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Ⅰ. 本番環境切り替えの前に 
 

本マニュアルは弊社とのご契約および、AmazonSellerCentral の審査が完了していることを前提としております。 
 

弊社とのご契約がお済みでない⽅は下記 URL より「本番環境申し込み」をお願いいたします。
https://www.ec-cube.net/product/amazonpay.php#mailform 
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弊社とのご契約が完了いたしますと、弊社サポート担当者より「本番環境切り替えキー」を通知させていただきます。 
こちらは本番環境切り替えの際に必要となりますので、⼤切に保管してください。 

イーシーキューブ ◯◯です。 
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審査が未完了の⽅は下記 URL より審査を完了の上、本番切り替えを⾏ってください。 
( 審査は通常 1 〜 2 週間かかります。) 
https://pay.amazon.com/jp/signup 
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Ⅱ. プラグイン仕様 
 

1. 対応する EC-CUBE のバージョン 

本プラグインは以下のバージョンに対応しております。 
 

EC-CUBE バージョン 

2.12 系 2.12.0 以降 

2.13 系 2.13.0 以降 

2.17 系 2.17.0 以降 

 

2. 動作環境 

以下の項⽬をご確認ください。 
 

・導⼊ EC サイトがインターネットに接続していること。 

・OpenSSL0.9.80 またはそれ以降のバージョンが⼊っていること。 

・phpinfo() 関数または EC-CUBE のシステム情報画⾯にて curl のモジュール定義があること。 

・「Amazon アカウントでお⽀払い」ボタンを表⽰する画⾯ ( カート画⾯) が HTTPS ページであること。 
※カート画⾯のHTTPS設定については「2.3 初期設定」を参照してください。 

 

3. ログ 

AmazonPayments プラグインのログは以下のパスに出⼒されます。 

・( インストールディレクトリ )/data/logs/AmazonPayments.log 
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Ⅲ. AmazonSellerCentral 設定 
AmazonSellerCentral から発⾏される ID をプラグイン設定画⾯から登録します。 
以下の⼿順に従ってください。 

1. AmazonSellerCentral ログイン 
御社でご⽤意いただいたアカウントにてログインしていただきます。 

① 
AmazonSellerCentral( https://sellercentral-japan.amazon.com) 
にアクセスし、 
ご⾃⾝でご⽤意いただいた審査済みのアカウントにて 
ログインしてください。 
 
 
 
 
 

 
 

2. AmazonSellerCentral にプラグイン導⼊サイトを登録 

② 
ログイン後、「AmazonPay(本番環境)」 

を選択します。 
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③ 
インテグレーションタブより 
「インテグレーションセントラル」を選択します。 
↓ 
左図の画⾯になります。 
↓ 
アプリケーションの管理にある「新規クライアントID/Store IDの作成」 
をクリックします。 



-7-  

④ ECサイト情報を登録し、クライアントID/Store IDを作成 
 
●アプリケーション情報の登録 
※以下に挙げる項⽬は全て必須です。 

 

① アプリケーションまたはストア名 
：任意の名前を命名してください。 

② 説明 
：EC サイトの詳細を記載してください。 

③ プライバシー規約 URL 
：プライバシーポリシーが記載されているページのURL を⼊⼒
してください。 

(EC-CUBE 標準では guide/privacy.php です。) (例

)  名前：xxx-shop 

詳細：⾃社商品販売 EC サイト 
プライバシー規約 URL 
：https://xxx-shop.com/guide/privacy.php 

 

 

↓ 

「変更を保存する」ボタンを押下してください。 
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⑤ APIキーペアの作成 
●APIキーペアの作成 

インテグレーションタブより「インテグレーションセントラル」を選択します。 

↓ 

「ウェブサイトまたはモバイル」を選択します。 

↓ 

「⾃社開発」を選択します。 

↓ 

「⼿順を⾒る」をクリックします。 
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[APIアクセス]セクションが表⽰されますので、 

「APIキー」を選択します。 

↓ 

④で登録したストア名を選択します。 

↓ 

「キーペアの作成」をクリックします。 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

[APIキーの作成]画⾯が表⽰されますので、APIキーペアに 

任意の名前を付けます。 

↓ 

「キーの作成」ボタンをクリックすると、 

プライベートキーファイルがダウンロードされます。 

※プライベートキーファイルはプラグイン設定で利⽤します。 

紛失しないよう、安全な場所に⼤切に保存してください。 
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⑥ インスタント通知設定 
●インスタント通知設定 

右上の設定タブより「インテグレーション」を選択します。 

↓ 

「編集」ボタンをクリックします。 

↓ 

「販売事業者様サイトURL」に 

EC-CUBEトップページのURLと、 

「plg_AmazonPaymentsV2_ipn_receiver.php」 

を組み合わせたものを⼊⼒します。 

(例)  

EC-CUBEトップページのURL : https://test.com/ 

販売事業者様サイトURL : 

https://test.com/plg_AmazonPaymentsV2_ipn_receiver.php 

↓ 

「更新」ボタンをクリックします。 

 

 

AmazonSellerCentral の設定は以上です。 

続いてプラグイン設定へ移ります。 
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Ⅳ. プラグイン設定 
①プライベートキーファイルをサーバーに設置 
「Ⅲ. AmazonSellerCentral 設定 - ⑤APIキーペアの作成」でダウンロードしたプライベー
トキーファイルをEC-CUBEサーバーの下記の中に格納してください。 
[EC-CUBEのdataディレクトリから] 

downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/user_data/ 
 
②プラグイン設定 
[EC-CUBE 管理機能] オーナーズストア＞プラグイン管理＞プラグイン管理 より、
[Amazon Pay V2]の「プラグイン設定」を選択します。 
↓ 
AmazonSellerCentral「インテグレーションセントラル」の各情報を⼊⼒します。 
対応する項⽬は左記図の通りです。 
プライベートキーパスは下記を設定してください。 
 downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/user_data/[プライベートキーファイル名] 
↓  
弊社より通知済みの「本番環境切り替えキー」を⼊⼒の後、 
「環境切り替え」を ` 本番環境 ` に設定してください。 
↓ 
AmazonPay コンフィグ画⾯最下部「この内容で登録する」をクリックします。 
プラグイン設定は以上です。 
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Ⅳ. プラグイン設定項目説明 
 
 
 
 
 
  

項⽬名 説明 

キー設定 

アカウント切り替え 
共⽤テストアカウント(イーシーキューブ配布)：共⽤テストアカウント(イーシーキューブ配布)を使⽤します。 
⾃社契約アカウント：お客様にてご準備いただいたアカウントを使⽤します。 

環境切り替え 
ダミー決済：Amazon Pay のテスト環境を使⽤します。 
本番決済：Amazon Pay の本番環境を使⽤します。 

出品者 ID AmazonSellerCentral にて発⾏される ID です。 

パブリックキーID AmazonSellerCentral にて作成するAPIキーのパブリックキーID です。 

プライベートキーパス AmazonSellerCentral にて作成するAPIキーファイルを格納したパスです。 

クライアント ID AmazonSellerCentral にて発⾏される ID です。 

本番環境切り替えキー 
弊社 ( イーシーキューブ ) との契約時に発⾏されるキーです。 
環境切り替え実⾏時に必要になります。 

動作設定 

購⼊時Amazon決済状況 
仮売上：受注完了時に仮売上状態とします。(Amazon状況「オーソリ」) 
売上  ：受注完了時に売上と同時に請求処理をします。(Amazon状況「売上」) 

決済確認画⾯ 
表⽰ ：決済確認画⾯を表⽰します。 
⾮表⽰：決済確認画⾯を表⽰しません。 

EC ⾃動ログイン 
オン：Amazon ログイン時に⼀致するユーザが EC に登録されている場合は⾃動的にログインします。 
オフ：上記機能を無効化します。 

ログイン・会員登録必須 
オン：AmazonPay 決済時に EC へのログインまたは会員登録を必須にします。 
オフ：上記機能を無効化します。 

受注補正機能 AmazonPayで取得した⽒名、電話番号が分割できない場合は、 
注⽂者情報・配送先情報・会員情報の順に⼀致する⽂字列を検索し同様に分割します。 

受注完了メール特記事項 AmazonPay 決済時のメールに特記事項を追加します。 
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項⽬名 説明 

デザイン設定 

カート画⾯ボタン設定： 
ボタンカラー 

「Amazon アカウントでお⽀払い」ボタンの⾊を選択します。 
①ゴールド ②ダークグレー ③ライトグレー 

カート画⾯ボタン設定： 
ボタン配置 

⾃動：プログラム上で⾃動的にボタンを配置します。 
⼿動：表⽰されるプログラムコードをテンプレートのご希望の箇所に貼り付け表⽰させます。 
※詳細な⼿順は下記をご覧ください
https://demo.iplogic.co.jp/amazon_manuals/#!markdown/button.md 

Amazonアカウントでログインボタン配置 
「Amazonアカウントでログイン」ボタンを配置する画⾯を選択します。 
①Myページ ②購⼊時ログイン画⾯ 

Myページボタン設定： 
購⼊時ログイン画⾯： 

ボタンカラー 

「Amazonアカウントでログイン」ボタンの⾊を選択します。 
①ゴールド ②ダークグレー ③ライトグレー 

Myページボタン設定： 
購⼊時ログイン画⾯： 

ボタン配置 

⾃動：プログラム上で⾃動的にボタンを配置します。 
⼿動：表⽰されるプログラムコードをテンプレートのご希望の箇所に貼り付け表⽰させます。 
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Ⅴ. よくあるお問い合わせ Q&A 
 

お問い合わせ内容 解決策 

 
 
 
 
「Amazon アカウントでお⽀払い」ボタンが表⽰されない 

プラグインの設定はお済みでしょうか？ 
設定が完了していない場合、本マニュアル P.9 プラグイン設定をご覧ください。 

キャッシュファイルが影響している可能性が考えられます。 
プラグインをインストールした EC サイトのサーバーにアクセスして、data/Smarty/templates_C/default 配下の 
ファイルを削除し、ブラウザのキャッシュを消去してから再読み込みしてください。 

デザインのカスタマイズが影響している可能性が考えられます。 
プラグイン設定画⾯「ボタン配置」を⼿動にして表⽰されるプログラムコードを利⽤してボタンを配置してください。 
※詳細な⼿順は下記をご覧ください。

http://demo.iplogic.co.jp/amazon_manuals/#!markdown/button.md 

 

「Amazon アカウントでお⽀払い」ボタンを押すと、ログイン画⾯
が表⽰されず、AmazonSellerCentral でエラーが表⽰される 

 

 
 
 
 

 

プラグイン設定値がに誤りがある可能性が考えられます。 
本マニュアル P.9 をご参考に、各値をご確認ください。 

 

カート画⾯が SSL 通信でないため、リダイレクトが拒否されている可能性が考えられます。 
テストインストールマニュアル P.7 定数の登録を参考に、CART_URL 
を変更してください。 

 

Cookieが影響している可能性が考えられます。ご利⽤ブラウザのcookieを削除してください。 
※AmazonSellerCentral へのログイン・Amazonプラグイン設定の反映前の情報の影響が考えられます。 

 

SSL 通信がされていない可能性が考えられます。 
data/config/config.php 中の定数’ HTTPS_URL’ に関する記述を https 通信に指定してください。 
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お問い合わせ内容 解決策 

 
 

 
Amazon アカウントでログイン後、404 エラーが発⽣する 

プラグインインストール時のファイルコピー処理に失敗したことが考えられます。 
コピー元ファイルをコピー先ディレクトリに配置してください。 
【コピー元】 
〜data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.html 
〜data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.php 
〜data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_payment.php 
〜data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_confirm.php 
【コピー先】 
〜html/shopping/ 

 
 

Amazon アカウントでログイン後、500 エラーが発⽣する。 

下記ファイルのパーミッションを他ファイルと同様のパーミッションに揃えてください。 
〜html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.html 
〜html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.php 
〜html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_payment.php 
〜html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_confirm.php 

 


