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第1章.処理手順概要
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第1章 処理手順概要

定期購入機能：一括オーソリ・売上処理手順（ペイジェント）
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1-1.処理手順
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一括オーソリで実売上処理を行う。

定期購入では、2回目以降のご注文について、各クレジットカード決済会
社用にオーソリ用CSVを作成して、そのファイルをアップロードする必要
があります。オーソリの確認が取れたものを売上として計上する仕組み

となります。

ペイジェントオンライン

①オーソリCSVをダウンロード
定期購入情報

（カゴラボ管理画面）

②オーソリCSVをアップロード

オーソリから売上処理までの全体の流れ

②【ペイジェントオンライン】オーソリCSVをアップロード

④ 【ペイジェントオンライン】一括売上処理を実行

⑤【ペイジェントオンライン】ステータスが消込済になった事を確認

完了

③【ペイジェントオンライン】 「オーソリOK」のデータを検索

① 【カゴラボ管理画面】オーソリCSVをダウンロード

サイト管理者

③「オーソリOK」データを検索 ④一括売上処理

⑤消込確認



©aratana Inc.

第2章.注文情報のダウンロード
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第2章 注文情報のダウンロード

定期購入機能：一括オーソリ・売上処理手順（ペイジェント）
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2-1.定期購入情報のダウンロード場所
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カゴラボの管理画面から、定期購入の注文情報を

CSV形式でダウンロードします。

カゴラボ管理画面にログイン

受注管理へ

検索ボタンを押す

受注情報の一覧が表示される

ペイジェントCSVをクリック

CSVファイルがダウンロードされる

完了

※対応状況や支払い方法で絞り込み



©aratana Inc.

2-2.定期購入情報のダウンロード実行
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カゴラボの管理画面から、定期購入の注文情報を

CSV形式でダウンロードします。

カゴラボ管理画面にログイン

受注管理へ

検索ボタンを押す

受注情報の一覧が表示される

ペイジェントCSVをクリック

CSVファイルがダウンロードされる

完了

※対応状況や支払い方法で絞り込み
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2-3.CSVファイルの確認
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ダウンロードされたCSVファイルの中身を見てみましょう。（Excelで開いた例）

・ペイジェントの対象情報でない

・初回の情報である

・定期配送完了済み

・キャンセル

・顧客キャンセル

・決済失敗

・継続確認中

※以下のステータスの注文情報はダウンロードされません。
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2-3.CSVファイルの内容
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CSVファイルの内容は以下の通りです。

●ヘッダレコード

（左から

・レコードID（1で固定）

・取引種別（オーソリ時は020、売上処理時は021）

・マーチャントID（ペイジェント社から付与された御社のID））※グレーで塗りつぶしている部分

●トレーラレコード

（左から

・レコードID（4で固定） ・合計件数）

●ご注文情報の詳細

注文番号 請求金額 直前回の注文番号 顧客番号レコードID

（3で固定）

支払区分（10＝1回払い）

※ご注文情報の詳細の一部の行を削除されることがあれば、トレーラレコード内の「合計件数」を、変更後の数字に
書き換えていただく必要があります。
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第3章.オーソリ処理（CSVアップロード）
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第3章 オーソリ処理（CSVアップロード）

定期購入機能：一括オーソリ・売上処理手順（ペイジェント）



©aratana Inc.

3-1.ペイジェントオンライン上でCSVをアップロード
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カゴラボの管理画面からダウンロードしたオーソリ

CSVを、ペイジェントオンラインでアップロードします。

ペイジェントオンラインにログイン

左メニューの「ファイル処理」を選択

参照ボタンから対象のCSVファイルを選択

決済種別を選択

取引種別を選択

決済種別・取引種別・件数・金額を確認

「確認」ボタンをクリック

完了

※取引種別のうち、オーソリ／売上／取消 以外は選択しないようお願い致します。
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3-2.アップロード確認と完了処理
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確認後、OKボタンをクリックすると自動的にファイル
処理画面に戻ります。

ペイジェントオンラインにログイン

左メニューの「ファイル処理」を選択

参照ボタンから対象のCSVファイルを選択

決済種別を選択

取引種別を選択

決済種別・取引種別・件数・金額を確認

「確認」ボタンをクリック

完了
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3-3.エラーが表示された場合
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3-4.完了メールの確認
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処理が完了したら、登録しているメールアドレスに

「処理完了メール」が届くので確認しましょう。

「加盟店情報管理」機能で変更が可能です。

3つのメールアドレスまで同時に送る事が可能です。

メールアドレスの変更
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3-5.処理結果のダウンロード
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必要に応じて、今回アップロード処理したご注文の

処理結果をダウンロードできます。
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第4章.売上処理

15

第4章 売上処理

定期購入機能：一括オーソリ・売上処理手順（ペイジェント）
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4-1.オーソリOKデータの検索
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アップロードして「オーソリOK」になったデータの
売上計上処理を行います。

ペイジェントオンラインにログイン

「決済情報紹介」メニューを選択

決済ステータスが「オーソリOK」のものを検索

売上を計上するデータを選択

「一括売上処理」ボタンをクリック

確認画面の一覧表示でデータ確認

「確認」ボタンをクリック

完了
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4-2.売上計上データの選択
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アップロードして「オーソリOK」になったデータの
売上計上処理を行います。

ペイジェントオンラインにログイン

「決済情報紹介」メニューを選択

決済ステータスが「オーソリOK」のものを検索

売上を計上するデータを選択

「一括売上処理」ボタンをクリック

確認画面の一覧表示でデータ確認

「確認」ボタンをクリック

完了
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4-3.売上計上データの確認
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アップロードして「オーソリOK」になったデータの
売上計上処理を行います。

ペイジェントオンラインにログイン

「決済情報紹介」メニューを選択

決済ステータスが「オーソリOK」のものを検索

売上を計上するデータを選択

「一括売上処理」ボタンをクリック

確認画面の一覧表示でデータ確認

「確認」ボタンをクリック

完了



©aratana Inc.

4-4.処理完了と消込済ステータスの確認
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アップロードして「オーソリOK」になったデータの
売上計上処理を行います。

ペイジェントオンラインにログイン

「決済情報紹介」メニューを選択

決済ステータスが「オーソリOK」のものを検索

売上を計上するデータを選択

「一括売上処理」ボタンをクリック

確認画面の一覧表示でデータ確認

「確認」ボタンをクリック

完了
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FAQ [Frequently Asked Questions]
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Q. 決済時にエラーが発生する理由は？

A) CSVフォーマットが間違っている。

今まで上手くいっていたのに、急にできなくなった場合は手動でCSVファイルを変更した可能性があります。CSVの内容を確認するか再度ダウンロードし直しましょう。

P8.「CSVの内容」参照

A) CSVの中身が無い、または0円決済となっている。

以下の2点が考えられます

・対象の顧客がいない（P7.「CSVファイルの確認」参照）

・値引き等によって0円になっている受注情報

A) オーソリチェックによるエラー

よく問合せのあるエラーは以下の通りです。

1.カードの有効期限が切れている場合

2.カードが解約されている場合

3.限度額に達していて請求できない場合

【対処法】

⇒1.2.について

再注文を行って頂くかお客様に直接カード番号・有効期限をお聞きして、新規決済登録を行って下さい。

⇒3.について

カード会社に交渉して、お客様の限度額を増やして頂きます。

（お客様によっては1日の限度額を決めている事もあり、その場合は比較的容易に当日だけ限度額を増やしてもらうことができるそうです）

又は、月の限度額に達している場合は、翌月に2カ月分請求します。

（CSV内の請求金額を変更します）
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お問合せ・改訂履歴 [History]
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お問合せ先 改訂履歴

0120-713-362 [ フリーダイヤル ]

【お電話によるお問合せ[  カゴラボサポートセンター ] 】

https://www.cagolab.cp/contact/index.html
【Webフォームによるお問合せ】

0985-23-3362 [ 携帯電話の方はこちら ]

電話受付サポート時間は、平日（月～金曜日）の10:00～18:00となっております。
ご了承下さいませ。

2012年06月07日 ver.1.0.0

初版発行

2012年06月12日 ver.1.0.1

P5,P6の画面キャプチャーを定期購入機能の新バージョンに合わせて刷新

2012年07月19日 ver.2.0.0

全体の流れ・売上処理の章を追加

2015年02月05日 ver.2.0.1 

P8の内容を修正


