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1. アプリのダウンロード方法
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Choy-San ページの AppStore または Google　Play のリンクをクリックするとアプリの

ダウンロードが出来ます。

ダウンロード後、初めに下記の手続きが必要になります。

お客様の携帯電話番号を入力して送信すると、携帯端末へ SMS

にて 6 桁の認証コードが届きますので、そちらをご入力ください。

① 電話番号認証

07012345678

（次のページへつづきます）

1. アプリのダウンロード方法

https://choy-san.jp/
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お客様のニックネーム

確認出来るメールアドレス

8 桁以上のパスワード

（例：Abcd1234）

生年月日と性別をご入力ください。

② ユーザ情報入力

（次のページへつづきます）

ご入力頂いたメールアドレスに6 桁の認証コードが届きますので、

そちらをご入力してください。

③ メールアドレス認証

※「② ユーザ情報入力」にて誤ったメールアドレスを誤入力されますと、

　メールが届きませんので、メールアドレスの間違いにご注意ください。

1. アプリのダウンロード方法

*****@********.jp
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アプリ上で毎回確認に使うパスコードになります。

6 桁の数字を設定してください。

④ パスコード設定

1. アプリのダウンロード方法
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BANKIT ME は本人確認が不要です。

アプリをダウンロードしてセブン銀行 ATM から

チャージするとすぐにオンラインショッピングができ

ます。

また、本人確認完了の友達から送金受け取ることも

できます。　

BANKIT MEとは
BANKIT YOU は本人確認が必要です。

完了後オンラインショッピングはもちろん友達同士

でお金送ったり貰ったりすることもできます。また、

セブン銀行 ATM でお金を引き出すこともできます。

BANKIT YOUとは

BANKIT ME 本人確認前 BANKIT YOU本人確認後

1 有効期限

5 年間。

または、有効期限内の累計

チャージ額 100 万円に達する時まで。
5 年間。自動更新。

2 残高上限
メインWallet：10 万円

サブ Wallet　：10 万円

メイン Wallet：100 万円

サブ Wallet 　：200 万円

3
決済手段

（利用可能店舗）

Visa 決済（Visa 加盟店）

QR コード決済（自社加盟店のみ）

Visa 決済（Visa 加盟店）

QR コード決済（自社加盟店のみ）

6
出金・送金合計

上限額 利用不可

1回　：上限 10 万円

1日　：上限 10 万円

1ヵ月：上限 100 万円

7 銀行 ATM 出金 利用不可

1回　：上限 10 万円

1日　：上限 10 万円

1ヵ月：上限 100 万円

8 送金 利用不可

1回　：上限 10 万円

1日　：上限 10 万円

1ヵ月：上限 100 万円

4
チャージ合計

上限額

1回：3 万円

1日：12 万円

1ヵ月：12 万円

有効期限内：100 万円

1回：上限 100 万円

1日：上限 100 万円

1ヵ月：上限 100 万円

有効期限内：―（有効期限なし）

5
チャージ手段

（1回）
クレジットカードチャージ：1千円～2 万円

銀行ATM チャージ　 ：1千円～3 万円

クレジットカードチャージ：　1000 円～ 5万円

銀行ATMチャージ　　：　1000 円～100 万円

銀行振込チャージ　　　：　～100万円

おたすけチャージ　　　：　3,000円または6,000円

おたすけチャージ＋（ショッピング）：1,000 円～ 5万円

おたすけチャージ＋（キャッシング）：1万円～100万円

1. アプリのダウンロード方法

 Choy-San アプリは SBI 新生銀行アプラスの【BANKIT】をベースにしています
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2. 本人確認
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BANKIT You をご利用いただくには、本人確認 が必要になります。
本人確認完了後は様々なサービスを利用いただけますので、以下の手順で本人確認を行ってください。

2. 本人確認

こちらのボタンを押してください

本人確認画面をひらく

規約に同意し、本人確認方法を選択してください
※ 在日外国人の皆さまは、在留カードが必須です。 
　 必ずオンライン本人確認をご利用ください。

本人確認書類 1種類とご自身の顔写真をその場で撮影して

いただくことにより申請いただけます

a . オンライン本人確認

※在留カード・マイナンバーカード・パスポート・
　運転免許証（または運転経歴証明書）をお持ちの方

をご覧ください

a . オンライン本人確認08 ページ～>>

b . 書類アップロードによる本人確認

をご覧ください
12 ページ～>>

（eKYC）　

b. 書類アップロードによる本人確認

（KYC）
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2. 本人確認

a . オンライン本人確認

08

※ 在日外国人の方は、必ず在留カードを提出してください。

あらかじめ、以下いずれかのご本人様確認書類をお手元にご用意ください。



2. 本人確認

本人確認情報の入力について
（*）この印がある項目は入力必須項目です。入力後、確認して登録します。

全角英数字でご記入ください姓 * 名 *ＭＡＲＹ ＫＥＮ

セイ * メイ *マリ ケン

半角英数字でご記入ください

ＭＡＲＹ（全） ＫＥＮ （全）

ミドルネームが必要な方は、「ミドルネームを追加する」ボタンを押してください　

ローマ字姓 * ローマ字名 *MARY KEN

MARY （半） KEN （半）

性別 * 男性

生年月日 * 1992/03/15

正しく郵便番号を入力いただいていれば、住所が自動で入力されます　

郵便番号 * 1040016

自宅住所1（都道府県）* 東京都

自宅住所 2（市区町村）* 北区

自宅住所 3（それ以降）* 上中里

自宅住所 4（建物名） 1 丁目 41 番 14 丸の内ビル 201 号

数字は全角でご入力ください

電話番号 * 0 9 0 -12 3 4 - 5 6 7 8

職業 * 学生

取引目的 * ショッピング

本人確認書類 在留カード

暗証番号 * * * *

カナ住所1（都道府県）* トウキョウト

カナ住所 2（市区町村）* キタク

カナ住所 3（それ以降）* カミナカザト

カナ住所 4（建物名） 1 チョウメ 41 バン 14 マルノウチビル

201 号

数字は全角でご入力ください

次に、本人確認情報を確認し、「画像撮影へ」のボタンを押してください。
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2. 本人確認

画像を撮影

eKYC 利用規約同意

10

本人確認書類選択 注意事項確認 次へ進む

ボタンを押してください

動画を撮影

※ 枠線からはみ出て撮影すると再撮影になります

・本人確認書類の表・裏・斜めの画像を撮影します

※ アプリの指示に従って 3 回、首振り動作をしてください

・申請者本人の顔正面画像を撮影

・申請者本人の首振り動画を撮影

※ マイナンバー（個人番号）カードの「通知カード」は、本人確認書類としてお取扱いできません。

　 別の書類をご提出ください。

※ 在留外国人（特別永住者を除く）の方は、在留カードの表面と裏面の両方の画像をご提出が必要です。

本人確認書類の注意点

（次のページへつづきます）



2. 本人確認

情報を確認後、お礼状を受け取る

11

※ 転送不要・簡易書留郵送にてお届けいたします



2. 本人確認

b . 書類アップロードによる本人確認

本人確認のながれ

本人確認書類の撮影

・確認・送信

本人確認情報の入力

本人確認情報の入力について

をご覧ください

09 ページ～

本人確認書類の撮影・確認・送信

をご覧ください

13 ページ～

書類画像確認

Choy - S a n 側の作業です

お礼状発送
※入会時のみ

Ch oy - S a n 側の作業です 転送不要・簡易書留

書類画像確認には 3 日～ 5 日営業時間がかかります。

本人確認の結果はお客様のアプリのお知らせ一覧に

届きます。

※特別永住者（日本国籍）の方

a . オンライン本人確認 の
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2. 本人確認

本人確認書類の撮影・確認・送信

現住所が記載されている、現在有効な書類を 2 点撮影し画像でのご提出をお願いします。

本人確認情報の入力について
（*）この印がある項目は入力必須項目です。入力後、確認して登録します。

をご覧ください

a . オンライン本人確認 の 本人確認情報の入力について

A 群：提出書類

B 群：補完書類

※在留外国人（特別永住者を除く）の方は、必ず在留カードの表面と裏面の両方の画像をご提出が必要です。

ご本人さまのお名前、現住所の記載があり、発行から６か月以内のものでかつ領収印のあるもの

1. 　国税または地方税の領収書または納税証明書

2. 　社会保険の領収書

3. 　公共料金の領収書（電気、水道、都市ガス、NHK、固定電話）

※ プロパンガスの領収書、携帯電話料金の領収書、公共料金の請求書および口座振替の通知書は受付できません。

※ 領収書の発行日は領収日付となります。領収日付の記載のある書類のご提出が必要です。

（次のページへつづきます）

>> 09 ページ
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2. 本人確認

本人確認書類の撮影・確認・送信　のつづき

本人確認が完了すると、マイページ内の本人確認欄が「未完了」から「完了」へかわります

・3 日～ 5 日営業時間のうちに株式会社アプラスにて本人確認書類画像を確認し、

　確認結果をアプリ通知にてお知らせします。

・BANKIT You 入会時のみ、ご登録住所宛へお礼状を転送不要・簡易書留で

　発送します。お礼状の受け取りをもって本人確認完了となります。

・画像が不鮮明な場合や、ご登録内容と本人確認書類の記載事項とに不一致がある

　場合は、再度書類の撮影、ご提出をお願いいたします。

・ご提出いただいた本人確認書類画像はご返却いたしかねます。あらかじめご了承

　ください。

ご注意

未完了 完了

お知らせメール  
本人確認完了と本人確認未完了の場合は、アプリ内のお知らせ、またはメールでお知らせいたします。

こちらのボタンを押してください

本人確認未完了時本人確認完了時
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3. チャージ手段方法
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3. チャージ手段方法

セブン銀行 ATM チャージ（無料）
日本国内のセブンイレブンやイトーヨーカ堂、国内の国際空港などにあるセブン銀行 ATM から無料でチャージが

できます。

セブン銀行ATMで【スマートフォン

での取引】ボタンを押してください

Choy-Sanアプリにある【セブン

銀行ATMチャージ】のボタン押

すと【QR コードスキャン】の

画面が出てきます。

ATMに表示されているQRコード

を読み取ります。

アプリ側に【企業番号】が表示

されます。

QRコードを

読み取りました。

企業番号

1234

アプリに表示された【企業番号】

を ATMに入力します。

QRコードを

読み取りました。

企業番号

11223344

ATM にチャージ金額を入力

します。

ATM にチャージしたい金額を
入れて【確認】ボタンを押してく
ださい。（お札のみ）

レシートが必要な方は【必要】、

必要じゃない方は【不要】のボタン

を押してください。

完了です。

セブン銀行 ATM チャージ
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3. チャージ手段方法 クレジットカードチャージ /  銀行振込チャージ

クレジットカードチャージ
アプラス社の発行クレジットカードのみです。他の会社が発行したカードではチャージできません。

銀行振込チャージ

銀行振込で直接チャージがおこなえます。　※ご利用の前に本人確認登録が必要です。
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おたすけチャージは、Choy-San をご利用いただいているお客さまにむけた後払いサービスです。

※おたすけチャージのご利用には審査がございますが、普段 Choy-San をご利用のお客さまが補助的にご利用いただ

けるよう、Choy-San の取引状況を含め審査をしており、Choy-San のご利用がない場合は、おたすけチャージを

ご利用いただけませんので、ご注意ください。

おたすけチャージ  

3. チャージ手段方法

※おたすけチャージのご利用の際には、在留カード等在留外国人であることが確認できる書類で本人確認を行ってください。

おたすけチャージのご利用には所定の審査がございます。お客さまによっておたすけチャージをご利用いただけない場合

がございます。Choy-San のお取引状況含めた審査後、ご利用いただけるようになりましたら、お客さまの Choy-San

アプリのプッシュ通知とお知らせ一覧にご案内いたします。

ご利用の流れ

※「メイン Wal l e t」を表示した状態で操作をおこなってください

※おたすけチャージをご利用いただけないお客さまは、次のお手続きに進み

ません

① アプリTOPの「チャージ」ボタンをタップし、

チャージメニューの「おたすけチャージ」アイコンをタップ

② おたすけチャージ画面から、ご希望のチャージ金額を選択して

「チャージする」ボタンをタップ

（次のページへつづきます）

おたすけチャージ 
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3. チャージ手段方法

※チャージ翌日から翌月末までの日付が選択可能です

③ ご希望の「おたすけチャージ精算日」を選択し、

「決定する」ボタンをタップ

※万一返済日までに精算額以上の残高をご用意（チャージ）できず、精算が完了できなかった場合は、メイン Wallet

の残高をおたすけチャージ精算額以上にしたうえで手動で精算をおこなってください。

手動での精算方法については次のページをご参照ください。

（次のページへつづきます）

精算のながれ

A.　メイン Wallet へ精算額以上のチャージをしておく

B.　精算日に自動精算されていることを確認

あらかじめ精算金額以上のチャージ残高をご用意ください。

※手数料 300 円（3000 円の場合）も含めてチャージしてください。

おたすけチャージ 
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3. チャージ手段方法

※ご利用には手数料がかかります。
※ご利用の前に本人確認登録が必要です。
※18 歳未満の方は利用できません。
※ご利用の際には審査があります。
※1 回につき 3,000 円または 6,000 円から選べます。
※6,000 円チャージはご利用状況に応じてご利用可能です。
※翌月末までのお好きなタイミングにご精算可能です。
※おたすけチャージによる Choy-San 残高は出金不可能額です。セブン銀行 ATM でお引き出しや Choy-San アプリの
　フレンド間送金はできません。
※おたすけチャージは、Choy-San アプリ最新のバージョンでご利用いただけます。バージョン情報は、各ストアで
　ご確認ください。

手動での精算方法

「おたすけチャージ」の画
面 をひ らき、「お た す け
チャージ履歴」から精算
したい履歴の「精算する」
ボタンをタップ

精算画面を確認し、内容に問題なければ「はい」をタップ、
精算完了画面が出たら精算完了です。

おたすけチャージ 
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おたすけチャージ +（プラス）は、Choy-San アプリから申込をおこなう後払いでチャージできるサービスです。

分割払いのできる「おたすけチャージ +（ショッピング）」と、ATM 出金のできる「おたすけチャージ +（キャッシング）」

の２つの機能がご利用頂けます。

おたすけチャージ +（プラス）

ご注意

※上記サービスはアプラスのカード会員様向け WEB サービス「NET station*APLUS」にて

　ご利用、お手続きいただけます。

※お客様さまのご住所やご本人さま情報が変更になった場合は、Choy-San アプリ及び NET

 　station*APLUS どちらからも変更手続きが必要です。

　一方のみの変更の場合、もう一方の登録情報には変更は反映されません。

※ NET station*APLUS へは Choy-San アプリからのみログイン可能です。

※ NET station*APLUS を退会されると、おたすけチャージ +( プラス ) のサービスがご利用

　いただけなくなる場合がございます。

※ご利用の前に本人確認登録が必要です。

※ 20 歳未満の方は利用できません。

※ご利用には専用のクレジットカードのご契約が必要です。（詳しくはアプラス社の WEB でご確認

　ください。）

※ご利用の際には審査があります。

※おたすけチャージ＋（ショッピング）による Choy-San 残高は出金不可能額です。

　セブン銀行 ATM でお引き出しや Choy-San アプリのフレンド間送金はできません。

※おたすけチャージ＋（キャッシング）による Choy-San 残高は出金可能額です。

「おたすけチャージ +（プラス）」と「おたすけチャージ」の違い

※初期与信額（入会時のご利用可能枠）は、審査結果によりお客さまごとに異なります。

おたすけチャージ +（プラス）

21

3. チャージ手段方法



3. チャージ手段方法

※「おたすけチャージ +（プラス）」は、BANKIT You（本人確認後）の会員さまのみお申込み可能です。BANKIT Me

　（本人確認前）の会員さまはお申込みの前にご本人さま確認が必要です。

※こちらのサービスをご利用いただくためには、新規にクレジットカードのご契約を頂く必要がございますので、再度本人

　確認のお手続きを頂きます。外国人の場合は在留カードのご提出をお願いします。

フッターメニューの「おたすけ+」をタップ

お申込み方法

おたすけチャージ +（プラス）は、Choy-San のホーム画面からお申込みいただけます。

申込画面最下部の「申し込む」をタップ

おたすけチャージ +（プラス）
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3. チャージ手段方法

おたすけチャージ +（ショッピング）ご利用方法

※お申込みが完了していないお客さまはご利用

　いただけません

① ホーム画面上の、「チャージ」をタップし、

「おたすけチャージ +（ショッピング）」

を選択してください

② 注意事項をよくお読みいただき、同意のうえ「利用する」

ボタンからおすすみください

（次のページへつづきます）

おたすけチャージ +（プラス）
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3. チャージ手段方法

③ ご利用金額を入力しお支払回数を選択してください

④ お申込み内容をご確認いただき、お手続き完了です

※金額のボタンをタップすると簡単にご入力いただけます

※翌月 1 回払い（手数料無料）をご希望の場合は 1 回払いを選択してください

※分割払いをご希望の場合は回数を指定してください

　利用画面一番下の「チャージする」のボタンを押すと、利用画面へすすみます。

　以降の手続きはキャンセルできません。

おたすけチャージ +（プラス）
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3. チャージ手段方法

おたすけチャージ +（キャッシング）ご利用方法

① ホーム画面上の、「チャージ」をタップし、

「おたすけチャージ +（キャッシング）」

を選択してください

② 注意事項をよくお読みいただき、同意のうえ「利用する」

ボタンからおすすみください

（次のページへつづきます）

おたすけチャージ +（プラス）
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3. チャージ手段方法

③ ご利用金額・お支払方法を選択してください

※お支払方法は、1 回払い / リボルビング払いが選択可能です。

④ お申込み内容をご確認いただき、

「上記の内容でキャッシングする」ボタンをタップし、

お手続き完了です

おたすけチャージ +（プラス）
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3. チャージ手段方法 おたすけチャージ +（プラス）

※おたすけチャージは Choy-San メイン残高からのご精算となります。ご精算方法が異なりますのでご注意ください。

※おたすけチャージ +（プラス）のご利用は、アプリから新に専用のクレジットカードをご契約いただくことになります。 

　（現物のカードは発行されません）

ご返済方法

おたすけチャージ +（プラス）のご返済は、毎月 27 日（土日祝日の場合は翌営業日）におたすけチャージ +

（プラス）ご契約時にお客さまにご指定いただきました金融機関の口座からのお引き落としとなります。

※おたすけチャージ +（プラス）に関するご利用明細の確認や各種お手続きは、フッターメニューの「おたすけ＋」から

　ご利用いただけます。

その他機能

各種メニューでできること

27



3. チャージ手段方法 サブ Wallet からチャージ

サブ Wa l l e t からチャージ
使わないようにしているサブ Wal le t のお金をメイン Wal le t に振り込んでチャージすることも可能です。
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4. VISA カード発行方法
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VISA カードは２種類あります

4. VISA カード発行方法

バーチャルカード リアルカード

スマホにダウンロードできるウォレットです。

オンラインショッピング又は QR コード決済

対応が出来る加盟店でご利用頂けます。

本人確認後、希望者に郵送します。オンライン

ショッピングはもちろん国内と海外の VISA

加盟店でご利用頂けます。
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VISA リアルカード発行方法

Choy-San アプリ、ウォレット右上に三つラインマークがあります。そのマーク押して頂くとリアルカード発行

メニューに出ます。リアルカード発行を押して頂ければ、本人確認のところに入力して頂いた住所に郵送となります。

4. VISA カード発行方法

＊リアルカード発行手数料は 550 円（税込）となります。ウォレットにチャージし、予め引き落としされます。

未発行
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5. オンラインショッピングの決済方法
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オンラインショッピングの場合、自分のアカウント設定に Choy-San の VISA カード

情報 (16 桁 ) を入力してください。

カード名義人は (BANKIT  MEMBER) になります。または、セキュリティコード（3 桁）

を入力してアカウント設定を完了になります。

5. オンラインショッピングの決済方法

※ 月額および継続契約の利用料金のお支払いにはご利用いただけません。

ネットショッピング・ゲーム課金・有料ダウンロード、動画配信サービスなどのネット決済にも

ご利用いただけます。

例）公共料金（電気・ガス・水道）/ 電話料金 / 通信料金（インターネットプロバイダ利用料・衛星放送および

CATV 視聴料）/ 新聞購読料（電子版含む）/ 保険料 / 通信教育受講料 / その他各種月会費等

���� ���� ���� ����

***

BANKIT MEMBER

 

**** 89001
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6. 個人間送金
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6. 個人間送金

フレンドにする方法

Choy-San アプリの中では簡単にフレンド申請が出来ます。

フレンド申請をするには３つの方法があります。

電話帳連携 QR 表示 スキャン

友達が自分の Choy-San アプリのフレンドになってないと送金ができないので、下記の手続きをしてください。

友達登録するといつでも無料でわりかん送金が可能です。

フレンド申請 フレンド申請完了

35



6. 個人間送金

送金方法

フレンドを削除したい時

Alex

送るボタンを押す

送金相手を選ぶ
送金するフレンドを
選ぶ

金額・メッセージを
記入して
送金ボタンを押す

送るボタンを押す

送金相手を選ぶ 削除したいフレンド
を長押し

確認ウインドウが
出るので「はい」
を押す

削除完了
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7. 引き出す方法
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7. 引き出す方法

セブン銀行 ATM でお金を引き出すことが出来ます
「月１回無料」で２回目からは 110 円（税込）となります。

引き出す：パスワードの入力が必要です。操作方法は以下となります。

ATMで【スマートフォンでの QR

コード】を選ぶ

Choy-Sanアプリで【引き出す】

のボタン押す

スマートフォン
での QRコード

Choy-Sanアプリで【次へ】の

ボタンを押す

QR コードをスキャン アプリに表示された【企業番号】

を ATMに入力

QRコードを

読み取りました。

企業番号

11223344

ATM に 4 桁の暗証番号を入力

ATMに引き出す金額を入力 完了です。
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8. マイページの説明
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Choy-San アプリの右上にあるアイコン　 　を押すとマイページが表示されます。

8. マイページの説明

下記のように設定をしてください。

認証・設定

アプリ設定

① 本人確認
本人確認済みの場合は「完了」と表示します。
本人確認できない場合「未完了」と表示します。
申請中の場合は「申請中」と表示します。

② 暗証番号設定
本人確認完了後、ATM で現金を引き出す際及び、
VISA リアルカード取引時に 4 桁の暗証番号が必
要になります。忘れないようにご注意ください。

① パスコード変更
アプリ上で毎回確認に使うパスコードです。6 桁の
数字を設定してください。

② ログイン時認証
アプリログインの際認証するかどうかを決めること
が出来できます。

④ フレンド検索許可
送金先の友達同士をするためのフレンド検索
許可にしてフレンドを作ること出来ます。

③ Face ID の設定
Face ID と指紋認証はお使いの端末によりご利用い
ただけます。

③ あんしん設定
あんしん設定は、お客さま自身でご利用上限を設定
できる機能です。

*

* 端末により表示が異なります
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9. 非接触決済方法9. 非接触決済方法

41



簡単な設定をするだけで、全国 133 万ヵ所以上の QUICPay（クイックペイ）™ 加盟店 *

や Visa のタッチ決済対応マークがある加盟店（世界約 200 の国と地域で利用可能）

で、iPhone やその他のスマホをかざしてお支払いできます。 

9. 非接触決済方法

（*2020 年 12 月末時点）

かざすだけで

お支払いは簡単・スピーディ

設定簡単・無料！

全国の対象店舗でご利用可能

Choy-San は、日本全国の「QUICPay＋（クイックペイプラス）TM マーク」、または「 Visa のタッチ

決済対応マーク※1」のあるお店でご利用いただけます。

お支払い時に「クイックペイで支払います」または「Visa で！※2」とお伝えいただき、リーダーのライト

が光ったら専用リーダーに端末をかざしてお支払いください。

※1 Visa のタッチ決済は Apple Pay のみでのご利用となります。

※2「Visa をタッチで」とお伝えいただく必要がある場合があります。

42



9. 非接触決済方法

お持ちの端末により異なります。ご登録方法をご確認ください。

ご登録方法

Apple Pay

登録方法 ①

Choy-San アプリから登録

Choy-San アプリを起動し、「Apple Pay を設定」ボタンを

タップする。

以降は画面の指示に従いカードを設定してください。

お持ちの iPhone７以降の iPhone のホーム画面からWallet アプリのアイコ

ンをタップし、アプリトップの画面の指示に従いカードを設定

※iPhone 7 または iPhone 7 Plus をご利用の会員様は、Wallet アプリから

  Apple Pay に設定をしてください

（次のページへつづきます）

登録方法 ②

端末のWallet アプリから登録
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9. 非接触決済方法

Wallet アプリで「カードを追加」をタップする

※BANKITカード番号は
　Choy-San アプリの
　「VISA カード情報表示」から
　ご確認ください。

Wallet アプリで Apple Pay に登録しているカードを一覧表示、

BANKIT カードを一番下にドラッグすることで、メインカードとして

設定することができます。

※「メインカード」に選んだカードが最初に表示されるので決済を

行うカードを毎回選択する必要がなくなります。

メインカードへ設定

Apple、Apple のロゴ、Apple pay、iPhone は Apple Inc. の商標です。

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
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9. 非接触決済方法

登録方法 ①

Choy-San アプリから登録

Google Pay

Choy-San アプリを起動し、「Google Pay に追加」ボタンを

タップする。

以降は画面の指示に従いカードを設定してください。

Google Pay アプリの支払いタブをタップし、「＋お支払い方法」をタップする。

以降は画面の指示に従いカードを設定。

※カード番号は Choy-San アプリの「VISA カード情報表示」からご確認ください。

登録方法 ②

端末のWallet アプリから登録

「VISA カード情報表示」で確認いただけます
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9. 非接触決済方法

Google Payアプリの支払いタブをタップし、

BANKIT カードを選択、「QUICPay のメイン

カード」をタップすることでメインカードとし

て設定することができます。

Android、Google Pay は Google LLC の商標です。

Ch oy - S a n をメインカードに設定する（カードの有効化）

46


