
PayB は、 お客さまの情報を 高レベル

のセキュリティで保護いたします

スタートスタート

※半角で英大文字、英小文字、数字をすべて用いた 8桁以上

16 桁以内。

※同一の連続する文字列が 4桁以上（AAAA,zzzz,1111 など）、

連続する文字列が 5桁以上（ABCDE,opqrs,12345 など）は使用

できません。

※以下のメールアドレスは、マイアカウント（お客さま情

報の参照／変更）の画面を開く際のユーザー ID として使用

されます。

※以下のパスワードはマイアカウント（お客さま情報の参

照／変更）の画面を開く場合に必要となるパスワードです。

パスワードを忘れた場合の質問

メールアドレス（ID）

【再入力】メールアドレス（ID）

パスワード

【再入力】パスワード

次　へ

戻　る

支払用
パスコード

※全角文字で入力してください。

同意事項

利用規約、プライバシーポリシーを必ずご確認くださ

い。同意いただける場合のみ「はい」をチェックし、

「次へ」ボタンを押してください。

利用規約、プライバシーポリシーに同意しますか

はい　　　　　　いいえ

次　へ

戻　る

お客さま情報

セイ

メイ

性別

⽣年⽉⽇

次　へ

支払用
パスコード

男 ⼥ 登録しない

1980 ▼ 01 ▼ 01 ▼年 ⽉ ⽇

メインで使用

Ｏ　Ｋ

口座名義 ビリング　タロウ

支払用
パスコード

※口座略称を手動設定する場合は、分かりやす

い略称に変更してください。

口座略称 口座 1

生年月日 1980 ▼ 01 ▼ 01 ▼年 ⽉ ⽇

金融機関 ( 選択してください）

支店番号 ( 数字 3 桁）

※支店番号はキャッシュカードの券面に記載

されています

口座番号

口座種別 普通 当座

※支払限度額の初期設定は 50,000 円です。

クレジットカード

預金口座

支払限度額の設定

戻　る

支払用
パスコード

口座登録手順

口座登録

【ご留意事項】

本サービスはビリングシステム (株 )がご提供しているた
め、口座振替の登録先は、「ビリングシステム（株）」となり
ます。

終了

①お名前、生年月日等の基本情報の入
力・確認

②各銀行が提供するＷＥＢ口座振替受付
サービスページから口座を登録

Ｏ　Ｋ

戻　る

支払用
パスコード

携帯電話番号

※携帯電話番号を入力してください。

戻　る

支払用
パスコード

000 0000 0000

次　へ

※携帯電話番号を入力すると「次へ」
　 ボタンがアクティブになります。

携帯電話番号

※携帯電話番号を入力してください。

次　へ

090　1234　5678

①「スタート」 をタップ ②利用規約 ・ プライバシー
　　ポリシーの同意

③お客さま情報の登録

⑤メールアドレス ・

　パスワードの登録

PayB 初回登録　 

▶メールアドレス （ID）　　
▶【再入力】 メールアドレス （ID）
半角英数字 ・ 半角記号
※メールアドレスはマイアカウント （登
　 録情報の確認 ・ 変更） を開く際の
   ユーザー ID となります。
　 また、 PayB からの各種通知の送
   付先となります。

▶パスワード　 
▶【再入力】 パスワード
半角英大文字 ・ 半角英小文字 ・ 半
角数字、 すべてを用いた 8 桁以上 16
桁以下
※パスワードはマイアカウント （登録
　情報の確認 ・ 変更） を開く際のパ
　スワードとなります。
　以下はパスワードとして設定できま
　せん。
　　 ・ 記号
　　 ・ 同一連続する文字列 4 桁以上
　　 ・ 連続する文字列 5 桁以上
　　 ・ 不適切な単語 （pass 等）

▶秘密の質問　
▶回答
秘密の質問を選択肢より選択し、 そ
の回答 （全角文字） を入力してくださ
い。
※秘密の質問はパスワードを再設定
　する際に入力が必要となります。

④携帯電話番号の登録

はい　　　　　　いいえ

次　へ

【 利用規約、プライバシーポリシー 】を
タップしてそれぞれの内容をご確認の上、
「はい」をチェックしてください。

※「はい」をチェックすると「次へ」
　 ボタンがアクティブになります。

⑥お支払い方法の登録

▶金融機関
※リストより登録する金融機関
名を選択してください。



一日あたりの支払限度額

！ ご注意

このアプリで利用する一日あたりの支払額の総額 （限度

額） を設定してください。 （ 大 30 万円まで設定可）

50.000共通（総額）限度額

Ｏ　Ｋ

支払用
パスコード

※本項⽬には、 登録された住所を特定する任意
の略称を設定してください。 例）⾃宅、 会社住
所 など

国名 ⽇本

略称

郵便番号
※ハイフン不要

都道府県

市区町村

住所 1（番地）

住所 2（ビル名） マンション名、 部屋番号など

住所の登録

支払用
パスコード

次　へ

戻　る

住所の登録をスキップする

ご登録内容をご確認の上、
よろしければ 「次へ」 をクリックしてください

お名前

携帯番号

⽀払⽤パスコード

メールアドレス

パスワード

秘密の質問

お⽀払⽅法

住所

初めて飼ったペットの名前は？

登録内容確認

支払用
パスコード

次　へ

戻　る

登録キャンセル

未登録

ビリング銀行

銀行口座 1

billingtaro0101@gmail.com

※口座略称を手動設定する場合は、分かりやす

い略称に変更してください。

メインで使用

ビリング銀行金融機関

口座名義

生年月日

口座略称

Ｏ　Ｋ

ビリング　タロウ

支払用
パスコード

口座 1

1980 ▼ 01 ▼ 01 ▼年 ⽉ ⽇

登録をやり直す

支払用
パスコード

支払方法の登録

処理中

＜ご注意＞

口座の登録処理中です。 しばらくこのまま （

大 10 秒程度） お待ち下さい。 万が一、 登録中

にアプリを終了してしまった場合などは、 以下の

ボタンを押していただき、 登録のやり直しをお願

いします。

４～８桁の数字を入力してください。 この番号は、 本アプ
リを用いてお支払いの際に入力していただく番号となりま
す。 キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号では

ありません。

確認（再⼊⼒）

支払用
パスコード

次　へ

戻　る

支払用パスコードの登録

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

⑧支払用パスコード

　の登録

⑨住所の登録⑦支払限度額の登録 ⑩登録内容の確認

PayB での一日あたりの支払限度額
を設定してください。
1 円以上 30 万円以内まで設定可能
です。
※初期値は 50,000 円が設定されて
　います。

▶支払用パスコード
半角数字、 4 ～ 8 桁

※PayB でお支払いの際に入力する
　 数字を設定してください。

住所の登録は任意となります。
登録しない場合は 【 住所の登
録をスキップする 】 をタップし
て次へ進んでください。

PayB 初回登録　 

▶口座略称
登録する銀行口座に分かりやすい略称を設定してくだ
さい。 （例 ： メインの口座）
入力しない場合は 「口座 1」 が設定されます。

※【 口座名義 】 【 生年月日】 はお客さま情報で登録
　した内容が反映されます。 ここでは変更できません。
　変更する場合は、 左上の戻るボタン （    ） でお客
　さま情報の登録に戻り修正してください。
！注意！
口座登録後は 「姓」 「名」 「セイ」 「メイ」 「生年月日」
の修正はできません。

【 OK 】 をタップすると、 選択した金融機関の口座登
録の画面に移動します。 各金融機関の指示に従って、
口座登録を行ってください。 口座登録完了後、 PayB
に戻ります。

口座登録が正常に完了した場合は、 処
理中画面から 「⑦支払限度額の登録」
へ自動で進みます。

口座登録が失敗した場合は、 口座登録
画面へ自動で戻ります。 口座登録画面
にはエラー事由が表示されます。 エラー
事由を修正して再度口座登録を行ってく
ださい。
※処理中画面から自動で切り替わらない
場合は、 【登録をやり直す】 をタップして
ください。

※支払限度額の初期設定は 50,000 円です。

クレジットカード

預金口座

支払限度額の設定

戻　る

支払用
パスコード

※支払限度額の初期設定は 50,000 円です。

クレジットカード

預金口座

支払限度額の設定

支払用
パスコード

次　へ

戻　る

！
初回登録を中断し時間をおいて登録を再開する
場合や、戻るボタンで前画面に戻り登録をし直
す場合などで、支払方法（預金口座）が登録済
の場合は、支払方法の登録画面に「次へ」ボタ
ンが表示されます。
「次へ」ボタンが表示されている支払方法の登
録画面の場合は、預金口座の登録は完了してい
ますので、口座登録を行う必要はありません。
「支払限度額の設定」ボタンをタップして一日
あたりの支払限度額画面（⑦）に進むか、「次へ」
ボタンをタップして支払用パスコードの登録画
面（⑧）に進んでください。

【初回登録時の画面】 【預金口座登録済の画面】



カメラをバーコードに向けてスキャンしてください。
カメラは縦 /横いずれでも読み取ることができます。

登録承認

ＯＫ

確認メールを送信しました

ご登録いただいた以下のメールアドレスへ、 承認番

号を送信しました。

 billingtaro0101@gmail.com

E メール記載の承認番号 6 桁をご確認の上、 登録手

続きを完了させてください。

※注意！登録手続きは完了していません。

＜お客さまへのお願い＞

メール送信ボタンを押した後、 1 分以内にメールが

届かない場合は、 迷惑メールフォルダをご確認いた

だくか、 「@billingsystem.co.jp」 からのメールを受信

できるようにドメイン受信設定を変更した後にメール

再送信ボタンのタップをお願いいたします。

承認番号の入力

メール再送信

登録キャンセル

メールに記載された６桁の承認番号を入力し 「ＯＫ」

ボタンを押してください。

承認番号の⼊⼒

Ｏ　Ｋ

番号を再送信する

承認番号を入力してください

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

⑪確認メールの送信 ⑫承認番号の入力 ⑬登録完了

以上で

登録完了です。

【ＯＫ】 をタップするとバーコー

ド /QR スキャン画面 （ＰａｙＢ

トップ画面） が表示されます。

登録したメールアドレスに承認番号を記載し
たメールが送信されます。 承認番号を確認
の上、 【 承認番号の入力 】 をタップしてく
ださい。

※メールが届かなかった場合は、 登録した
　メールアドレスやメール受信設定などを確
　認し、 【 メール再送信 】 をタップしてくだ
　さい。

PayB 初回登録



支払完了

ビリングショップ

本アプリに関するお問い合わせはこちらまで。

TOP 画面へ

お支払い内容は次の通りです。

銀行口座 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0123***

支払方法

・お支払明細は 「取引履歴」 からもご参照いただけます。

・ 払込票による二重払いにご注意ください。

取引履歴へ

支払の詳細

ビリングショップ

お支払にあたっての留意事項

本アプリでお支払いの場合、 「領収書」 は発行され

ません。 取引履歴にてお支払内容をご確認いただけ

ます。

確認して支払う

キャンセル

＜対応する支払方法＞

銀行口座

支払

支払方法

銀行口座 1
ビリング銀行 0123***

支払方法を変更する

PayB の支払用パスコードを入力してください

（一定回数パスコードを間違えるとアカウントが

ロックされます。）

お支払実行

戻　る

キャンセル

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

PayB 操作説明

12345 12342 5678901299 34567890 654321

810100 234523452 67890100000002311212345000000000

0112345678901234567890654321000000000000

請求　花子

1234567

請求　花子

サービス利用サ 料

1234567
2019 06 05

(91)912345-1234567890123456789011
190605-0-002311-8

01234-5-678901 01234-5-678901

0000000000

花子子

(91)912345 1234567890123456789011

12345
12345

67890
123499

56789
0

81012
30 45678

90100
00000

23112
1234

01123
45678

90123
45678

90654
32100

0000

請求　花子

12345

2019
06 05

(91)912
345-123

4567890
1234567

89011

170605-
0-00231

1-8

01234
-5-67

8901

カメラをバ
ーコードに

向けてスキ
ャンしてく

ださい。

カメラは縦
/横いずれ

でも読み取
ることがで

きます。

①バーコード又はＱＲコードを PayB で読み取ります。 ②お支払の詳細を確認します。

③支払方法を確認し、 支払用パスコードを入力します。 ④お支払が完了しました。

内容を確認し、 【 確認し

て支払う 】 をタップします。

※＜対応する支払方法＞

　に表示される支払方法で

　のお支払が可能です。

支払方法はメインに設定した支払方法が

表示されます。

複数の支払方法を登録している場合は、

【 支払方法を変更する 】 をタップすると

変更が可能です。

支払用パスコード入力後、

【 お支払実行 】 をタップします。

PayB でのお支払方法

お支払明細が表示されま

す。 また、 登録したメー

ルアドレス宛てに支払完

了通知が送信されます。

【 取引履歴へ 】 をタップ

すると、 取引明細画面が

表示されます。

【 TOP 画面へ 】 をタップ

すると、 バーコード /QR

スキャン画面へ移動しま

す。



カメラをバーコードに向けてスキャンしてください。
カメラは縦 /横いずれでも読み取ることができます。

PayB メニュー

■バーコード /QR をスキャン

　⇒バーコード /QR スキャン画面 （トップ画面） に戻ります。

■取引履歴

　⇒取引履歴をご確認いただけます。

■お知らせ

　⇒お知らせ （プッシュ通知） の配信履歴をご確認いただけます。

■マイアカウント

　⇒ご登録いただいたお客様情報の確認 ・ 変更ができます。

■各種設定

　⇒プッシュ通知設定、 利用規約 ・ プライバシーポリシー ・ FAQ ・

　　 システム情報の確認、 ログイン ・ ログアウト、 退会手続きができます。

■ご利用可能請求書

　⇒PayB でお支払いただける収納企業 ・ 団体一覧のページが開きます。

バーコード /QR をスキャン

取引履歴

マイアカウント

各種設定

ご利用可能請求書

お知らせ

取引履歴

検索▽

件数：1件

◀　　1　　▶

支払日：2018.06.05
ビリングショップ
合計金額：2,311 円
支払完了 お支払の詳細

取引明細

ビリングショップ

本アプリに関するお問い合わせはこちらまで。

戻 る

支払完了

取引日

PayB 取引番号

バーコード番号

金融機関承認番号

銀行口座 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0123***

支払方法

2018.06.05 （火） 20:55:55

A12B34C5678DE9F0123G

(91)123456-

123456789012345678901-0-

999999-0-002311-1

LoginLogin

ID( メールアドレス )

パスワード

パスワードをお忘れの場合

ID/ パスワードを記憶する

ログイン

マイアカウント

お客さま情報

電話番号

支払方法

支払用パスコード

メールアドレス （ＩＤ）

パスワード／秘密の質問

住所

ビリング太郎
1980 年 01 月 01 日

090-1234-5678

銀行口座

銀行口座 1
ビリング銀行 0123****

billingtaro0101@gmail.com

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

変 更

追 加

変 更

変 更

変 更

追加 / 変更

変 更

お知らせ履歴一覧

件数：1件

◀　　1　　▶

受信日時：2018.12.27 16:19:02

件　　名：プッシュ通知機能追加のお知らせプッシュ通知機能追加のお知らせ
いつも PayB をご利用いただきありがとうございます。

12 月 27 日の PayB アプリアップデートに伴．．．

→続きを読む

マイアカウントはログインをしなければ表示され
ません。 ログインしていない場合は、 マイアカ
ウントをタップすると、 初にログイン画面が表
示されます。
ユーザー ID （メールアドレス） とパスワードを入
力し 【 ログイン 】 をタップしてください。

パスワードを忘れた場合は、 【 パスワードをお
忘れの場合 】 をタップしてパスワードの再設定
を行ってください。

ID ・ パスワードをを記憶させる場合は、 【 ID/
パスワードを記憶する 】 を 「ON」 に設定してく
ださい。

ログイン後、 マイアカウントメニューが表示され
ます。 各項目の 【 変更 】 または 【 追加 】 をタッ
プし登録情報の確認、 変更、 追加を行ってくだ
さい。

【 マイアカウント 】

お知らせ履歴一覧 （詳細）

受信日時：2018.12.27 16:19:02

件　　名：プッシュ通知機能追加のお知らせプッシュ通知機能追加のお知らせ
いつも PayB をご利用いただきありがとうございま

す。

12 月 27 日の PayB アプリアップデートに伴い、新

たにプッシュ通知機能が追加されました。

今後はお知らせ等をこちらより配信致しますので、

よろしくお願い致します。

通知履歴は、右上のメニューバー内の「お知らせ」

よりご確認いただけます。

今後とも、PayB のご利用をどうぞよろしくお願い

致します。

PayB 操作説明

PayB メニュー① 右上のメニューアイコンをタップすると、 PayB メニューが表示されます。

【 取引履歴 】

取引履歴をタップすると取引履歴画面が表
示されます。

【検索▽】 をタップすると、 検索条件が表
示されます。 任意のキーワード（部分一致）
と日付で取引履歴の検索が可能です。

表示された取引履歴の 【 お支払の詳細 】
をタップすると、 取引明細が表示されます。

【 お知らせ 】

お知らせをタップするとお知らせ履歴一覧画面が表示
されます。

表示されたお知らせ履歴の 【 →続きを読む 】 をタップ
すると、 お知らせ履歴一覧 （詳細） が表示されます。



口座情報

登録済み口座一覧
追加

その他 （メイン以外） の口座 1

口座 1
ビリング銀行 0123****

※ご登録可能なお支払方法は 10 件までです （2/10）

お客さま情報

ＯＫ

セイ

メイ

性別

⽣年⽉⽇

男 ⼥ 登録しない

1980 ▼ 01 ▼ 01 ▼年 ⽉ ⽇

ビリング

太郎

ビリング

タロウ

【 マイアカウント 】

①お客さま情報

携帯電話番号変更

ＯＫ

※携帯電話番号を入力してください。

090 1234 5678

【 マイアカウント 】

②電話番号

支払方法変更

クレジットカード

預金口座

支払限度額の設定

【 マイアカウント 】

③支払方法 -1

【 マイアカウント 】

③支払方法 -2

▶預金口座

支払限度額の変更

ＯＫ

一日あたりの支払限度額の変更

！ ご注意

このアプリで利用する一日あたりの支払額の総額 （限度

額） を設定してください。 （ 大 30 万円まで設定可）

50.000共通（総額）限度額

【 マイアカウント 】

③支払方法 -3

▶支払限度額の設定

口座登録

口座登録手順

【ご留意事項】

本サービスはビリングシステム (株 )がご提供しているた
め、口座振替の登録先は、「ビリングシステム（株）」となり
ます。

終了

①お名前、生年月日等の基本情報の入
力・確認

②各銀行が提供するＷＥＢ口座振替受付
サービスページから口座を登録

Ｏ　Ｋ

戻　る

口座登録

メインで使用

Ｏ　Ｋ

※支店番号はキャッシュカードの券面に記載

されています。

※それぞれの口座の分かりやすい略称を

ご自由に設定してください。

銀行

支店番号

口座種別 普通 当座

口座番号

口座名義

生年月日

口座略称

1980/01/01

ビリング　タロウ

ビリング銀行

00123

0123****

メインバンク

PayB 操作説明

PayB メニュー②

マイアカウントメニューの支払
方法欄にある 【 追加 / 変
更 】 をタップするとお支払方
法変更画面が表示されます。

【クレジットカード】【預金口座】
【支払限度額の設定】 から確
認・更新する項目を選択しタッ
プします。

口座情報の変更は、 「メインで使用」 「口座略称」 の
みが可能です。
その他の項目の変更が必要な場合は、 支払方法を追
加してください。
※口座名義と生年月日は変更することができません。

支払方法が一つのみ登録されている場合は 【メインで
使用】 を OFF に変更することはできません。

支払方法を追加する場合は、　　 をタップ

し、 追加する支払方法を入力します。

登録した支払方法を変更する場合は、

　　　をタップし、 登録内容を変更します。

登録した支払方法を削除する場合は、

　　　をタップします。 但し、 メインとして

設定されている支払方法は削除できませ

んので、 他の支払方法をメインに設定し、

削除する支払方法のメインでの使用を

「OFF」 に変更してから削除してください。

※支払方法は 10 件まで登録が可能です。

マイアカウントメニューのお客
さま情報欄にある 【 変更 】
をタップするとお客さま情報画
面が表示されます。

※支払方法に銀行口座を登
　録している場合、 お客さま
　情報は 「性別」 のみ変更
　可能で、 「姓」 「名」 「セイ」
　「メイ」 「生年月日」 は変更
　できません。

【OK】 をタップすると、 マイア
カウントメニューに戻ります。
左上の戻るボタン （　　　） を
タップしてもマイアカウントメ
ニューに戻ります。

マイアカウントメニューの電話番号欄にある
【 変更 】 をタップすると携帯電話番号変更
画面が表示されます。

【OK】 をタップすると、 マイアカウントメニュー
に戻ります。 左上の戻るボタン （　　　） をタッ
プしてもマイアカウントメニューに戻ります。

口座の追加は、 初回
登録時と同じ手順で
口座を登録します。



住所変更

ＯＫ

住所追加

住所リスト

会社

〒100-0011

東京都千代田区内幸町 1-1-1

帝国ホテルタワー 13 階

住所変更

ＯＫ

住所の編集

※本項⽬には、 登録された住所を特定する任意
の略称を設定してください。 例）⾃宅、 会社住
所 など

国名 ⽇本

略称

郵便番号
※ハイフン不要

都道府県

市区町村

住所 1（番地）

住所 2（ビル名）

リスト

住所追加

会社

1000011

東京都

千代田区内幸町

1-1-1

帝国ホテルタワー 13 階

パスワード変更

※半角で英大文字、英小文字、数字をすべて用いた 8桁以上

16 桁以内。

※同一の連続する文字列が 4桁以上（AAAA,zzzz,1111 など）、

連続する文字列が 5桁以上（ABCDE,opqrs,12345 など）は使用

できません。

パスワード

【再入力】パスワード

パスワードを忘れた場合の質問

※全角文字で入力してください。

ID/ パスワードを記憶する

billingtaro0101@gmail.com

現在のパスワード

新しいパスワード

※このボタンを ON にすると、 お客さまの情報を確認、 更新する

際にパスワードの入力が不要となるため、 セキュリティが低下する

場合があります。

確認する

ON

●●●●●●●●●●●●

【 マイアカウント 】

⑥パスワード / 秘密の質問

住所変更

ＯＫ

住所の追加
リスト

※本項⽬には、 登録された住所を特定する任意
の略称を設定してください。 例）⾃宅、 会社住
所 など

国名 ⽇本

略称

郵便番号
※ハイフン不要

都道府県

市区町村

住所 1（番地）

住所 2（ビル名） マンション名、 部屋番号など

ONメインで使⽤

【 マイアカウント 】

⑦住所

PayB 操作説明

PayB メニュー③

マイアカウントメニューの
パスワード / 秘密の質問
欄にある 【 変更 】 をタッ
プするとパスワード変更画
面が表示されます。

※登録されているパス　
　ワード、 秘密の質問、
　回答は表示されません。

変更内容を入力し 【確認
する】 をタップします。 登
録したメールアドレス宛て
に承認番号を記載した
メールが送信されます。
承認番号を確認の上、【承
認番号の入力】 をタップし
て承認番号を入力してくだ
さい。

住所を追加する場合は、 住所の編集画面または住

所リスト画面の　　 をタップし、 追加する住所を入力

します。

住所リスト画面より登録した住所を変更する場合は、

　　　をタップし、 登録内容を変更します。

登録した住所を削除する場合は、　　　をタップしま

す。

支払用パスコード変更

ＯＫ

現在の支払用パスコードを入力してください

新しい支払用パスコードを入力してください

４～８桁の数字を入力してください。 この番号は、 本アプ
リを用いてお支払いの際に入力していただく番号となりま
す。 キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号では

ありません。

確認（再⼊⼒）

【 マイアカウント 】

④支払用パスコード

メールアドレス変更

※半角英数字で入力してください。

※登録するアドレスについて着信メール拒否設

定をされている場合、billingsystem.co.jp から

のドメイン着信許可の設定をしてください。

※変更前のメールアドレスに確認メールが送信

されます。

メールアドレス（ID）

【再入力】メールアドレス（ID）

新しいメールアドレスを入力し、 「確認メールを

送信する」 ボタンをタップしてください。

確認メールを送信する

【 マイアカウント 】

⑤メールアドレス

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

マイアカウントメニューのメールアドレス欄
にある 【 変更 】 をタップするとメールアド
レス変更画面が表示されます。

新しいメールアドレスを入力し、 【確認メー
ルを送信する】 をタップします。 新しいメー
ルアドレス宛てに承認番号を記載したメー
ルが送信されます。 承認番号を確認の上、
【承認番号の入力】 をタップして承認番号
を入力してください。

マイアカウントメニューの支払用パスコード欄に
ある 【 変更 】 をタップすると支払用パスコード
変更画面が表示されます。

※登録されている支払用パスコードは表示され
　ません。

【OK】 をタップすると、 マイアカウントメニュー
に戻ります。 左上の戻るボタン （　　　） をタッ
プしてもマイアカウントメニューに戻ります。

住所を登録していない場合は、 マイアカウントメニューの住所欄に
ある 【 追加 】 をタップすると住所の追加画面が表示されます。
住所を登録済みの場合は、 マイアカウントメニューの住所欄にある
【 変更 】 をタップすると住所の編集画面が表示されます。

住所の追加画面および住所の編集画面の左上にある　　　をタップ
すると住所リスト画面が表示されます。

リスト



LogoutLogout

ログアウト

キャンセル

ログアウトしますか？

各種設定

プッシュ通知

利用規約

プライバシーポリシー

FAQ

システム情報

ログイン / ログアウト

>

>

>

>

>

>

退会 >

【 各種設定 】

退会

下記の項目を確認の上、 チェックを入れ 「退会を
する」 ボタンを押してください。

退会処理を行った後でも、 再度 PayB のユ

ーザー登録を行うことによって、 PayB の

ご利用を再開いただくことができます

退会する

退会手続き

【 各種設定 】

④退会

LoginLogin

ID( メールアドレス )

パスワード

パスワードをお忘れの場合

ID/ パスワードを記憶する

ログイン

【 各種設定 】

③ログイン / ログアウト

【 ご利用可能請求書 】

ＭＥＮＵＭＥＮＵ

ご利用可能請求書

公共料金等

関西電力株式会社 電気料金等

九州電力株式会社 電気料金等

KDDI 株式会社
携帯電話料金、
インターネット回線
料金等

収納企業 ・ 団体名 請求対象

システム情報

現在のバージョン

新のバージョン

1.0.0

1.0.0

【 各種設定 】

②システム情報

プッシュ通知設定

アプリを起動していない時でも、 着信できる 「プッシュ通

知機能」 を有効にしますか？

通知を有効にする OFF

【 各種設定 】

①プッシュ通知

PayB 操作説明

PayB メニュー④

各種設定メニューの 【ログイン / ログアウト 】
をタップすると、 ログイン中の場合は、 ログア
ウト画面が表示されます。
ログインされていない場合は、 ログイン画面が
表示されます。

各種設定をタップすると各種設定メニュー画
面が表示されます。

【利用規約】 をタップすると、 PayB ご利用
規約が表示されます。
※右上の戻るボタン （　　　） をタップすると
　各種設定メニューに戻ります。

【プライバシーポリシー】 をタップすると、
PayB プライバシーポリシーが表示されま
す。
※右上の戻るボタン （　　　） をタップすると
　各種設定メニューに戻ります。

【FAQ】 をタップすると、 PayB サイトのよく
あるお問合せ （FAQ） が表示されます。
※ブラウザを閉じて各種設定メニューに戻り
　ます。

ご利用可能請求書をタップすると、 PayB
サイトのご利用可能請求書が表示されま
す。

※ブラウザを閉じて各種設定メニューに戻
　ります。

各種設定メニューの 【 システム情報 】 を
タップすると、 現在のアプリバージョンと
新のアプリバージョンが表示されます。

※右上の戻るボタン （　　　） をタップする
　と各種設定メニューに戻ります。

各種設定メニューの 【 退会 】 をタップすると、 退会画面が表
示されます。
PayB を退会する場合は退会手続きを行ってください。
退会手続きにより、 PayB での支払、 PayB に登録した情報や
取引履歴の閲覧ができなくなりますのでご注意ください。
チェックボックスをタップしてチェックすると 「退会する」 ボタンが
アクティブになります。

※PayB の退会手続きを行っても、 クレジットカードや口座振替
の解約にはなりません。 クレジットカードや口座振替の解約をご
希望される場合は、 各金融機関へご連絡ください。

また、 退会処理を行った後でも再度初回登録を行うことで、
PayB のご利用を再開いただくことが可能です。 但し、 退会前
の取引履歴を閲覧いただくことはできません。

退会処理を行った後でも、 再度 PayB のユ

ーザー登録を行うことによって、 PayB の

ご利用を再開いただくことができます

退会する

各種設定メニューの 【プッシュ通知 】 をタップ
すると、プッシュ通知設定画面が表示されます。
プッシュ通知機能を有効にする場合は、 【 通
知を有効にする 】 を 「ON」 に設定してください。

ON


