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利用特典規約新旧対照表 

新 旧 

PayPay 支払い特典詳細   

※本企画は期間を定めたキャンペーンではありません 

 

■対象となる決済 

(1) ①PayPay 加盟店（実店舗〔一部対象外あり〕）における、PayPay 残高払い、PayPay あと

払い（一括のみ） または Yahoo! JAPAN カードでのお支払い 

 一部の加盟店では、本特典の対象外となります。詳細につきましては、こちら をご確認く

ださい。  

 対象店舗での、事前注文サービス「PayPay ピックアップ」を利用した商品等の代金のお

支払いも対象となります。「PayPay ピックアップ」は PayPay 残高でのみお支払いが可能

です。 

(2) 以下の②か③のいずれか における、PayPay 残高でのお支払い  

②PayPay のオンライン加盟店 

 

 

 

 

 

 

③PayPay 請求書払いサービス（PayPay アプリを利用して対象支払い先の料金収納請求書に印

刷されたバーコードを読みとり、PayPay 残高でお支払いいただくサービス） 

 

 ソフトバンク/ワイモバイル/LINEMO の携帯電話料金のお支払いは、本特典の対象外です。 

 

■特典詳細 

・お客様の「カウント期間」における決済回数及び決済金額に応じて、「特典適用期間」での前

記「対象となる決済」に該当するお支払いについて、以下のとおり PayPay ボーナス（※1）を

付与します。 

PayPay 支払い特典詳細  

※本企画は期間を定めたキャンペーンではありません 

 

■対象となる決済 

(1) ①PayPay 加盟店（実店舗〔一部対象外あり〕）における、PayPay 残高払い、PayPay あと

払い（一括のみ）または Yahoo! JAPAN カードでのお支払い 

・ 一部の加盟店では、本特典の対象外となります。詳細につきましては、こちらをご確認く

ださい。  

・ 対象店舗での、事前注文サービス「PayPay ピックアップ」を利用した商品等の代金のお支

払いも対象となります。「PayPay ピックアップ」は PayPay 残高でのみお支払いが可能で

す。 

(2) 以下の②から④までのいずれかにおける、PayPay 残高でのお支払い  

②PayPay のオンライン加盟店 

③Yahoo!ショッピング、ヤフオク!など、Yahoo!JAPAN が運営するサービスのうち対象となる

以下のサービス 

Yahoo!ショッピング、ヤフオク!、LOHACO by ASKUL、Yahoo!占い、Yahoo!ニュース、

ebookjapan、Yahoo!ゲーム、Yahoo!トラベル、PayPay フリマ、PayPay モール、GYAO!ストア、

PassMarket 

（2021/7/1 時点のものであり、対象サービスは今後拡大予定です。） 

④PayPay 請求書払いサービス（PayPay アプリを利用して対象支払い先の料金収納請求書に印

刷されたバーコードを読みとり、PayPay 残高でお支払いいただくサービス） 

 

 ソフトバンク/ワイモバイルの携帯電話料金のお支払いは、本特典の対象外です。 

 

■特典詳細 

・お客様の「カウント期間」における決済回数及び決済金額に応じて、「特典適用期間」での前

記「対象となる決済」に該当するお支払いについて、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のとおり PayPay ボーナ

ス（※1）を付与します。 
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・当該決済回数及び決済金額は、前記①について PayPay 残高払い、PayPay あと払い（一括の

み）または PayPay アプリを介した Yahoo! JAPAN カードでのお支払い時に、前記②から③に

ついては PayPay 残高でのお支払い時にカウントします（PayPay ピックアップの利用による商

品等の注文契約の成立時または前記②における商品等の注文時において仮決済が行われる場合

は取扱いが異なります。詳しくは※2 をご確認下さい）。 

・カウント期間及び特典適用期間は以下のとおりです。 

カウント期間：毎月 1 日 0:00～同月末日 23:59 

特典適用期間：カウント期間の翌月 1 日 12:00～カウント期間の翌々月 1 日 11:59 

・お 1 人様につき、以下≪付与上限≫記載のとおり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。 

 

 

 

 カウント期間の 300円以上の決済回数（※3） 

0～29回 30回以上 

カウント

期間の 

決済金額 

5万円未満 0.5％（基本付与分） 0.5％（基本付与分） 

5万円以上 0.5％（基本付与分） 1%（基本付与分＋0.5％） 

 

 

 

 

 

 

 

≪付与上限（※4）≫ 

-「1 回のお支払いにおける付与上限」：7,500 円相当 

-「適用期間の付与合計上限」： 15,000 円相当 

 

・付与時期は、原則として当該決済の翌日から起算して 30 日後です（※5）。 

・当該決済回数及び決済金額は、前記①について PayPay 残高払い、PayPay あと払い（一括の

み）または PayPay アプリを介した Yahoo! JAPAN カードでのお支払い時に、前記②から④に

ついては PayPay 残高でのお支払い時にカウントします（PayPay ピックアップの利用による商

品等の注文契約の成立時または前記②や③における商品等の注文時において仮決済が行われる

場合は取扱いが異なります。詳しくは※2 をご確認下さい）。 

・カウント期間及び特典適用期間は以下のとおりです。 

カウント期間：毎月 1 日 0:00～同月末日 23:59 

特典適用期間：カウント期間の翌月 1 日 12:00～カウント期間の翌々月 1 日 11:59 

・お 1 人様につき、以下≪付与上限≫記載のとおり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。 

（ⅰ）①PayPay 加盟店（実店舗）、②PayPay のオンライン加盟店、④PayPay 請求書払いサー

ビスでのお支払い 

 

 カウント期間の 300円以上の決済回数（※3） 

0～29回 30回以上 

カウント

期間の 

決済金額 

5万円未満 0.5％（基本付与分） 0.5％（基本付与分） 

5万円以上 0.5％（基本付与分） 1%（基本付与分＋0.5％） 

（ⅱ）③Yahoo!JAPAN が運営するサービスのうち本特典の対象となるサービスでのお支払い 

 カウント期間の 300円以上の決済回数（※3） 

0～29回 30回以上 

カウント

期間の 

決済金額 

5万円未満 1％（基本付与分） 1％（基本付与分） 

5万円以上 1％（基本付与分） 1.5%（基本付与分＋0.5％） 

 

≪付与上限（※4）≫ 

-「1 回のお支払いにおける付与上限」：7,500 円相当 

-「適用期間の付与合計上限」： 上記（ⅰ）（ⅱ）合計で 15,000 円相当 

 

・付与時期は、原則として当該決済の翌日から起算して 30 日後です（※5）。 
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※1 PayPay ボーナスは出金・譲渡できません。PayPay ボーナスについての詳細はこちら （外

部サイト） 

※2 PayPay ピックアップの利用による商品等の注文契約の成立時または前記②における商品

等の注文時において仮決済が行われる場合、仮決済時には決済回数・金額はカウントされませ

んが、その後当該商品等の代金決済が完了した時点で、仮決済時に遡って決済回数・金額をカ

ウントいたします（仮決済時から決済完了までに月が変わる場合は、決済完了時点で前月の決

済回数・金額をカウントするため、当該決済完了以降、本特典の付与率が変更となる場合があ

ります。付与率の変更は将来に向けて行い、付与率変更時までの取引に対する付与金額は変更

いたしません。）。 

例）(1)6 月 30 日に、PayPay のオンライン加盟店で、仮決済が行われる商品等の注文を行い、

仮決済がなされ、(2)7 月 3 日に決済が完了した場合 

→(2)の決済完了時点で、(1)の注文に伴う決済が、6 月分の決済回数・金額としてカウントされ

ます。その結果、(2)以降に 7 月の付与率が変更される場合があります。変更後の付与率は、(2)

の決済完了時点以降の取引にのみ適用されます（7 月 1 日から 7 月 3 日の(2)の決済完了時点ま

での取引には変更前の付与率が適用されます。）。 

※3 300 円未満の決済は、適用期間の決済金額合計としてカウントされますが、決済回数とし

てはカウントされません。 

※4 別途定めるゴールドメダル獲得（全達成）特典 と合算してカウントされるため、全達成し

た場合、本特典による「1 回のお支払いにおける付与上限」がゴールドメダル獲得（全達成）特

典と合算して 7,500 円相当を超えるときには、当該付与合計が 7,500 円相当となるよう付与い

たします（適用期間の付与合計額 7,500 円を超えることはございません）。 

また、本特典による「適用期間の付与合計」がゴールドメダル獲得（全達成）特典と合算して

15,000 円相当を超えるときには、当該付与合計が 15,000 円相当となるよう付与いたします（適

用期間の付与合計額 15,000 円を超えることはございません）。 

※5 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。 

 

■注意事項 

（1）特典の適用について 

・ 対象となるお支払い方法でのお支払いの場合に、仮に本特典を適用すると、本特典による

 

※1 PayPay ボーナスは出金・譲渡できません。PayPay ボーナスについての詳細はこちら（外

部サイト） 

※2 PayPay ピックアップの利用による商品等の注文契約の成立時または前記②や③における

商品等の注文時において仮決済が行われる場合、仮決済時には決済回数・金額はカウントされ

ませんが、その後当該商品等の代金決済が完了した時点で、仮決済時に遡って決済回数・金額

をカウントいたします（仮決済時から決済完了までに月が変わる場合は、決済完了時点で前月

の決済回数・金額をカウントするため、当該決済完了以降、本特典の付与率が変更となる場合

があります。付与率の変更は将来に向けて行い、付与率変更時までの取引に対する付与金額は

変更いたしません。）。 

例）(1)6 月 30 日に、PayPay のオンライン加盟店で、仮決済が行われる商品等の注文を行い、

仮決済がなされ、(2)7 月 3 日に決済が完了した場合 

→(2)の決済完了時点で、(1)の注文に伴う決済が、6 月分の決済回数・金額としてカウントされ

ます。その結果、(2)以降に 7 月の付与率が変更される場合があります。変更後の付与率は、(2)

の決済完了時点以降の取引にのみ適用されます（7 月 1 日から 7 月 3 日の(2)の決済完了時点ま

での取引には変更前の付与率が適用されます。）。 

※3 300 円未満の決済は、適用期間の決済金額合計としてカウントされますが、決済回数とし

てはカウントされません。 

※4 別途定めるゴールドメダル獲得（全達成）特典と合算してカウントされるため、全達成し

た場合、本特典による「1 回のお支払いにおける付与上限」がゴールドメダル獲得（全達成）特

典と合算して 7,500 円相当を超えるときには、当該付与合計が 7,500 円相当となるよう付与い

たします（適用期間の付与合計額 7,500 円を超えることはございません）。 

また、本特典による「適用期間の付与合計」がゴールドメダル獲得（全達成）特典と合算して

15,000 円相当を超えるときには、当該付与合計が 15,000 円相当となるよう付与いたします（適

用期間の付与合計額 15,000 円を超えることはございません）。 

※5 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。 

 

■注意事項 

（1）特典の適用について 

・ 対象となるお支払い方法でのお支払いの場合に、仮に本特典を適用すると、本特典による
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「適用期間の付与合計」が合算して 15,000 円相当を超えるときには、当該付与合計が

15,000 円相当となるよう付与いたします（適用期間の付与合計額 15,000 円を超えること

はございません）。 

・ 本特典と同時開催する他の総付キャンペーンの中で、付与される PayPay ボーナスの額が

最大となるものが適用されます。当社が指定する場合を除き、それらが重複適用されるこ

とはありません。 

・ 翌月の付与率算定の基礎となる決済回数及び金額は、当月末日終了時点において集計する

ものとし、それまでに集計対象決済を取り消した場合（返金を受けた場合）、当該決済は決

済回数及び金額のカウント対象となりません（1 回の決済の一部について取消しをした場

合、決済回数は 1 回のままカウントし、金額は取消後の金額でカウントします。）。また、

前月以前の決済の取消しをした場合（返金を受けた場合）、当該決済が行われた月の決済回

数及び決済金額を再計算します。その結果、当該決済月の翌月の付与率に変更が生じる場

合、遡って同月１日から変更後の付与率を適用し、変更前の付与率に基づき既に付与され

た PayPay ボーナスが自動的に取り消されます。その場合、既に付与した 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。 

・ 1 回の決済の一部について取消をした場合、取消後の決済金額に対して付与される PayPay

ボーナスは以下のとおり計算されます。 

取消前の決済金額（A） 

取消前の決済金額に対する PayPay ボーナス付与額（B） 

取消後の決済金額（C） 

計算式 (C÷A)×B 

※小数点以下切り捨て 

・ LINE Pay での決済、ならびに 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、本特典は適用されません（基本付与分、ゴールドメダル獲得

（全達成）特典の適用もありません）。 

・ 一部の加盟店は、本特典の対象外となりますので、ご注意ください。対象外となる加盟店

に関する情報につきましては、こちら  をご確認ください。  

 

（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。 

「適用期間の付与合計」が合算して 15,000 円相当を超えるときには、当該付与合計が

15,000 円相当となるよう付与いたします（適用期間の付与合計額 15,000 円を超えること

はございません）。 

・ 本特典と同時開催する他の総付キャンペーンの中で、付与される PayPay ボーナスの額が

最大となるものが適用されます。当社が指定する場合を除き、それらが重複適用されるこ

とはありません。 

・ 翌月の付与率算定の基礎となる決済回数及び金額は、当月末日終了時点において集計する

ものとし、それまでに集計対象決済を取り消した場合（返金を受けた場合）、当該決済は決

済回数及び金額のカウント対象となりません（1 回の決済の一部について取消しをした場

合、決済回数は 1 回のままカウントし、金額は取消後の金額でカウントします。）。また、

前月以前の決済の取消しをした場合（返金を受けた場合）、当該決済が行われた月の決済回

数及び決済金額を再計算します。その結果、当該決済月の翌月の付与率に変更が生じる場

合、遡って同月１日から変更後の付与率を適用し、変更前の付与率に基づき既に付与され

た PayPay ボーナスが自動的に取り消されます。その場合、既に付与した 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。 

・ 1 回の決済の一部について取消をした場合、取消後の決済金額に対して付与される PayPay

ボーナスは以下のとおり計算されます。 

取消前の決済金額（A） 

取消前の決済金額に対する PayPay ボーナス付与額（B） 

取消後の決済金額（C） 

計算式 (C÷A)×B 

※小数点以下切り捨て 

・ 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、本特

典は適用されません（基本付与分、ゴールドメダル獲得（全達成）特典の適用もありませ

ん）。 

・ 一部の加盟店は、本特典の対象外となりますので、ご注意ください。対象外となる加盟店

に関する情報につきましては、こちらをご確認ください。  

 

（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。 
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–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。 

–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 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。 

–お 1 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

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、「適用期間の付与合計上限」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「適用期間の付与合計上限」が 15,000 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、対象となる 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。 

・ 加盟店による自己取引の可能性があると PayPay 株式会社が判断した場合、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。 

・ ・本特典の提供主体は PayPay 株式会社です。本特典に関するお問い合わせはこちら （外

部サイト） 

–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。 

–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 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。 

–お 1 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

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、「適用期間の付与合計上限」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「適用期間の付与合計上限」が 15,000 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、対象となる 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。 

・ 加盟店による自己取引の可能性があると PayPay 株式会社が判断した場合、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。 

・ 本特典の提供主体は PayPay 株式会社です。本特典に関するお問い合わせはこちら（外部

サイト） 

以上 


