第 2 弾 100 億円キャンペーン規約新旧対照表
新

旧

PayPay 決済利用毎に最大 20％戻ってくるキャンペーン

PayPay 決済利用毎に最大 20％戻ってくるキャンペーン

■概要

■概要

・キャンペーン期間中、PayPay 加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済をご利用い

・キャンペーン期間中、PayPay 加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済をご利用い

ただいた方に対し、お支払い方法に応じて、それぞれ、下記①～③いずれかのとおり、PayPay

ただいた方に対し、お支払い方法に応じて、それぞれ、下記①～③いずれかのとおり、PayPay

ボーナスを付与します（ただし、お一人様につき「1 回の支払いにおける付与上限」と、
「キャ

ボーナスを付与します（ただし、お一人様につき「1 回の支払いにおける付与上限」と、
「キャ

ンペーン期間中の付与合計上限」があります。詳しくは「景品詳細」をご確認下さい。
）
。

ンペーン期間中の付与合計上限」があります。詳しくは「景品詳細」をご確認下さい。
）
。

①

①「PayPay 残高」または「Yahoo!マネー」によるお支払い

「PayPay 残高」または「Yahoo!マネー」によるお支払い

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利用

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

金額の 17%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 20％相当の

用金額の 19.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 20％相

PayPay ボーナスを付与します。

当の PayPay ボーナスを付与します。

②

④

「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い

「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利用

→PayPay 通常特典とともに、決済利用金額の 18.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計

金額の 16%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 19％相当の

で、PayPay 決済利用金額の 19％相当の PayPay ボーナスを付与します。

PayPay ボーナスを付与します。
③

「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い

⑤

「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

→PayPay 通常特典とともに、決済利用金額の 9.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計

用金額の 9.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 10％相当

で、PayPay 決済利用金額の 10％相当の PayPay ボーナスを付与します。

の PayPay ボーナスを付与します。

■景品詳細

■景品詳細

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンにより合計 50,000 円相当の PayPay ボーナス

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンにより合計 50,000 円相当の PayPay ボーナス

の付与を受ける権利を得た方に対しては、その後 PayPay 決済でお支払いいただいた分につい

の付与を受ける権利を得た方に対しては、その後 PayPay 決済でお支払いいただいた分につい

てはお支払い方法ごとに以下に記載する PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常

ては 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、20％相当付与の

特典）
、20％相当付与の対象とはなりませんのでご注意ください。

対象とはなりませんのでご注意ください。

―「PayPay 残高」
、
「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い：3%
相当
―「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い：0.5%相当
・PayPay 決済でお支払いいただいた場合に仮に本キャンペーンを適用すると PayPay ボーナス

・PayPay 決済でお支払いいただいた場合に仮に本キャンペーンを適用すると PayPay ボーナス

1

の付与額が合計 50,000 円相当を超えるときには、本キャンペーンは適用致しません。その場合

の付与額が合計 50,000 円相当を超えるときには、本キャンペーンは適用致しません。その場合

は、お支払い方法ごとに上記の PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、

は、0.5%相当の PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、20％相当付与の

20％相当付与の対象とはなりませんのでご注意ください。

対象とはなりませんのでご注意ください。

以上
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ホークス観戦は PayPay でバリ得！キャンペーン規約新旧対照表
新

旧

ヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に最大 10％戻ってくる

ヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に最大 10％戻ってくる

■概要

■概要

・キャンペーン期間中、福岡ヤフオク!ドーム（以下「ヤフオクドーム」といいます）内の PayPay

・キャンペーン期間中、福岡ヤフオク!ドーム（以下「ヤフオクドーム」といいます）内の PayPay

加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済をご利用いただいた方に対し、お支払い方

加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済をご利用いただいた方に対し、お支払い方

法に応じて、それぞれ、下記①②いずれかのとおり、PayPay ボーナスを付与します（ただし、 法に応じて、それぞれ、下記①②いずれかのとおり、PayPay ボーナスを付与します（ただし、
お一人様につき「1 回の支払いにおける付与上限」と、
「月間付与合計上限」があります。詳し

お一人様につき「1 回の支払いにおける付与上限」と、
「月間付与合計上限」があります。詳し

くは「景品詳細」をご確認下さい。
）
。

くは「景品詳細」をご確認下さい。
）
。

「PayPay 残高」または「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い

「PayPay 残高」または「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い

→ PayPay 通常特典（決済利用金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利用

→ PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

金額の 7%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 10％相当の

用金額の 9.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 10％相当

PayPay ボーナスを付与します。

の PayPay ボーナスを付与します。

「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い

「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い

→ PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

→ PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

用金額の 4.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 5％相当

用金額の 4.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 5％相当

の PayPay ボーナスを付与します。

の PayPay ボーナスを付与します。

■景品詳細

■景品詳細

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンと「ソフトバンク/Y!mobile ユーザーならヤフ

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンと「ソフトバンク/Y!mobile ユーザーならヤフ

オクドームで PayPay 決済利用毎に最大 20%戻ってくる」キャンペーンによる「月間付与合計

オクドームで PayPay 決済利用毎に最大 20%戻ってくる」キャンペーンによる「月間付与合計

上限」である 10,000 円相当の PayPay ボーナスの付与を受ける権利を得た方に対しては、その

上限」である 10,000 円相当の PayPay ボーナスの付与を受ける権利を得た方に対しては、その

後同月内に PayPay 決済でお支払いいただいた分については本キャンペーン以外のキャンペー

後同月内に PayPay 決済でお支払いいただいた分については本キャンペーン以外のキャンペー

ンでの PayPay ボーナス付与、またはお支払い方法ごとに以下に記載する PayPay ボーナスを

ンでの PayPay ボーナス付与、または 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与するのみであり

付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、当該キャンペーンの対象とはなりません。ただし、

（PayPay 通常特典）
、当該キャンペーンの対象とはなりません。ただし、その翌月には、別途、

その翌月には、
別途、10,000 円相当を上限とした、
本キャンペーンおよび「ソフトバンク/Y!mobile

10,000 円相当を上限とした、本キャンペーンおよび「ソフトバンク/Y!mobile ユーザーならヤフ

ユーザーならヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に最大 20%戻ってくる」キャンペーンによ

オクドームで PayPay 決済利用毎に最大 20%戻ってくる」キャンペーンによる PayPay ボーナ

る PayPay ボーナス付与の対象となります。

ス付与の対象となります。

1

―「PayPay 残高」
、
「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い：3%
相当
―「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い：0.5%相当

■対象の支払方法

■対象の支払方法

・お支払い方法は、
「PayPay 残高」
、
「Yahoo!マネー」および「クレジットカード」
（
「Yahoo! JAPAN

・お支払い方法は、
「PayPay 残高」
、
「Yahoo!マネー」および「クレジットカード」
（
「Yahoo! JAPAN

カード」およびそれ以外のクレジットカード）があります。

カード」およびそれ以外のクレジットカード）があります。

全ての支払い方法が本キャンペーンの対象となりますが、
「概要」記載のとおり、
「Yahoo! JAPAN

全ての支払い方法が本キャンペーンの対象となりますが、
「概要」記載のとおり、
「Yahoo! JAPAN

カード」を選択する場合と同カード以外のクレジットカードを選択した場合とでは、PayPay ボ

カード」を選択する場合と同カード以外のクレジットカードを選択した場合とでは、PayPay ボ

ーナス付与率が異なります。

ーナス付与率が異なります。

※PayPay のオンライン決済サービスにてお支払いされた場合は、決済利用金額の 3％相当の

※PayPay のオンライン決済サービスにてお支払いされた場合は、決済利用金額の 0.5％相当の

PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、本キャンペーンの対象とはなり

PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、本キャンペーンの対象とはなり

ませんのでご注意ください。

ませんのでご注意ください。

【SoftBank との共同企画】

【SoftBank との共同企画】

ソフトバンク/Y!mobile ユーザーならヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に最大 20%戻って

ソフトバンク/Y!mobile ユーザーならヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に最大 20%戻って

くる

くる

■景品詳細

■景品詳細

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンと「ヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンと「ヤフオクドームで PayPay 決済利用毎に

最大 10%戻ってくる」キャンペーンによる「月間付与合計上限」である合計 10,000 円相当の

最大 10%戻ってくる」キャンペーンによる「月間付与合計上限」である合計 10,000 円相当の

PayPay ボーナスの付与を受ける権利を得た方に対しては、その後同月内に PayPay 決済でお支

PayPay ボーナスの付与を受ける権利を得た方に対しては、その後同月内に PayPay 決済でお支

払いいただいた分については当該キャンペーン以外のキャンペーンでの PayPay ボーナス付与、 払いいただいた分については当該キャンペーン以外のキャンペーンでの PayPay ボーナス付与、
またはお支払い方法ごとに以下に記載する PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通

または 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、当該キャンペ

常特典）
、当該キャンペーンの対象とはなりません。ただし、その翌月には、別途、10,000 円相

ーンの対象とはなりません。ただし、その翌月には、別途、10,000 円相当を上限とした、当該

当を上限とした、当該キャンペーンによる PayPay ボーナス付与の対象となります。

キャンペーンによる PayPay ボーナス付与の対象となります。

―「PayPay 残高」
、
「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い：3%
相当
―「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い：0.5%相当

以上

2

イオンで PayPay はじまるキャンペーン規約新旧対照表
新

旧

■概要

■概要

・キャンペーン期間中、関東・山梨県の 32 店舗のイオンのうち、次に掲載するマークが付され

・キャンペーン期間中、関東・山梨県の 32 店舗のイオンのうち、次に掲載するマークが付され

た対象レジにて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済をご利用いただいた方に対し、お支払

た対象レジにて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済をご利用いただいた方に対し、お支払

い方法に応じて、それぞれ、以下の①②③いずれかのとおり、PayPay ボーナスを付与します（た

い方法に応じて、それぞれ、以下の①②いずれかのとおり、PayPay ボーナスを付与します（た

だし、お一人様につき「1 回の支払いにおける付与上限」と、
「キャンペーン期間中の付与合計

だし、お一人様につき「1 回の支払いにおける付与上限」と、
「キャンペーン期間中の付与合計

上限」があります。詳しくは「景品詳細」をご確認下さい。
）。

上限」があります。詳しくは「景品詳細」をご確認下さい。
）。

1．
「PayPay 残高」または「Yahoo!マネー」によるお支払い

1． 「PayPay 残高」または「Yahoo!マネー」によるお支払い

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利用

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

金額の 17%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 20％相当の

用金額の 19.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 20％相

PayPay ボーナスを付与します。

当の PayPay ボーナスを付与します。

2．
「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い
→PayPay 通常特典（決済利用金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利用
金額の 7%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 10％相当の
PayPay ボーナスを付与します。

1

3．
「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い

2．クレジットカードによるお支払い

→PayPay 通常特典（決済利用金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与）とともに、決済利

→PayPay 通常特典とともに、決済利用金額の 9.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計

用金額の 9.5%相当の PayPay ボーナスをプラスし、合計で、PayPay 決済利用金額の 10％相当

で、PayPay 決済利用金額の 10％相当の PayPay ボーナスを付与します。

の PayPay ボーナスを付与します。

■景品詳細

■景品詳細

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンにより合計 20,000 円相当の PayPay ボーナス

・本キャンペーンの対象期間中、本キャンペーンにより合計 20,000 円相当の PayPay ボーナス

の付与を受ける権利を得た方に対しては、その後本キャンペーン期間内に PayPay 決済でお支

の付与を受ける権利を得た方に対しては、その後本キャンペーン期間内に PayPay 決済でお支

払いいただいた分については、本キャンペーン以外のキャンペーンでの PayPay ボーナス付与、 払いいただいた分については、本キャンペーン以外のキャンペーンでの PayPay ボーナス付与、
またはお支払い方法ごとに以下に記載する PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通

または 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与するのみであり（PayPay 通常特典）
、本キャンペー

常特典）
、本キャンペーンの対象とはなりません。

ンの対象とはなりません。

―「PayPay 残高」
、
「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN カード」によるお支払い：3%
相当
―「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い：0.5%相当

以上
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