 orderId オーダーID 半角英数字 100 桁以内  

6 mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以内  

7 txnType トランザクションタイプ 半角英数字 32 桁以内 "Capture"：売上  "Refund"：返金 

8 receivedDatetime 受付日時 半角数字 14 桁 YYYYMMDDhhmmss 形式 

9 amount 金額 半角数字 10 桁以内  

10 payerId お客様番号 半角英数字 13 桁以内  

11 centerTxnId 取引識別子 半角英数字 19 桁以内  

12 dummy ダミー決済フラグ 半角数字 1 桁 ダミーデータを示す場合は"1"を設定 

 

6.13.6 結果通知（Alipay 決済） 

 与信時の結果通知データは、OricoPayment Plus が Alipay 決済センターから決済請求に対する完了通知を受け取り、該当の取引

が完了したと判断した後 5 分以内に貴社へ通知されます。Alipay 決済画面遷移後、振込が可能なのは最大 30 分となります。Alipay

決済画面に遷移するとタイマーが起動し、振込可否が制御されます。30 分内であれば、一度ブラウザを閉じたとしても、再度アクセ

スすることで Alipay 口座画面により入金ができるため、結果通知が最大 30 分後となる可能性もあります。 

 返金申込時の結果通知データは、返金申込が失敗した場合のみ通知されます。OricoPayment Plus は、返金申込に対する Alipay

決済センターからの失敗通知を受け取り、該当の取引が失敗したと判断した後 5 分以内に貴社へ通知します。 

 Alipay 決済センターでの返金処理は、返金申込を行った翌日以降となります。OricoPayment Plus にて返金処理の結果（成功・失敗）

が判明した後に、貴社へ結果が通知されます。 

※与信、返金が結果通知対象となります。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 
OricoPayment Plus から通知した時刻 

YYYYMMDDhhmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

通知件数分下記の項番（4～9）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 取引 ID 

5 txnType サービスコマンド 
半角英数字 20 桁以内 

右記参照 

"Authorize"：与信 

"Refund"：返金申込 

6 mstatus 処理結果コード 半角英数字 32 文字以内 

処理結果のステータス。 

"success"：正常終了 

"failure"：異常終了 

7 vResultCode 詳細結果コード 文字列 16 桁 
処理結果を詳細に表すコード 

詳細は別途 VResultCodeList を参照下さい。 

8 centerTradeId 
決済センターとの取引

ID 
半角英数字 64 文字以内 決済センターとの取引 ID 

9 dummy ダミー決済フラグ  半角数字1桁  ダミー取引の場合："1"、本番取引場合："0" 

 

6.13.7 結果通知（キャリア決済） 

キャリア決済における結果通知電文の通知タイミングは、大きく分けて２つのタイミングに分かれます。 

(1) 決済に消費者ブラウザが介在する場合、申込完了を通知するケース 

(2) 継続課金処理の結果を通知するケース 

結果通知電文の概要については、【キャリア決済サービス 補足資料】を参照してください。 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 半角数字 4 桁以内 
1 度に通知可能な件数は 1,000 件 

1,001 件以上は次回通知 

2 pushTime 送信時刻 半角数字 14 桁 OricoPayment Plus から通知した時刻 
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YYYYMMDDhhmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 半角数字 8 桁 プッシュ処理を行うたびに採番される ID 

通知件数分下記の項番（4～12）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 取引 ID 

5 txnType トランザクションタイプ 半角英数字 32 桁以内 

"Authorize"：決済申込完了 

"Terminate"：継続課金終了申込完了 

"MCapture"：継続課金結果 

"Deregistration"：継続課金抹消 

6 txnTime 処理日時 半角数字 14 桁 YYYYMMDDhhmmss 形式 

7 vResultCode 詳細結果コード 半角英数字 4 桁 
処理結果コードの詳細は、 

別紙 VResultCodeList をご参照ください。 

8 mstatus 処理ステータス 半角英数字 8 桁以内 
"success "：正常終了 

"failure"   ：異常終了 

以下は、決済申込完了通知（Authorize）の場合に連携される項目です。 

9 crOrderID キャリア側取引 ID 半角英数字 16 桁以内 キャリア側で取引を特定する ID 

10 openId Open ID 半角英数字 256 桁以内 

docomo および au より発行された、消費者を識

別する OpenID を連携します。 

例） https://i.mydocomo.com/id/BG6... 

以下は、継続課金結果通知（MCapture）の場合に連携される項目です。 

11 month 課金年月 半角数字 6 桁 YYYYMM 形式 

以下は、必ず連携される項目です。 

12 dummy ダミー決済フラグ 半角数字 1 桁 ダミー取引を示す場合は"1"を設定 

 

6.13.8 ショッピングクレジット決済 

OricoPayment Plus は、Orico Web クレジットから審査結果電文を受信後、店舗システムへ結果通知を送信します。 

審査結果通知は、1 件ごとにリアルタイムで通知されます。尚、貴社側にて審査結果通知を受信できなかった場合、リトライを実

施します。 

 

項番 フィールド名 項目名 書式・制限 説明 

1 numberOfNotify 通知件数 
半角数字 

4 桁以内 

電文に含まれる審査結果通知の総数。 

1 度に通知可能な件数は 1,000 件、 

1,001 件以上は次回通知します。 

2 pushTime 送信時刻 
半角数字 

14 桁以内 

OricoPayment Plus から電文を店舗へ送信した

時刻 

yyyyMMddHHmmss 形式 

3 pushId 識別 ID 
半角英数字 

8 桁以内 

プッシュ処理を行うたびに採番される ID。 

 ※“-”(ハイフン)を含む。 

通知件数分下記の項番（4～12）を繰り返す。尚、フィールド名の後ろに 4 ケタの連番（0000～0999）を付与する。 

4 orderId 取引 ID 半角英数字 100 桁以内 取引 ID 

5 oricoOrderNo 注文番号 半角英数字 20 桁以内 決済申込時の注文番号 

6 orderStateCode 審査結果 半角数字 2 桁 

審査結果コード 

“02“:否決 

“04“:承認 

7 receiptNo 受付番号 半角数字 6 桁以内 決済申込時の受付番号 

8 approvalNo 承認番号 半角数字 16 桁以内 

承認番号 

審査結果が「”04”:承認」の場合に返戻されま

す。 

9 requestDate 申込日 半角数字 8 桁 
決済申込した日時 

（YYYYMMDD 形式） 

10 loanPrincipal ローン元金 半角数字 8 桁以内 ローン元金 

11 paymentCount 支払回数 半角英数字 3 桁以内 
" 1"～" 999":普通分割支払回数 

" B01":ボーナス一括 
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" B02":ボーナスニ括 

12 dummy ダミー決済フラグ 半角数字 1 桁 
"1"：ダミー取引の場合 

"0"：本番取引場合 
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第7章 その他 補足事項 

7-1 クレジットカード決済  支払種別情報の指定 

分割払いやリボ払いを使用される場合、弊社へ事前申請し、かつ下記の設定を行うことによりご利用頂くことが可能です。 

弊社側の設定も必要となりますので､あらかじめご連絡下さい。 

 

 弊社への事前申請 

  カード会社と直接契約をされている場合は、事前にカード会社との分割払いの契約をする必要があります。 

 

 MDK の変更 

与信電文での支払種別（jpo）への設定が必要となります。  

 

 包括契約での利用制限について 

弊社と包括契約（カード契約代行サービス）により利用される場合は、制限がありますので以下の表をご参照ください。 

 

► 上記お支払方法は、加盟店契約に基づいた支払方法のみ選択いただけます。 

※ 一括払いのみ利用可能な加盟店様は、一括以外の支払方法を選択することができません。  

※ カード契約代行サービスご利用の場合は、分割 2 回、ボーナス払い、 

ボーナス併用払いはご利用できません。あらかじめご了承下さい。 

また、指定可能な分割回数は、3、5、6、10、12、15、18、20、24 回のいずれかとなります。 

※ 決済データ処理サービスの場合は、加盟店様とカード会社間の契約に準じます。 

► 電文中に、jpo-info の指定がない場合、一括として処理されます。 

► 売上・取消・返品時に前取引の支払い方法を変更することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払方法 セット値 セット値の意味 

収納代行サービス契約でご利用可能な支払方法 

VISA/ 

MASTER 
JCB AMEX DINERS 

一括 
10 

 ○ ○ ○ ○ 
指定なし 

分割 61Cxx C は分割回数指定、xx は回数。 ○ ○ ○ × 

リボルビング 80  ○ ○ × ○ 
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7-2 クレジットカード決済  注意事項 

7.2.1 物販の一部発送（売上）について 

クレジットカード決済において、1 件の与信に対して売上は 1 度しか実行できません。 

商品の発送の都合等、物販の一部発送により売上を 2 回以上に分ける場合は、2 回目以降の売上時に再度与信を取得してくださ

い。 

 

7.2.2 与信の部分キャンセルについて 

クレジットカード決済では、取得した与信のうち全額をキャンセル、または一部のみをキャンセルすることが可能です。 

ただし、全額キャンセル、一部のみキャンセルにかかわらず一度キャンセルを行った与信に対して Capture（売上）を行うことはできま

せん。 

・100 円で与信取得 ⇒ 全額 Cancel（キャンセル） ⇒ Capture（売上）を行うことはできません。 

・100 円で与信取得 ⇒ 40 円を部分 Cancel（キャンセル） ⇒ Capture（売上）を行うことはできません。 

 

7.2.3 与信の部分売上後のキャンセルについて 

クレジットカード決済では、1 件の与信に対し、与信取得後に一部金額のみ Capture（売上）を実施していた場合、 Cancel（キャンセル）

できるのは、Capture（売上）を行った金額に対してのみとなります。 

・100 円で与信取得 ⇒ 60 円を部分 Capture（売上） 

⇒Capture（売上）を実施した 60 円を上限として Cancel（キャンセル）が可能です。 
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7-3 クレジットカード決済  仕向け先カード会社の一覧 

カード会社コード 社名 

01 シティカードジャパン（株） 

02 （株）ジェーシービー 

03 三菱 UFJ ニコス（株）（DC カード） 

04 三井住友カード（株） 

05 三菱 UFJ ニコス（株）（UFJ カード） 

06 ユーシーカード（株） 

07 アメリカンエキスプレスインターナショナル 

08 （株）ジャックス 

09 三菱 UFJ ニコス（株）（日本信販） 

10 （株）オリエントコーポレーション 

11 （株）セディナ（セントラルファイナンス） 

12 （株）アプラス 

13 （株）ライフ 

14 楽天 KC(株） 

21 （株）クレディセゾン 

22 ポケットカード（株） 

23 （株）セディナ（オーエムシーカード） 

24 イオンクレジットサービス（株） 

31 トヨタファイナンス（株） 

38 東急カード（株） 

40 （株）UCS 

42 （協）エヌシー日商連 

44 すみしんライフカード（株） 

48 （株）ソニーファイナンスインターナショナル 

50 （株）ゆめカード 
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7-4 コンビニ決済  表示事項 

コンビ二各社の指導により、貴社の Web ページ上に表示していただく事項を記載します。 

 

 セブン－イレブン 

株式会社 セブン－イレブン・ジャパンは払込票に記載されている商品等の購入額情報を顧客のプライバシーに配慮の上、管

理・統計上の目的において個人を特定できない様式にて利用します。 

 

１． 必須の掲載条項 

（１）株式会社セブン－イレブン・ジャパンがセブン－イレブン店を通じて、顧客の商品等購入代金の代理受領業務を行っている

こと 

（２）加盟店の住所、商号または名称、ならびに代表者の氏名 

（３）顧客によるセブン－イレブン店での申込みの取消と商品等の購入またはサービス提供の拒絶に関する条項 

（４）払込票等によるセブン－イレブン店における支払は日本国内において円貨で行う事 

（５）商品等の内容、引渡条件、価格、支払および申込みの取消条件その他取引条件 

（６）商品等についての問い合わせ窓口、連絡先ならびに電子メールアドレス 

（７）商品等に対するクレーム等の連絡先 

（８）商品等の返品、クーリングオフに必要とされる手続き 

（９）損害賠償責任の制限 

 

２． 推奨の掲載条項 

（１）顧客は、極力成人とすること、及び、架空名義、匿名等本人以外の名義による申込みを禁止すること 

（２）件外契約成立の時期 

（３）顧客の個人情報の登録、利用 

（４）件外契約が附合契約のため随時変更があることの承認 

 

 ローソン・ファミリーマート・サークル K サンクス・ミニストップ・セイコーマート 

１． 収納業務について 

（１）加盟店の名称 

（２）加盟店の所在地 

（３）加盟店の電話番号、メールアドレス  

（４）加盟店の販売責任者名及び責任者への連絡方法  

（５）商品の販売価格、税金、送料その他必要とされる料金（以下、これらを総称して商品代金等という） 

（６）商品の引渡し期間 

（７）商品代金等の支払時期及び方法 

（８）商品の返品・取消に関する事項 

（９）顧客からの送信データ等は乙により安全に保護されている旨の表示 

（１０）上記以外で特定商取引法で定められた事項  

 

２． 申込取消・返品・交換について 

顧客に販売するすべての商品について、最終受領者に引渡されてから加盟店が設定する一定期間においては 

顧客からの商品の返品又は交換を受け付けるものとし、その旨を販売時点に加盟店のサイト上に明記するものとします。 
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但し、商品の特性に鑑みて返品又は交換を受け付けない場合はあらかじめ販売時点に加盟店のサイト上にその旨を 

明記するものとします。  

 

 デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー 

特になし。 

 

7-5 コンビニ決済  支払い時の注意事項 

コンビ二毎に消費者が支払いを行なう際に注意して頂きたい事項があります。下記はサンプル画面にも記載している内容と同

一です。 

また、全てのコンビニで、代金支払後においてはコンビニ店舗で返金を受けられない旨の注意書きを記述してください。 

 

セブン－イレブン 

払込票を印刷、もしくは払込票番号を紙などに控えて全国のセブン－イレブンにてお支払ください。 

払込票番号を紙などでお持ちの場合は、お客様から店員に提示の際に「インターネット代金の支払い」とお伝え下さい。 

 

ローソン・ファミリーマート・サークル K サンクス・ミニストップ・セイコーマート 

受付番号を紙などに控えて全国のローソン、ファミリーマート、サークル K サンクス、ミニストップ、またはセイコーマートにて

お支払ください。 

  

その他 

統合決済画面を印刷、もしくはオンライン決済番号を紙などに控えて全国のデイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアーに

てお支払ください。オンライン決済番号のみを紙などでお持ちの場合は、お客様から店員に提示の際に「オンライン決済」で

ある旨お伝え下さい。 

 

※詳細につきましては、MAP にログイン頂き、ヘルプメニューの「運用ガイド コンビニ決済」を参照して下さい。 

また、各コンビニの支払画面のサンプルページについても、「運用ガイド コンビニ決済」を参照して下さい。 

 

7-6 コンビニ決済  使用可能文字一覧 

コンビニ決済の下記全角項目にて、JIS 基本漢字（JIS X 0208）で使用可能な文字の範囲を以下に表します。 

使用可能文字の範囲外の文字を使用した場合、処理結果が正常の場合でも文字化けが発生する可能性があります。 

■ 氏名 1（name1）、氏名 2（name2） 

区点 内容 

01 区 長音符 ー   同の字点 々   一の字点 ヽ ヾ ゝ ゞ 

ノノ字点 〃  しめ 〆 

03 区 数字・アルファベット 

04 区 平仮名 

05 区 カタカナ 

16 区～47 区 第一水準漢字 

48 区～84 区 第二水準漢字 
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7-7 銀行決済  使用可能文字一覧 

銀行決済の下記全角項目にて、JIS 基本漢字（JIS X 0208）で使用可能な文字の範囲を以下に表します。 

使用可能文字の範囲外の文字を使用した場合、文字化けが発生し処理エラーとなる可能性があります。 

■ 顧客名 1（name1）、顧客名 2（name2）、請求内容（漢字）（contents） 

区点 内容 

01 区 パラレル∥、ダッシュ―、マイナス－、セント￠、ポンド￡以外の記号 

02 区 否定記号￢以外の記号 

03 区～08 区 各種記号、平仮名、カタカナ、アルファベット等 

16 区～47 区 第一水準漢字 

48 区～84 区 第二水準漢字 

 

■ 顧客名カナ 1（kana1）、顧客名カナ 2（kana2）、請求内容（カナ）（contentskana） 

区点 内容 

01 区 括弧（）  ピリオド．  スラッシュ／  カギ括弧「」 

ハイフン ‐  長音符ー 

03 区 数字・アルファベット 

05 区 カタカナ 

 

7-8 銀聯ネット決済（UPOP） 画面概要及びご注意事項 

7.8.1 画面概要 

銀聯ネット決済（UPOP）は、下記５種類の決済方法を銀聯カードホルダーへ提供しています。  

（各決済方法は UPOP 画面上でブラウザのタブ形式として表示するため、カードホルダーが一番都合の良いものを選ぶ形となりま

す。） 

支払方式 概要 カード種類 決済時の必要項目 

カード番号

入力 

有効期間/ 

CVN2 入力 

PIN 入力 ユーザー

登録 

ユーザーアカ

ウント情報 

SMS ワンタイム

パスワード入力 

銀行 

認証 

認証支払  

(Veri-Pay)  

カード情報及び、消費者携帯電話

へ送信するワンタイムパスワード

で決済を完結する方法。 

・クレジットカード  

・デビットカード 

○ ○ 

(クレジット 

のみ) 

○ 

(デビット 

のみ) 

  ○  

エクスプレス 

支払  

(Express-Pay)  

銀聯サービスサイトでユーザーア

カウントを作り、そのアカウントに

カード情報を登録すれば次回以

降はユーザーID・パスワードのみ

で決済する方法。 

・クレジットカード  

・デビットカード 

○ 

(カード 

登録時) 

○ 

(クレジットの

み、カード登

録時) 

○ 

(デビットの

み、カード

登録時) 

○ 

(初回のみ) 

○ 

(二回目以降) 

○ 

(カード登録時) 

 

簡単支払  

(Easy-Pay)  

カード情報のみで決済する方法。 ・クレジットカード  

・デビットカード 

○ ○ 

(クレジット 

のみ) 

○ 

(デビット 

のみ) 

    

プリペイド 

支払  

(Pre-Pay)  

プリペイカードのカード情報で決

済する方法。 

・プリペイドカー

ド 

○  ○     

ネットバンキング 

支払

(eBank-Pay)  

カード発行銀行へリダイレクトし、

発行銀行サイトで決済を完結する

方法。 

・クレジットカード  

・デビットカード 

○      ○ 
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※銀聯アクワイアラーカード会社のポリシーによって、上記一部の決済方法は利用できない可能性があります。 

※簡単支払(Easy-Pay)は小額支払の事であり、一回の支払限度額は 100 元までとなります。 

※その他の支払方法は 1 回あたり 2000 元、1 日あたり 5000 元までとなります。 

 

各決済方法の画面イメージは下記の通りです。 

 画面イメージ ： 「UnionPay Card Payment」タブ 

認証支払（Veri-Pay）、エクスプレス支払（Express-Pay）、簡単支払（Easy-Pay）、プリペイド支払（Pre-Pay）時の画面イメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 画面イメージ ： 「eBank Payment」タブ 

ネットバンキング支払（eBank-Pay）時の画面イメージです。 
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7-9 電子マネー決済  決済メール表示 

各電子マネーセンターより消費者へ送られる決済を行うためのメールにおいて、該当箇所に特定の情報を表示することができま

す。 

テスト ID 及び、DUMMY_TYPE を設定した場合メールは送信されません。 

本番 ID で且つ決済センターに通信できた場合のみ該当するメールが送信されます。 

 

 

7.9.1 Mobile Edy 

 

 Mobile Edy 決済開始メール 

 

Mobile Edy 決済開始メールの特定の箇所に情報を表示することができます。 

決済開始メールと MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

メールは Edy センターより送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edy 決済開始メール 

お取引内容ををご確認の上お支払く

ださい。 

09/15  13:00 

ｘｘｘｘショップ 

5000 円 

 

注文 ID 

0000000000000000000000000000000

0000001 

 

商品一式 

 

お支払い期限 

06/09/30 23:59 まで 

 

お支払いはこちら 

 

店舗名（ベリトランス登録情報） 

shopName(MDK 項目) 

amount（MDK 項目） 

InvoiceId（MDK 項目） 

requestMailAddInfo（MDK 項目） 

settlementLimit（MDK 項目） 
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 Mobile Edy 決済完了メール 

 

Mobile Edy 決済完了メールの特定の箇所に情報を表示することができます。 

MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

メールは Edy センターより送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Edy 決済完了メール 

お支払いが完了しました。ありがとう

ございました。 

 

09/15  13:00 

ｘｘｘｘショップ 

5000 円 

 

注文 ID 

0000000000000000000000000000000

0000001 

 

発送までしばらくお待ちください。 

 

店舗名（ベリトランス登録情報） 

shopName(MDK 項目) 

amount（MDK 項目） 

InvoiceId（MDK 項目） 

completeMailAddInfo（MDK 項目） 
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7.9.2 モバイル Suica 

 

 モバイル Suica 決済依頼メール 

 

決済依頼メールの特定の箇所に情報を表示することができます。 

決済依頼メールと MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

メールはモバイル Suica センターより送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネット決済受付：モバイル Suica 

モバイル Suica のネット決済申込みを

受け付けました。内容をご確認の上、

支払手続きを行なってください。 

 

□商品・サービス名 

ｘｘｘｘ商品 

□利用店名 

ｘｘｘｘショップ 

□支払額 

5000 円 

□決済依頼 ID 

00000000000001 

□支払期限 

06/09/30 23:59 

□追加情報 

商品一式 

 

サービス提供 ： JR 東日本 

支払手続きはこちら 

 

店舗名(モバイル Suica センター登

録情報） 

amount（MDK 項目） 

orderId（MDK 項目） 

requestMailAddInfo（MDK 項目） 

settlementLimit（MDK 項目） 

screenTitle（MDK 項目） 
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 モバイル Suica 決済完了メール 

 

決済完了メールの特定の箇所に情報を表示することができます。 

決済完了メールと MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

メールはモバイル Suica センターより送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ネット決済完了：モバイル Suica 

モバイル Suica の支払手続きが完了

しました。 

 

□商品・サービス名 

ｘｘｘｘ商品 

□利用店名 

ｘｘｘｘショップ 

□支払額 

5000 円 

□決済依頼 ID 

00000000000001 

□支払完了日時 

2006/09/29 10:40 

発送までしばらくお待ちください。 

 

サービス提供 ： JR 東日本 

 

店舗名(モバイル Suica センター登

録情報) 

amount（MDK 項目） 

order-id（MDK 項目） 

completeMailAddInfo（MDK 項目） 

screenTitle（MDK 項目） 
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7-10 電子マネー決済  決済画面表示 

 

7.10.1 Mobile Edy 

 

 Mobile Edy 決済画面 

 

決済内容確認画面の特定の箇所に情報を表示することができます。 

決済内容確認画面と MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

お取引内容をご確認下さい。 

お支払合計額 

\5000 

お取引前 Edy 残高 

\8,500 

お取引後 Edy 残高 

\3,500 

1 実行 

0 中止 

amount（MDK 項目） 
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7.10.2 モバイル Suica 

 

 モバイル Suica 決済内容確認画面 

 

決済内容確認画面の特定の箇所に情報を表示することができます。 

決済内容確認画面と MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ネット決済内容確認 

□商品・サービス名 

ｘｘｘｘ商品 

□利用店名 

ｘｘｘｘショップ 

□支払額 

5,000 円 

□決済後の残額 

6,500 円 

□決済依頼 ID 

00000000000001 

□支払期限 

2006/09/30 23:59 

□追加情報 

商品一式 

 

上記内容で支払手続きしますか。 

①支払手続きする 

②支払手続きしない 

③入金（チャージ） 

④SF（電子マネー） 

店舗名(モバイル Suica センター登

録情報) 

amount（MDK 項目） 

orderId（MDK 項目） 

confirmScreenAddInfo 

（MDK 項目） 

settlementLimit（MDK 項目） 

screenTitle（MDK 項目） 
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 モバイル Suica 決済完了画面 

 

決済完了画面の特定の箇所に情報を表示することができます。 

決済完了画面と MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ネット決済完了 

支払手続きが完了しました。 

 

□商品・サービス名 

ｘｘｘｘ商品 

□利用店名 

ｘｘｘｘショップ 

□支払額 

5,000 円 

□決済後の残額 

6,500 円 

□支払完了日時 

2006/09/29 10:40 

□追加情報 

発送までしばらくお待ちください。 

 

①次へ 

次へ 

 

店舗名(モバイル Suica センター登

録情報) 

amount（MDK 項目） 

completeScreenAddInfo 

（MDK 項目） 

screenTitle（MDK 項目） 
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 Suica ポケット発行メール（返金） 

 

Suica 決済の返金は Suica ポケットとして処理されます。依頼メールの特定の箇所に情報を表示することができます。 

Suica ポケット発行メールと MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

メールはモバイル Suica センターより送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Suica ポケット受付：モバイル

Suica 

モバイル Suica の SF（電子マネー）へ

の入金（チャージ）額を Suica ポケット

でお預かりしております。内容をご確

認の上、受取手続きを行なってくださ

い。 

 

□サービス名 

ｘｘｘｘ商品返金分 

□発行元 

ｘｘｘｘショップ 

□受取額 

5000 円 

□Suica ポケット依頼 ID 

00000000000002 

□受取期限 

06/09/30 23:59 

□追加情報 

ｘｘｘｘ商品返金分となります。 

 

サービス提供 ： JR 東日本 

お受取はこちら 

店舗名(モバイル Suica センター登

録情報） 

amount（MDK 項目） 

refundOrderId（MDK 項目） 

requestMailAddInfo（MDK 項目） 

settlementLimit（MDK 項目） 

screenTitle (MDK 項目） 
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 Suica ポケット受取内容確認画面（返金） 

 

返金時の Suica ポケット処理時に Suica ポケット受取内容確認画面の特定の箇所に情報を表示することができます。 

Suica ポケット受取内容確認画面と MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

 

 

 

 

  
 

 

 

Suica ポケット内容確認 

□サービス名 

ｘｘｘｘ商品返金分 

□発行元 

ｘｘｘｘショップ 

□受取額 

5,000 円 

□受取後の残額 

10,500 円 

□Suica ポケット依頼 ID 

00000000000002 

□受取期限 

2006/09/30 23:59 

□追加情報 

ｘｘｘｘ商品返金分となります。 

 

上記内容で受取手続きし、SF（電子

マネー）に入金（チャージ）しますか。 

①入金（チャージ） 

②Suica ポケット一覧 

③メニュー 

④SF（電子マネー） 

店舗名(モバイル Suica センター登

録情報) 

amount（MDK 項目） 

refundOrderId（MDK 項目） 

confirmScreenAddInfo 

（MDK 項目） 

settlementLimit（MDK 項目） 

screenTitle（MDK 項目） 
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 Suica ポケット受取完了画面（返金） 

 

返金時の Suica ポケット処理時に Suica ポケット受取完了画面の特定の箇所に情報を表示することができます。 

Suica ポケット受取完了画面と MDK での項目名、弊社登録情報の対応は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suica ポケット受取完了 

Suica ポケットからの入金（チャージ）

が完了しました。 

 

□サービス名 

ｘｘｘｘ商品返金分 

□発行元 

ｘｘｘｘショップ 

□受取額 

5,000 円 

□受取後の残額 

10,500 円 

□受取完了日時 

2006/09/30 10:00 

□追加情報 

ｘｘｘｘ商品返金分となります。 

①Suica ポケット一覧 

 

①メニュー 

次へ 

 店舗名(モバイル Suica センター登

録情報) 

amount（MDK 項目） 

screenTitle（MDK 項目） 

completeScreenAddInfo 

（MDK 項目） 

目） 
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7-11 電子マネー決済  メール送信一覧 

電子マネー決済センターから送信される電子メールについて記載します。 

ダミーモードを設定した場合、メールは送信されません。 

本番 ID で且つ決済センターに通信できた場合のみ該当するメールが送信されます。 

※送信有無 ： ◎：必ず送信、○：制御可、×：送信無し 

 送信元 

↓ 

送信先 

処理 送信有無 送信制御フラグ 送信先メールアドレス 

モバイル Edy 決済センター 

↓ 

消費者 

決済申込(Authorize) ◎   登録済みメールアドレス（mail-addr） 

決済完了通知 ◎   登録済みメールアドレス 

返金申込(Refund) ×     

決済センター 

↓ 

貴社 

決済申込(Authorize ○ forwardMailFlag merchant-mail-addr 

決済完了通知 ○ forwardMailFlag merchant-mail-addr 

返金申込((Refund) ×     

サイバーEdy 決済センター 

↓ 

消費者 

決済申込(Authorize ×     

決済完了通知 ×     

返金申込((Refund) ×     

決済センター 

↓ 

貴社 

決済申込(Authorize) ×     

決済完了通知 ×     

返金申込((Refund) ×     

モバイル Suica 

（メール決済） 

 

決済センター 

↓ 

消費者 

決済申込(Authorize ◎   登録済みメールアドレス（mail-addr） 

決済完了通知 ○ completeMailFlag 登録済みメールアドレス 

返金申込(Refund) ○ requestMailFlag 登録済みメールアドレス 

決済センター 

↓ 

貴社 

決済申込(Authorize) ○ forwardMailFlag merchant-mail-addr 

決済完了通知 ○ forwardMailFlag merchant-mail-addr 

返金申込(Refund) ○ forwardMailFlag merchant-mail-addr 

モバイル Suica 

（アプリ決済） 

 

Suica インターネット 

サービス 

（メール連携、ブラウ

ザ連携） 

決済センター 

↓ 

消費者 

決済申込(Authorize) ×     

決済完了通知 ○ completeMailFlag 登録済みメールアドレス 

返金申込((Refund) ×     

決済センター 

↓ 

貴社 

決済申込(Authorize) ×     

決済完了通知 ○ forwardMailFlag merchant-mail-addr 

返金申込((Refund) ×     

表 7-11-1 メール送信タイミング一覧 

 

※ 全ての返金申込について、返金完了の際にメールを送信する機能はありません。 
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7-12  WAON 決済 エラー通知メールについて 

WAON 決済では、楽天 Edy 決済や Suica 決済と異なり、消費者にメール通知が行われるのは WAON 媒体のロックが発生している場

合など、処理エラーを通知する場合のみです。要求電文の任意設定項目である「mailAddr」に設定されたメールアドレス宛に、以下

のようなメールが通知されます。 

 

・WAON 決済センターから消費者に通知されるエラー通知メール（サンプル） 

 

 

 

  

 

 

 

 

Subject ： WAON のお手続きに関して 

 

WAON ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽをご利用いただきありがとうございます｡ 

 

ご利用いただきました､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでのお手続きにつきまして処

理途中に読み取り機からはずしてしまった等の原因によりお手

続きが完了しておりません｡ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでのお手続きの処理が完

了していないため､店頭にてご利用いただけない状態にありま

す｡お手数ですが､以下の手順にしたがってお手続きを完了して

ください｡ 

■お手続き方法 

1.ﾊﾟｿｺﾝから再度 WAON 公式ｻｲﾄ http://www.waon.com へｱｸｾ

ｽいただきﾛｸﾞｲﾝを行ってください｡ 

2.ﾛｸﾞｲﾝしていただき､画面上部の｢お手続きはこちら｣のﾘﾝｸをｸ

ﾘｯｸしてください｡ 

3.「WAON ｶｰﾄﾞを FeliCa ﾎﾟｰﾄ搭載 PC もしくは PaSoRi(ﾊﾟｿﾘ)にか

ざしてください」と画面表示されます。 

4.｢お手続きの処理を完了しました｡｣の画面表示がされるとお手

続きが完了いたします｡ 

上記手順にて処理いただければ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び店頭にてご利

用いただけます｡今後もWAONﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽをご利用いただきます

よう宜しくお願い申し上げます｡ 

 

また､本ﾒｰﾙの配信ﾀｲﾐﾝｸﾞによって､既にお手続きが完了されて

いる場合もございます｡予めご了承ください｡ 

こちらのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは､発信専用となっておりますので返信でき

ません｡ご注意ください｡  

受信メール 
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7-13 Alipay 決済 注意事項 

1) 一回の支払限度額は、中国元(CNY)換算で 50000 元までとなります。 

2) 返金自体が成功か失敗かの結果が得られるのは、翌日以降となります。 

3) 与信同時売上金額を超えないかぎり、金額の一部のみ返金することも可能です。 

4) Alipay 決済のみマルチ通貨に対応しています。Authorize（与信同時売上方式）時に、決済金額を日本円、または中国元で設定

できます。また、Refund（返金）における通貨は、Authorize（与信同時売上方式）時に指定した通貨と同じものになります。 

 

 

7-14 キャリア決済 

7.14.1 機種依存文字について 

OricoPayment Plus に送信する電文の文字エンコーディングは UTF-8 ですが、キャリア側のインターフェイスでは UTF-8、および

Shift-JIS が利用されます。したがって、一部の Shift-JIS（MS932 含む）などの機種依存文字は利用できません。 

利用できない文字を設定した場合は、消費者の画面での文字化けや、キャリア側での決済処理が失敗する場合がありますので、

OricoPayment Plus では、以下の検証により許可する全角文字列の判定を行っています。 

     ・UTF-8 から Shift-JIS に変換後、再度 UTF-8 に変換した文字が、元の文字と同一であること。 

    

この判定によって、以下のような文字を含む場合はエラーとなりますので、ご注意ください。 

利用できない文字 対処方法 

"―" 全角ダッシュ 利用可能な以下の文字で代用する等をご検討く

ださい。 

"‐" 全角ハイフン 

"ー" 全角長音 

"－" 全角マイナス 

"～" 全角波形 

その他の機種依存文字 利用可能な文字での代用をご検討ください。 

 

 

7.14.2 キャリアから消費者への配信メールについて 

各キャリアより消費者へ OpenID 発行時、与信時等にメールが送信されます。 

尚、テスト ID 及び、DUMMY_REQUEST を 1 に設定した場合は、本メールは送信されません。 

 

各キャリア／サービスとメール送信のタイミングを下表に記載します。 

キャリア／サービス 
送信タイミング 

OpenID 発行時 与信時 売上時 売上取消時 

ドコモ 

ケータイ支払い 

sp モード 
料金合算払い なし ○ なし なし 

ドコモ口座払い なし ○ なし ○ 

i モード 
料金合算払い なし なし なし なし 

ドコモ口座払い なし ○ なし ○ 

au かんたん決済 
都度 ○ なし ○ ○ 

継続 ○ ○ － ○ 

ソフトバンクまとめて支払い（B） － ○ なし なし 

ソフトバンクまとめて支払い（A） なし ○ － － 

S!まとめて支払い － ○ なし － 

フレッツまとめて支払い － ○ なし ○ 

 

各キャリアのメール送信について、詳細を下記表に記載します。 
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 ドコモ ケータイ支払い 

ISP 種別 支払方法 配信契機 配信メール種別 連絡内容 

sp モード 料金合算払い 単一決済時 sp モードメール 利用内容の連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【詳細情報】 

  ・マーチャント登録申請時に OricoPayment Plus へご登

録頂いたサイト名 

  ・MDK（Authorize）の商品情報（itemInfo） 

 【ご利用代金】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【課金種別】 

  ・MDK（Authorize）の課金種別（accountingType） 

sp モード ドコモ口座払い 単一決済時 メッセージ R 出金内容の連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【ご利用代金】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

sp モード ドコモ口座払い 決済取消時 メッセージ R 購入取消し金額を連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【取消金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

i モード 料金合算払い 単一決済時 配信なし - 

i モード ドコモ口座払い 単一決済時 メッセージ R 出金金額を連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【ご利用代金】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

i モード ドコモ口座払い 決済取消時 メッセージ R 購入取消し金額を連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【取消金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 

 au かんたん決済 

課金タイプ 送信タイミング 連絡内容 

都度 継続 OpenID 発行時 ID 連携通知メール 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【パートナー名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【会社名略

称】 

都度 － 売上確定／与信＆売上確定 売上確定メール 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【パートナー名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【会社名略

称】 

 【サービス名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【サイト名ユ

ーザ表示用】 

 【摘要】 

  ・貴社からの指定は不可 

  ※「毎月○○日に課金」の旨の内容を OricoPayment Plus から指定します。 

 【商材種別】 

  ・貴社が提供する商材の種別が表示されます。 

 【お問合せ先】 

  ・貴社がOricoPayment Plusキャリア決済のお申込時に指定した【お問い合わ
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せ窓口：電話番号】 

 【商品金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

－ 継続 与信 継続課金利用登録メール 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【パートナー名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【会社名略

称】 

 【サービス名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【サイト名ユ

ーザ表示用】 

 【摘要】 

  ・貴社からの指定は不可 

  ※「毎月○○日に課金」の旨の内容を OricoPayment Plus から指定します。 

 【商材種別】 

  ・貴社が提供する商材の種別が表示されます。 

 【お問合せ先】 

  ・貴社がOricoPayment Plusキャリア決済のお申込時に指定した【お問い合わ

せ窓口：電話番号】 

 【初回課金日】  

  ・MDK（Authorize）の初回課金年月日（mpFirstDate） 

 【初回ご利用代金】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【翌月以降課金タイミング】 

  ・MDK（Authorize）の継続課金日（mpDay）が"99"の場合は、『月末』 

   それ以外の場合は、『指定日』と表示される 

 【翌月以降課金日】 

  ・MDK（Authorize）の継続課金日（mpDay）が"99"の場合は、表示されない 

   それ以外の場合は、指定した日が表示される 

 【翌月以降ご利用代金】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 
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都度 継続 売上取消 売上取消メール 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【パートナー名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【会社名略

称】 

 【サービス名】 

  ・貴社が OricoPayment Plus キャリア決済のお申込時に指定した【サイト名ユ

ーザ表示用】 

 【摘要】 

  ・貴社からの指定は不可 

  ※「毎月○○日に課金」の旨の内容を OricoPayment Plus から指定します。 

 【商材種別】 

  ・貴社が提供する商材の種別が表示されます。 

 【お問合せ先】 

  ・貴社がOricoPayment Plusキャリア決済のお申込時に指定した【お問い合わ

せ窓口：電話番号】 

 【商品金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 

 ソフトバンクまとめて支払い（B） 

課金タイプ 送信タイミング 連絡内容 

都度 － 与信 利用内容の連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【サービス名】 

 ・マーチャント登録申請時に OricoPayment Plus へご登録頂いたサイト名 

 【サービス提供元】 

 ・マーチャント登録申請時に OricoPayment Plus へご登録頂いたサイト名 

 

 ソフトバンクまとめて支払い（A） 

課金タイプ 送信タイミング 連絡内容 

都度 継続 与信 利用内容の連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【購入金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【購入内容】 

  ・MDK（Authorize）の商品情報（itemInfo） 

 【サービス名】 

  ・貴社がソフトバンクと契約した際に登録したサービス名称 

 【サービス提供元】 

  ・貴社がソフトバンクと契約した際に登録した加盟店様名称 

 

 S!まとめて支払い 

課金タイプ 送信タイミング 連絡内容 

都度 － 与信 利用内容の連絡 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【ご利用金額合計】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【ご利用サイト】 



OricoPayment Plus 開発ガイド 

156 

  ・貴社がソフトバンクと契約した際に登録したメニュー表示サイト名称 

 

 フレッツまとめて支払い 

課金タイプ 送信タイミング 連絡内容 

都度 継続 与信 ご購入手続き完了のお知らせ 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【販売事業者】 

  ・貴社の会社名（加盟店名） 

 【合計（料金）】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【商品名】 

  ・マーチャント登録申請時に OricoPayment Plus へご登録頂いたサイト名 ＋ 

   MDK（Authorize）の商品情報（itemInfo） 

都度 継続 与信または売上の取消 ご購入金額の変更のお知らせ 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【販売事業者】 

  ・貴社の会社名（加盟店名） 

 【変更前の金額】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【変更後の金額】 

  ・取消のため、0 円と表示されます。 

 【商品名】 

  ・マーチャント登録申請時に OricoPayment Plus へご登録頂いたサイト名 ＋ 

   MDK（Authorize）の商品情報（itemInfo） 

都度 継続 フレッツ回線以外からのアクセ

スにおける認証時 

ご購入確認 

※メール本文に、以下の情報が出力されます。 

 【販売事業者】 

  ・貴社の会社名（加盟店名） 

 【合計（料金）】 

  ・MDK（Authorize）の決済金額（amount） 

 【商品名】 

  ・マーチャント登録申請時に OricoPayment Plus へご登録頂いたサイト名 ＋ 

   MDK（Authorize）の商品情報（itemInfo） 

 【購入手続きを進めるための URL】 

  ・この URL をクリックすると、フレッツまとめて支払いのサーバに接続し、 

   購入手続きを続行します。 
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7-15 ショッピングクレジット決済 

7.15.1 ショッピングクレジット決済サービス概要と注意点 

ショッピングクレジット決済サービスは、消費者が商品購入代金等を Orico Web クレジットを利用して支払うことができる決済 

サービスです。 

OricoPayment Plus の MDK にて提供するサービスは、ショッピングクレジット決済の申込から審査結果通知までとなります。 

店舗による審査状況の確認、および出荷完了後の代金請求処理は Orico Web クレジットの管理画面（Orico B’Plaza）より行い 

ます。審査結果通知以降の決済業務については Orico Web クレジットの仕様をご確認ください。 

 

7.15.2 画面遷移の概要 

ショッピングクレジット決済の画面遷移の概要（イメージ）を下記に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「①決済方法選択ページ」、および「④申込み完了画面」は店舗にて作成して頂きます。 

 

 

 

 

図 7-15-1画面遷移の概要 


