利用特典規約新旧対照表
新

旧

PayPay でのお支払いで最大 3％付与（PayPay 利用特典）

PayPay でのお支払いで最大 3％付与（PayPay 利用特典）

※本企画は期間を定めたキャンペーンではありません

※本企画は期間を定めたキャンペーンではありません

■対象のお客様

■対象のお客様

PayPay 加盟店において PayPay 決済（※）でお支払いされた方。

PayPay 加盟店において PayPay 決済（※）でお支払いされた方。

※Alipay（支付宝）アプリを利用して PayPay の QR コードを読み込み決済した場合は、特典付

※Alipay（支付宝）アプリを利用して PayPay の QR コードを読み込み決済した場合は、特典付

与の対象外です。

与の対象外です。

※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、本特典の対象外です。ただし、 ※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、本特典の対象外です。ただし、
Yahaoo!ショッピング、ヤフオク!など、Yahoo!JAPAN が運営するサービスにてお支払いされた

Yahaoo!ショッピング、ヤフオク!など、Yahoo!JAPAN が運営するサービスにてお支払いされた

場合には別の特典（「PayPay 残高払いで 1%付与（特定サービス利用特典）
」
）が適用されるこ

場合には別の特典（「PayPay 残高払いで 1%付与（特定サービス利用特典）
」
）が適用されるこ

とがあります。詳しくはこちら。

とがあります。詳しくはこちら。

また、PayPay 請求書払いサービスにてお支払いされた場合は、本特典の対象外です。この場合、
「PayPay 残高払いで 0.5％付与（請求書払い利用特典）
」が適用されます。詳しくはこちら。

■特典詳細

■特典詳細

PayPay 決済でお支払いの場合、お支払い方法に応じて、それぞれ、次の①②いずれかのとおり、 PayPay 決済でお支払いの場合、お支払い方法に応じて、それぞれ、次の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、以下の付与上限があります。 PayPay ボーナス（※）を付与します。ただし、お一人様につき、以下の付与上限があります。
付与の際に小数点以下は切り捨てとなります。

付与時期は原則として当該決済の翌月 20 日前後です。

付与時期は原則として当該決済の翌月 20 日前後です。

①

①

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

「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

支払い

→ 決済金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与します。

→ 決済金額の 3%相当の PayPay ボーナスを付与します。

②

②

「Yahoo! JAPAN カード」以外のクレジットカードによるお支払い

→ 決済金額の 0.5%相当の 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

→ 決済金額の 0.5%相当の PayPay ボーナスを付与します。
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≪付与上限≫

≪付与上限≫

-「1 回のお支払いにおける付与上限」
：15,000 円相当

-「1 回のお支払いにおける付与上限」
：15,000 円相当

-「1 か月の付与合計上限」
：特定サービス利用特典及び請求書払い利用特典の付与分と合算して

-「1 か月の付与合計上限」
：特定サービス利用特典の付与分と合算して 30,000 円相当

30,000 円相当

※PayPay ボーナスについての詳細

※PayPay ボーナスについての詳細

■注意事項

■注意事項

（1）特典の適用について

（1）特典の適用について

・PayPay 残高でお支払いいただいた際に、仮に本特典を適用すると、本特典、特定サービス利

・PayPay 残高でお支払いいただいた際に、仮に本特典を適用すると、本特典及び特定サービス

用特典及び請求書払い利用特典による「１か月の付与合計」が合算して 30,000 円相当を超える

利用特典による「１か月の付与合計」が合算して 30,000 円相当を超えるときには、本特典は適

ときには、当該付与合計が 30,000 円相当となるよう付与いたします（1 か月当たりの付与合計

用致しません。

額 30,000 円を超えることはございません）
。
・PayPay 決済でお支払いいただいた方に対し付与する PayPay ボーナス金額は、PayPay 利用

・PayPay 決済でお支払いいただいた方に対し付与する PayPay ボーナス金額は、PayPay 利用

特典に加え、同時開催中キャンペーンのうち、付与する PayPay ボーナス額が最大となるよう

特典に加え、同時開催中キャンペーンのうち、付与する PayPay ボーナス額が最大となるよう

自動的に割り当てがなされます。

自動的に割り当てがなされます。

・PayPay ボーナスの付与上限に関し、当月受領された PayPay ボーナス付与額および当月にお

・PayPay ボーナスの付与上限に関し、当月受領された PayPay ボーナス付与額および当月にお

いて残り何円相当の PayPay ボーナスを受領できるかを表示するサービスはございません。お

いて残り何円相当の PayPay ボーナスを受領できるかを表示するサービスはございません。お

客様にて管理ください。

客様にて管理ください。

・特典内容および適用条件を予告なく変更する場合や、中止する場合があります。

・特典内容および適用条件を予告なく変更する場合や、中止する場合があります。

・Yahoo! JAPAN アプリ内の PayPay 支払機能を利用した場合も特典付与対象となります。

・Yahoo! JAPAN アプリ内の PayPay 支払機能を利用した場合も特典付与対象となります。

・対象となるお支払いをキャンセル・返品された場合、付与した PayPay ボーナス相当額を当

・対象となるお支払いをキャンセル・返品された場合、付与した PayPay ボーナス相当額を当

社所定の方法により請求いたします。

社所定の方法により請求いたします。

（2）禁止事項等について

（2）禁止事項等について

・以下の場合は本特典の適用対象外とします。

・以下の場合は本特典の適用対象外とします。

–特典の取得に関し、一定期間の取引・キャンセル等の状況により不正行為が行われたと

–特典の取得に関し、一定期間の取引・キャンセル等の状況により不正行為が行われたと

PayPay 株式会社が判断した場合。

PayPay 株式会社が判断した場合。

–特典が付与される前に特典対象の PayPay アカウントを停止または解除した場合。

–特典が付与される前に特典対象の PayPay アカウントを停止または解除した場合。

–PayPay 残高利用規約その他 PayPay 株式会社の利用規約に違反する行為があった場合、ま

–PayPay ライト利用規約その他 PayPay 株式会社の利用規約に違反する行為があった場合、

2

たはそのおそれがあると同社が判断した場合。

またはそのおそれがあると同社が判断した場合。

–お一人様が複数の PayPay アカウントを利用した場合。

–お一人様が複数の PayPay アカウントを利用した場合。

–通常 1 回の決済にて支払うべき商品等代金を、複数回に分割する決済により特典付与を受け

–通常 1 回の決済にて支払うべき商品等代金を、複数回に分割する決済により特典付与を受け

た場合。

た場合。

・一定期間の取引・キャンセル等の状況により PayPay 株式会社が不正のおそれがあると判断

・一定期間の取引・キャンセル等の状況により PayPay 株式会社が不正のおそれがあると判断

した場合、PayPay のご利用を停止させて頂く場合があります。

した場合、PayPay のご利用を停止させて頂く場合があります。

・PayPay 決済の対象となった加盟店との契約について取消し、無効主張または解除（合意解除

・PayPay 決済の対象となった加盟店との契約について取消し、無効主張または解除（合意解除

を含みます。以下全体を通じて同じです。
）した場合、理由の如何に関わらず、また返金の如何

を含みます。以下全体を通じて同じです。
）した場合、理由の如何に関わらず、また返金の如何

に関わらず、
「月間付与合計上限」は、当該取消し等をした時点から将来に向かってのみ減額さ

に関わらず、
「月間付与合計上限」は、当該取消し等をした時点から将来に向かってのみ減額さ

れます。そのため、当該「月間付与合計上限」が 30,000 円相当に到達して以降に取消し等を行

れます。そのため、当該「月間付与合計上限」が 30,000 円相当に到達して以降に取消し等を行

った方が、当該取消し等の前に、PayPay 決済をしていた場合であっても、当該取消し等によっ

った方が、当該取消し等の前に、PayPay 決済をしていた場合であっても、当該取消し等によっ

て取消し等の前に行った決済が本特典の対象となることはありません。

て取消し等の前に行った決済が本特典の対象となることはありません。

・加盟店による自己取引の可能性があると弊社が判断した場合、PayPay ボーナスの付与に際し

・加盟店による自己取引の可能性があると弊社が判断した場合、PayPay ボーナスの付与に際し

対象のレシートまたは領収書を確認させていただくことがあります。加盟店自身が PayPay 決

対象のレシートまたは領収書を確認させていただくことがあります。加盟店自身が PayPay 決

済を利用される時には、必ず、PayPay ボーナスの付与がなされるまで、レシートまたは領収書

済を利用される時には、必ず、PayPay ボーナスの付与がなされるまで、レシートまたは領収書

を保管してください。

を保管してください。

以上
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PayPay チャンス規約新旧対照表
新

旧

企画名称

企画名称

〔毎月開催〕PayPay チャンス

〔毎月開催〕PayPay チャンス

期間

期間

毎月開催（2019 年６月 1 日（土）開始、毎月 1 日から末日まで）

毎月開催（2019 年６月 1 日（土）開始、毎月 1 日から末日まで）

概要

概要

・PayPay 加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済でお支払いいただいた際に、抽選

・PayPay 加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済でお支払いいただいた際に、抽選

を実施します。抽選の結果、20 回に 1 回の確率にて当選します。

を実施します。抽選の結果、20 回に 1 回の確率にて当選します。

・当選者には、抽選対象決済でのお支払い後、原則として当該決済の翌月 20 日前後に、PayPay

・当選者には、抽選対象決済でのお支払い後、原則として当該決済の翌月 20 日前後に、PayPay

決済利用金額の「100％相当の PayPay ボーナス」
（最大 1,000 円相当）を付与します。ただし、 決済利用金額の「100％相当の PayPay ボーナス」
（最大 1,000 円相当）を付与します。ただし、
お客様のご利用状況やシステム上の都合等により、付与時期が遅くなる場合があります。

お客様のご利用状況やシステム上の都合等により、付与時期が遅くなる場合があります。

・「100%相当の PayPay ボーナス」
（最大 1,000 円相当）には、PayPay 利用特典による付与分

・「100%相当の PayPay ボーナス」
（最大 1,000 円相当）には、PayPay 利用特典による付与分

が含まれます。

が含まれます。

景品詳細

景品詳細

・本企画における「100%相当の PayPay ボーナス」の付与上限には、お一人様につき「1 回の

・本企画における「100%相当の PayPay ボーナス」の付与上限には、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。
「1 回あたりの支払における付

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。
「1 回あたりの支払における付

与上限」は 1,000 円相当、
「月間付与合計上限」は 30,000 円相当です。

与上限」は 1,000 円相当、
「月間付与合計上限」は 30,000 円相当です。

・本企画と PayPay 利用特典の双方が適用される場合でも、お一人様につき 1 回のお支払いに

・本企画と PayPay 利用特典の双方が適用される場合でも、お一人様につき 1 回のお支払いに

伴い付与される PayPay ボーナスは、最大 1,000 円相当です。

伴い付与される PayPay ボーナスは、最大 1,000 円相当です。

・対象のお支払い方法にて PayPay 決済でお支払いいただいた際に、仮に本企画を適用して当

・対象のお支払い方法にて PayPay 決済でお支払いいただいた際に、仮に本企画を適用して当

選すると、本企画による PayPay ボーナスの付与額が 30,000 円相当を超えるときには、本企画

選すると、本企画による PayPay ボーナスの付与額が 30,000 円相当を超えるときには、本企画

は適用致しません。

は適用致しません。

景品の付与時期と抽選結果の確認方法

景品の付与時期と抽選結果の確認方法

・当選者には、PayPay 決済でのお支払い後、原則として当該決済の翌月 20 日前後に PayPay

・当選者には、PayPay 決済でのお支払い後、原則として当該決済の翌月 20 日前後に PayPay

ボーナスを付与いたします。ただし、お客様のご利用状況やシステム上の都合等により付与時

ボーナスを付与いたします。ただし、お客様のご利用状況やシステム上の都合等により付与時

1

期が遅くなる場合があります。

期が遅くなる場合があります。

・抽選結果は、お支払い完了画面に示します。

・抽選結果は、お支払い完了画面に示します。

対象の支払方法

対象の支払方法

・本企画の対象のお支払い方法は、「PayPay 残高」、「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN

・本企画の対象のお支払い方法は、「PayPay 残高」、「Yahoo!マネー」または「Yahoo! JAPAN

カード」です。

カード」です。

※PayPay のオンライン決済サービスにてお支払いされた場合及び PayPay 請求書支払いサービ

※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、本企画の対象外です。

スでお支払いされた場合は、本企画の対象外です。
※Alipay（支付宝）アプリを利用して PayPay の QR コードを読み込み決済した場合は、本企画

※Alipay（支付宝）アプリを利用して PayPay の QR コードを読み込み決済した場合は、本企画

の対象外となりますので、ご注意ください。

の対象外となりますので、ご注意ください。

対象のお客様

対象のお客様

・PayPay 加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済でお支払いした方。

・PayPay 加盟店にて、対象のお支払い方法にて PayPay 決済でお支払いした方。

対象店舗

対象店舗

・全ての PayPay 加盟店

・全ての PayPay 加盟店

注意事項

注意事項

（1）本企画の適用について

（1）本企画の適用について

・PayPay 決済でお支払いいただいた方に対し付与する PayPay ボーナス金額は、PayPay 利用

・PayPay 決済でお支払いいただいた方に対し付与する PayPay ボーナス金額は、PayPay 利用

特典及び同時開催中キャンペーンとの関係で、付与する PayPay ボーナス額が最大となるよう

特典及び同時開催中キャンペーンとの関係で、付与する PayPay ボーナス額が最大となるよう

自動的に割り当てがなされます。

自動的に割り当てがなされます。

・PayPay ボーナスの付与上限に関し、当月受領された PayPay ボーナス付与額および当月にお

・PayPay ボーナスの付与上限に関し、当月受領された PayPay ボーナス付与額および当月にお

いて残り何円相当の PayPay ボーナスを受領できるかを表示するサービスはございません。お

いて残り何円相当の PayPay ボーナスを受領できるかを表示するサービスはございません。お

客様にて管理ください。

客様にて管理ください。

・本企画は、期間を変更して早期に終了することがあります。その場合は本サイト内およびア

・本企画は、期間を変更して早期に終了することがあります。その場合は本サイト内およびア

プリ内にて事前告知をいたします。

プリ内にて事前告知をいたします。

・企画内容および適用条件、本企画を予告なく変更する場合や、中止する場合があります。

・企画内容および適用条件、本企画を予告なく変更する場合や、中止する場合があります。

・Yahoo! JAPAN アプリ内の PayPay 支払機能を利用した場合も本企画対象となります。

・Yahoo! JAPAN アプリ内の PayPay 支払機能を利用した場合も本企画対象となります。
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（2）禁止事項等について

（2）禁止事項等について

・以下の場合は本企画の適用対象外とします。

・以下の場合は本企画の適用対象外とします。

–景品の取得に関し、一定期間の取引・キャンセル等の状況により不正行為が行われたと

–景品の取得に関し、一定期間の取引・キャンセル等の状況により不正行為が行われたと

PayPay 株式会社が判断した場合。

PayPay 株式会社が判断した場合。

–景品が加算される前に景品対象の PayPay アカウントを停止または解除した場合。

–景品が加算される前に景品対象の PayPay アカウントを停止または解除した場合。

–PayPay 残高利用規約その他 PayPay 株式会社の利用規約に違反する行為があった場合、

–PayPay ライト利用規約その他 PayPay 株式会社の利用規約に違反する行為があった場合、

またはそのおそれがあると同社が判断した場合。

またはそのおそれがあると同社が判断した場合。

–お一人様が複数の PayPay アカウントを利用した場合。

–お一人様が複数の PayPay アカウントを利用した場合。

–通常 1 回の決済にて支払うべき商品等代金を、複数回に分割して決済することにより景品付

–通常 1 回の決済にて支払うべき商品等代金を、複数回に分割して決済することにより景品付

与を受けた場合。

与を受けた場合。

・一定期間の取引・キャンセル等の状況により PayPay 株式会社が不正のおそれがあると判断

・一定期間の取引・キャンセル等の状況により PayPay 株式会社が不正のおそれがあると判断

した場合、PayPay のご利用を停止させて頂く場合があります。

した場合、PayPay のご利用を停止させて頂く場合があります。

・PayPay 決済の対象となった加盟店との契約について取消し、無効主張または解除（合意解除

・PayPay 決済の対象となった加盟店との契約について取消し、無効主張または解除（合意解除

を含みます。以下全体を通じて同じです。
）した場合、理由の如何に関わらず、また返金の如何

を含みます。以下全体を通じて同じです。
）した場合、理由の如何に関わらず、また返金の如何

に関わらず、当該「月間付与合計上限」は、当該取消し等をした時点から将来に向かってのみ

に関わらず、当該「月間付与合計上限」は、当該取消し等をした時点から将来に向かってのみ

減額されます。そのため、当該「月間付与合計上限」が 30,000 円相当に到達して以降に取消し

減額されます。そのため、当該「月間付与合計上限」が 30,000 円相当に到達して以降に取消し

等を行った方が、当該取消し等の前に、PayPay 決済をしていた場合であっても、当該取消し等

等を行った方が、当該取消し等の前に、PayPay 決済をしていた場合であっても、当該取消し等

によって取消等の前に行った決済が本企画の対象となることはありません（改めて抽選の対象

によって取消等の前に行った決済が本企画の対象となることはありません（改めて抽選の対象

となることはありません）
。

となることはありません）
。

・加盟店による自己取引の可能性があると弊社が判断した場合、PayPay ボーナスの付与に際し

・加盟店による自己取引の可能性があると弊社が判断した場合、PayPay ボーナスの付与に際し

対象のレシートまたは領収書を確認させていただくことがあります。加盟店自身が PayPay 決

対象のレシートまたは領収書を確認させていただくことがあります。加盟店自身が PayPay 決

済を利用する時には、必ず、PayPay ボーナスの付与がなされるまで、レシートまたは領収書の

済を利用する時には、必ず、PayPay ボーナスの付与がなされるまで、レシートまたは領収書の

控えを保管してください。

控えを保管してください。

以上
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