プレスリリース
2019年9月6日
PayPay 株式会社

10月からの新キャンペーンとPayPay利用特典の変更について
～ 「キャッシュレス・消費者還元事業」の5％還元対象店舗で、さらに5％を上乗せして合計
最大10％をいつでも還元！ ～

ソフトバンクグループ株式会社とソフトバンク株式会社、ならびにヤフー株式会社の3社が共同
出資するPayPay株式会社は、2019年10月1日より、
「キャッシュレス・消費者還元事業」
（以下、還
元事業）
（※1）に関連した「まちかどペイペイ」などの新キャンペーンを開始します。また、
「PayPay」
でのお支払いに応じて進呈している利用特典および抽選企画「PayPayチャンス」を、10月1日より
変更します。
10月1日から開始される還元事業に関連し、PayPayでは身近なお店でのお支払いがお得になるキ
ャンペーンとして、「まちかどペイペイ」を開始します。「まちかどペイペイ 第1弾」は、還元事
業の対象加盟店のうち、5%還元対象店舗における「PayPay」でのお支払いに対し、PayPayが最大
5％のPayPayボーナスを上乗せするキャンペーンとして、10月1日から11月30日まで開催します
（※2）。これにより、還元事業で還元される5％のPayPayボーナスに加えて、さらに最大5％が加
算され、最大10％のPayPayボーナスが獲得できます（※3）
。
また PayPay では、誰でも参加でき楽しくお得に利用してもらえるキャンペーンを開催します。10

月は下記の（1）から（4）までのミッションを全て達成した方に、もれなく 500 円相当の PayPay ボ
ーナスを付与するキャンペーンを、10 月 1 日から 10 月 31 日までの間実施します（※4）
。
（1）PayPay 残高へのチャージ
（2）オンラインでの PayPay 決済
（3）実店舗での PayPay 決済
（4）PayPay 残高を送る機能の利用
なお、
「PayPay」の利用特典および抽選企画「PayPay チャンス」の内容について、10 月 1 日よ
り変更します。現在、支払方法に応じて最大 3％の PayPay ボーナスを付与している PayPay 利用
特典は、10 月 1 日より最大 1.5％へ変更します（※5）
。また、現在、20 回に 1 回の確率で最大 1,000
円相当の PayPay ボーナスが当たる抽選企画「PayPay チャンス」は、当選金額および当選確率を変
更し、25 回に 1 回の確率で最大 100 円相当、100 回に 1 回の確率で最大 1,000 円相当の PayPay ボ
ーナスが当たる企画として実施します（※6）
。
PayPayはこれからも、あらゆる小売店やサービス事業者、ユーザーにスマートフォン決済の利
便性を提供し、日本全国どこでもキャッシュレスで買い物ができる世界を目指していきます。
※1 還元事業の詳細は、こちら（外部サイト）をご覧ください。
※2 第2弾以降の「まちかどペイペイ」の内容は、決まり次第お知らせします。
※3 クレジットカードによる支払いはキャンペーンの対象外です（ヤフーカードを除く）。
※4 下記キャンペーンにおける決済は、本キャンペーンのミッション「
（3）実店舗でのPayPay決済」の対象外とな
ります。
・ホークス観戦はPayPayでバリ得！キャンペーン
・開店から14時までがおトク！スーパーマーケット ライフで10%戻ってくる！キャンペーン
・B.LEAGUEもペイペイペイ！最大20%戻ってくるキャンペーン
また、チャージ金額や決済金額には最低金額を設定する予定です。詳細は後日お知らせします。
※5 クレジットカードによる支払いは利用特典の対象外です（ヤフーカードを除く）
。詳細は下記の利用特典表を
ご参照ください。
※6 1カ月あたりの付与上限は10,000円相当です。2つの抽選の対象決済数を基にした合計当選確率は、20回に1回
です。クレジットカードによる支払い（ヤフーカードを除く）
、PayPayのオンライン決済を利用しているサービス
でのお支払い、およびPayPay請求書払いでのお支払いは、本キャンペーンの対象外です。

■「PayPay」利用特典
支払方法
PayPay残高
ヤフーカード
ヤフーカードを除くクレジットカード

9月30日までの付与率

10月1日からの付与率

3％（※1）

1.5％（※2）

0.5％（※1）

対象外

※1 1回あたりの付与上限は15,000円相当、1カ月あたりの付与合計上限は、特定サービス利用特典、請求書払い利
用特典との付与分と合算して30,000円相当。
※2 1回あたりの付与上限は7,500円相当（決済金額500,000円）
、1カ月あたりの付与合計上限は、特定サービス利用
特典、請求書払い利用特典との付与分と合算して15,000円相当（決済合計金額1,000,000円）
。

■新キャンペーン「まちかどペイペイ 第 1 弾」の詳細
1. キャンペーン期間：
2019年10月1日 午前0時 ～ 11月30日 午後11時59分
※当該期間中であっても、PayPay 加盟店の還元事業への登録完了後に
通知される有効日から本キャンペーンが適用開始となります。
※ 12 月 1 日以降のキャンペーン内容は、決まり次第お知らせします。

2. 対象店舗：
PayPayにおける還元事業の対象加盟店のうち、5％還元対象店舗
（
「PayPay」のロゴがある右のポスターが掲示されています）
※ 2％還元対象加盟店は本キャンペーンの対象外です。

3. キャンペーン内容：
キャンペーン期間中に、対象店舗における対象取引（※1）について、
「PayPay」をご利用（※2）
いただいた方に対し、還元事業による 5％の還元に加えて、PayPay が利用特典の 1.5％の PayPay
ボーナスおよび本キャンペーンによる 3.5％の PayPay ボーナスを加算し、合計最大 10％を付与し
ます。
※1 還元事業で対象外取引として定められている取引は、キャンペーン対象外です。
※2 クレジットカードによる支払いは、キャンペーンの対象外です（ヤフーカードを除く）
。

（参考）還元事業および「まちかどペイペイ 第1弾」、PayPay利用特典の付与率一覧表
還元事業対象店舗での付与率（10月1日～11月30日）
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※ 還元事業の 2％または 5％の還元上限は、決済 1 回あたりかつ 1 カ月あたり 25,000 円相当です。また、還元事
業の実施期間は、2019 年 10 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日までです。

4. 付与上限：
（1）還元事業による還元
・1 回あたりの付与上限：25,000 円相当（決済金額 500,000 円）
・1 カ月あたりの付与合計上限：25,000 円相当（決済金額 500,000 円）
（2）「まちかどペイペイ 第 1 弾」による計 5％の付与（PayPay 利用特典を含む）
・1 回あたりの付与上限：1,000 円相当（決済金額 20,000 円）（※）
・1 カ月あたりの付与上限：25,000 円相当（決済金額 500,000 円）
※ 1 回あたりの決済金額が 20,000 円を超える部分には、還元事業による 5％の還元のみが適用されます。

（参考）PayPay 残高またはヤフーカードで決済した場合の PayPay ボーナス付与（還元）例
1 回あたりの
決済金額
5,000 円
20,000 円
30,000 円
500,000 円

還元事業よる還元

「まちかどペイペイ 第 1 弾」

付与（還元）

と PayPay 利用特典による付与

合計

250 円相当

250 円相当

（5,000 円の 5%）

（5,000 円の 5%）

1,000 円相当

1,000 円相当

（20,000 円の 5%）

（20,000 円の 5%）

1,500 円相当

1,000 円相当

（30,000 円の 5%）

（1 回あたりの付与上限）

25,000 円相当

7,500 円相当（※）

（500,000 円の 5％）

（500,000 円の 1.5％）

500 円相当
2,000 円相当
2,500 円相当
32,500 円相当

【2019 年 9 月 11 日 追記】
※ 「まちかどペイペイ第 1 弾」の付与額を 1.5％の PayPay 利用特典が上回るため、PayPay 利用特典のみが付与さ
れます。（PayPay 利用特典の 1 カ月あたりの付与合計上限の残額が、1,001 円相当以上の場合）

5. 付与時期：
決済日の翌月20日前後

■「PayPay」の主な特長
事前にチャージした電子マネー（PayPay 残高）、またはクレジットカードからユーザーが決済手
段を選択でき、PayPay 加盟店やオンラインサービスでのお支払いにご利用いただけます。PayPay
残高へのチャージは、銀行口座などからのオンラインでのチャージに加え、お近くのセブン銀行
ATM でも可能です。また、ユーザー間で PayPay 残高（PayPay マネーライト）を「送る・受け取
る」機能や、グループでのお食事に便利な「わりかん」機能など、さまざまな機能を提供してい
ます。

■PayPayアプリは、こちら（App Store、Google Play ™）でインストールすることができます。
※ 対応環境: iOS 11.0以上、Android 5.0以上

■関連画像はこちらでダウンロードできます。

※ 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved.
※ Google Play は、Google LLCの商標または登録商標です。
※ その他、このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の商標または登
録商標です。

