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はじめに
本書は、加盟店様向けの管理画⾯「StarPay管理システム」の機能・操作に
ついてまとめたものです。

店舗様がStarPayにて実施した決済に関して、主に以下の機能をご利⽤いた
だけます。
●店舗での取引結果の確認（取引検索）
●お⽀払い明細の確認（⼊⾦検索）
●店舗のライセンス情報、ご利⽤端末状態の確認（店舗管理）
●店舗別売上管理（集計）
●指定取引の返⾦処理（返⾦操作）

経理・営業管理各ご担当者様が、売上管理・⼊⾦管理・店舗管理にご活⽤い
ただけるwebアプリケーションとなっています。
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基本画⾯



ログイン画⾯

①ご送付しております「StarPay管理システム_ID・パスワード通知書」をご⽤意ください。
②PCを起動し、Webブラウザを⽴ち上げURL（https://nw-boki.starpay.jp）にアクセスします。
③ユーザーIDを⼊⼒します。
④パスワードを⼊⼒します。
両⽅に⼊⼒できたらログインボタンを押します。

①
②
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ヘッダー

①企業名が表⽰されます
②ログインしているユーザーの名前が表⽰されます。
ログアウトボタンを押すとログアウトします。

① ②
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取引検索



取引検索-トップ画⾯

以下の検索オプションから取引結果を検索できます。
・利⽤期間指定
・導⼊店舗の指定
・決済ブランドの指定
・取引状態（⽀払・返⾦）の指定
・端末番号の指定
・⽀払番号の指定

何も指定しない状態で検索ボタンを押すと期間内全
ての検索結果が表⽰されます。

7



取引検索-検索結果表⽰

①検索結果をエクセルデータでダウンロードできま
す。
②検索結果の合計が表⽰されます。
・総件数：指定検索結果の総件数
・総利⽤額：⽀払取引と返⾦済みの⽀払取引の合計
・総返⾦額：期間中に返⾦された⾦額の合計
・差引⾦額：総利⽤額から総返⾦額を引いた⾦額

③取引検索の結果表⽰について
各取引ごとにクリックすると詳細が確認できます。
・⿊字：⽀払取引→次ページ参照
・⾚字：返⾦取引→次々ページ③
・薄い⿊字：返⾦済みの⽀払取引→次々ページ②

※管理画⾯から返⾦した場合、端末には「WEBM」と表⽰されます

①
②

③
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取引検索-⽀払取引詳細

①検索結果画⾯に戻ります。
②指定した⽀払取引の詳細情報が表⽰されます。
・⽀払番号：返⾦操作に必要になる番号です
・印刷回数：端末側でレシート印刷された回数を表⽰して
います
③返⾦をした取引の場合表⽰されます

①
②

③
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取引検索-返⾦取引詳細

①②③ 返⾦した⽀払取引の詳細が表⽰され、内容
は⽀払のそれと同⼀です。
返⾦の場合は③の明細が⾚⽂字で表⽰されます

①
②

③
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⼊⾦検索



⼊⾦検索-トップ画⾯

銀⾏⼝座への⼊⾦結果を検索することができます。
・期間指定
・登録⼝座ごとの指定
がそれぞれできるようになっています。
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⼊⾦検索-検索結果表⽰

決済ブランドごとに⼊⾦情報が表⽰されます。
・⼊⾦⽇：実際に⼝座に⼊⾦されている⽇付
（⽉末が休⽇の場合は翌営業⽇が表⽰されます）
・⼝座情報：加盟店振込⼝座
・利⽤期間：⼊⾦された⾦額の対象となる取引期間
・種別：各決済ブランド
・総利⽤額：⽀払取引と返⾦済みの⽀払取引の合計

・⼿数料：ネットスターズが受け取る⼿数料合計額
（返⾦した決済⾦額の⼿数料は含みません）
・返⾦⾦額：返⾦された⾦額の合計⾦額
・⼊⾦⾦額：総利⽤額から⼿数料と返⾦⾦額を引い
た⾦額。実際に⼝座に⼊る⾦額となります。
クリックすると詳細が確認できます。
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⼊⾦検索-検索結果詳細

①検索結果に戻ります
②収納⾦計算書（エクセル）をダウンロードできま
す。 ⇒次ページ参照
③⼊⾦情報の詳細が表⽰されます
注：振込⽇が⼟⽇祝の場合、表⽰される⽇付と実際
の振込⽇は異なります。

① ②
③
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⼊⾦検索-収納⾦計算書

①各加盟店様の指定⼝座に振
込が⾏われる⽇

②総決済額から返⾦総額を差
し引いた⾦額

③各加盟店様の指定⼝座に振
込される⾦額

④決済額に応じて差し引かれ
る決済⼿数料

⑤控除される⾦額合計

①
②

③

④

⑤
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店舗管理



店舗管理-トップ画⾯

①店舗ごとの状態を検索できます。
枠内に店舗名を⼊⼒してください。
②初期状態では全店舗が表⽰されます。
クリックで店舗詳細を確認できます。

① ②
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店舗管理-店舗詳細画⾯

①店舗管理トップ画⾯に戻ります。
②店舗情報が表⽰されます。Linence No並びにQR
コードは、端末初期設定時に必要な情報となります。
（設定⽅法詳細は、別紙「StarPayアプリ設定」をご
参照ください）

①

③

③利⽤されている端末の状態を⼀覧で確認できます
緑のチェックが表⽰されていれば正常に作動してい
ます。
⾚表⽰の場合は異常が起きていますのでネットス
ターズまでご連絡ください。

②
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ユーザー管理



ユーザー管理-トップ画⾯

①ユーザーを検索できます。
枠内にユーザー名を⼊⼒してください。
②ユーザーを新規追加できます。→次ページ参照
③ユーザー検索の結果です。初期状態では全ユー
ザーが表⽰されます。
・権限：最⾼管理者、管理者、ユーザーの3つに分
類されます。権限ごとに使える機能が変動します。

最⾼管理者：全機能が使えます
管理者：⼊⾦検索以外の機能が使えます
ユーザー：⼊⾦検索、返⾦以外の機能が使えます
・操作アイコン

：ユーザー編集の画⾯に移ります
：ログインパスワード変更画⾯に移ります
：ユーザー登録を削除できます

① ②
③
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ユーザー管理-新規ユーザー登録画⾯

①ユーザー管理トップ画⾯に戻ります。
②登録項⽬について
・管理店舗：複数選択が可能です
・パスワード：6⽂字以上の⼊⼒が必要になります
登録エラーの場合はエラー内容が表⽰されます

①
②

21



ユーザー管理-ユーザー編集画⾯

①ユーザー管理トップ画⾯に戻ります。
②編集項⽬について
・管理店舗：閲覧できる店舗の制限ができます。複
数選択も可能です。
・権限：ユーザー権限を変更できます。現在の権限
より低い権限しか選択できません。

・連絡先：電話番号をご⼊⼒ください。
・メール：有効なメールアドレスをご⼊⼒ください。

編集が完了すると下記画⾯
が表⽰されます。

①
②

編集完了するとこの画⾯が表
⽰されます。
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ユーザー管理-パスワード編集画⾯

①ユーザー管理トップ画⾯に戻ります。
②パスワード編集について
新しく設定するパスワードを⼊⼒してください。
確認で同じパスワードを⼊⼒して変更ボタンをク
リックするとパスワード変更の完了です。

①

②

パスワード変更が完了すると
この画⾯が表⽰されます
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ユーザー管理-ユーザー削除画⾯

削除アイコンをクリックすると表⽰されます。
ユーザー削除確認のポップアップが出ますので本当
に削除するか確認ください。
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権限組管理



権限組管理

①権限組名を検索できます。
②新規権限組を作成できます。⇒P.27参照
③権限組の検索結果。初期状態ではすべての権限組
が表⽰されます。
権限組：権限組の名称が表⽰されます。
権限：保有する権限が表⽰されます。

① ②
③

・操作アイコン
：権限組編集の画⾯に移ります。
：権限組を削除できます（※）

※権限組の削除は最高管理者が実施してください。
システム上登録されている権限組（最高管理者、管理者、ユーザ）、
既にユーザが存在している権限組は削除できません
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権限組管理

①権限組管理トップ画⾯に戻ります。
②登録項⽬について

権限組名：権限組の名称を設定します。
権限：割り当てる権限を選択します。

※複数選択可

①
②
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返⾦操作



返⾦操作-トップ画⾯

返⾦したい取引を検索します
・端末：決済した端末の番号を⼊⼒してください
・⽀払番号：Pから始まる取引番号を⼊⼒してください（取引
検索-検索結果表⽰）でご確認ください
・店舗名：決済を⾏った店舗を選択してください。
未⼊⼒の項⽬がある場合は検索エラーが表⽰されます。
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返⾦操作-検索結果画⾯

検索結果が表⽰されます。

検索結果を確認のうえ、返⾦⾦額欄に返⾦を⾏う⾦
額を⼊⼒してください。⼀部返⾦も可能
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返⾦操作-返⾦確認画⾯

返⾦の最終確認がポップアップで表⽰されます。

返⾦⾦額を確認のうえ、問題なければ返⾦ボタンを
クリックし、返⾦を実施します。

返⾦が完了すると返⾦成功メッセージ
が表⽰されます。
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返⾦操作-返⾦エラー画⾯

すでに返⾦されているなど、返⾦操作が無効な
場合はエラー内容が表⽰されます。
【主なエラー内容】
・返⾦操作済み
・返⾦有効期限の超過
※⽀払⽇の翌⽇から起算し、8⽇⽬の同時刻まで

返⾦可

返⾦有効期限を超過した場合は、『返⾦依頼書』
をネットスターズにご提出いただく必要がござい
ます。ネットスターズ受理後数⽇でお客様に返⾦
がされます。
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集計



集計-トップ画⾯

集計データを検索できます
・企業コード

※加盟店ユーザーの場合、店舗毎の集計が表⽰されます。
※代理店ユーザーの場合、企業毎の集計が表⽰されます。

・集計期間
・検索結果の表⽰指定（⽇付順/コード別）

・集計期間は３１⽇以内で指定してください。
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集計-検索結果表⽰（コード別）

①検索結果をエクセルデータでダウンロードできます。
②検索結果の合計が表⽰されます。
・総件数：⽀払総件数と返⾦総件数の合計件数
・総⾦額：売上総⾦額から返⾦総⾦額を差し引いた⾦額
・売上総件数：⽀払の利⽤件数
・売上総⾦額：⽀払⾦額の合計
・返⾦総件数：返⾦件数
・返⾦総⾦額：返⾦⾦額の合計

③店舗ごとの検索結果の表⽰
店舗コード別集計（エクセル）をダウンロードでき
ます。⇒次ページ参照
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集計-エクセル出⼒（コード別）

集計（コード別で表⽰）
でダウンロードします。
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集計-検索結果表⽰（⽇付別）

①
②

③

①検索結果をエクセルデータでダウンロードできます。
②検索結果の合計が表⽰されます。
・総件数：⽀払総件数と返⾦総件数の合計件数
・総⾦額：売上総⾦額から返⾦総⾦額を差し引いた⾦額
・売上総件数：⽀払の利⽤件数
・売上総⾦額：⽀払⾦額の合計
・返⾦総件数：返⾦件数
・返⾦総⾦額：返⾦⾦額の合計

③⽇付別の検索結果の表⽰
⽉次集計（エクセル）をダウンロードできます。⇒
次ページ参照
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集計-エクセル出⼒（⽇付別）

集計（⽇付順で表⽰）で
ダウンロードします。
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