
   

  

 

 

プレスリリース 

2020年10月15日 

ヤフー株式会社 

ソフトバンク株式会社 

PayPay株式会社 

 

 

オフラインでもオンラインでもお得にお買い物をお楽しみいただける 

「超PayPay祭」を10月17日から実施！ 

～キャンペーン終盤では「PayPay」で支払うと抽選で最大、決済金額の全額（100％）のPayPayボ

ーナス付与、「PayPayモール」ではPayPayボーナスライトなどが最大25％付与！ さらにPayPayの

大手加盟店キャンペーンでも付与率アップ！～ 

「超PayPay祭」特設ページ：https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/ 

 

 

ヤフー株式会社（以下、Yahoo! JAPAN）、ソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク）およびPayPay株

式会社（以下、PayPay）は、オフラインとオンライン、双方において大規模セールなどを展開する国内最

大級の“お買い物の祭典”として例年11月11日を中心に開催していた「いい買物の日」キャンペーンの装

いを新たにし、「超PayPay祭」（ちょうペイペイまつり）（※）として、2020年10月17日（土）から11月15日

（日）まで実施します。先日発表済みの「超PayPay祭」の開催と一部のキャンペーンに加え、その他のキ

ャンペーン内容についても決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 
（※） 「超PayPay祭」は、「PayPay」を利用して、オフラインでもオンラインでもお得に買い物を楽しめる約1カ月にわたる

複数キャンペーンの総称です。 

 

 

PayPayでは、キャッシュレス決済サービス「PayPay」のサービス開始2周年を記念して、「超PayPay祭」

https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/
https://about.paypay.ne.jp/pr/20200917/01/


   

初日の10月17日限定で「超PayPay祭！オープニングジャンボ」を実施することを発表していますが、さら

に「超PayPay祭」の終盤を盛り上げるべく、11月14日、15日の2日間限定で「超PayPay祭！フィナーレジャ

ンボ」を実施します。いずれも、全国の対象店舗および対象のオンライン加盟店にて「PayPay」で支払う

と、抽選により最大で決済金額の全額（100％）のPayPayボーナス（付与上限：10万円相当／回および期間）

が付与されます。 

さらに、10月17日から11月15日まで実施するPayPayのキャンペーンの中で、「秋のPayPayピックアップキ

ャンペーン」、「超PayPay祭「Coke ON」で超おトクキャンペーン」、「マクドナルドのモバイルオーダーで

PayPayデビューキャンペーン」、「超PayPay祭「松屋」などで超おトクキャンペーン」、「超PayPay祭「さと

ふる」で超おトクキャンペーン」は「超PayPay祭」終盤の11月14日、15日の2日間限定で付与されるPayPay

ボーナスが上乗せされ、よりお得にお買い物を楽しんでいただけます。 

また、「超PayPay祭」の新たな大手加盟店キャンペーンとして、「超PayPay祭「ガスト・ジョナサン・バ

ーミヤン・しゃぶ葉・夢庵・ステーキガスト」で超おトクキャンペーン」、「超PayPay祭「はま寿司」で超

おトクキャンペーン」、「超PayPay祭「牛角」で超おトクキャンペーン」、「超PayPay祭「オリジン」で超お

トクキャンペーン」、「超PayPay祭「サンプル百貨店」で超おトクキャンペーン」が決定しました。対象の

店舗において「PayPay」で支払うと、決済金額の10％から40％のPayPayボーナスが付与されます。 

 

Yahoo! JAPANでは、10月17日から11月15日まで、「PayPayモール」や「Yahoo!ショッピング」をはじめ、

10サービスでお得なキャンペーンを実施します。中でも、11月14日、15日（「PayPayモール」、「Yahoo!ショ

ッピング」は16日午前1時59分まで）は、「超PayPay祭 グランドフィナーレ」と題し、PayPayボーナスライ

ト（※1）などが多く付与されるキャンペーンを実施します。特に、11月15日から16日午前1時59分には

「PayPayモール」において、条件を満たすと最大25％（※2）のPayPayボーナスライト（※1）などが付与

されお得にお買い物ができます。 

また、「超PayPay祭」の実施期間中に総額1億円が当たる「総額1億円相当 当たる「超PayPay祭くじ」」で

は、11月14日、15日に100万円相当のPayPayボーナスライト（※1）が景品に追加され、Yahoo! JAPAN IDが

あればどなたでもくじを引くことができます。さらに、「Yahoo!トラベル」では11月14日と15日に対象金額

の5%のPayPayボーナスを付与するキャンペーンや、「PayPayフリマ」では、新規購入者限定で70％OFFク

ーポン（割引上限額1,000円）を配布します。その他、「超PayPay祭」に参画するYahoo! JAPANの各サービ

スのキャンペーン詳細は、「Yahoo! JAPANが「超PayPay祭」期間中に実施するキャンペーン」をご覧くださ

い。 

 

 なお、「超PayPay祭」期間中に実施されるさまざまなキャンペーンは、「超PayPay祭」公式ツイッター

（@paypay_matsuri）からも確認ができます。 

 

 

■ PayPayが「超PayPay祭」期間中に実施するキャンペーン（2020年10月15日更新分） 
 

キャンペーン名 対象 実施期間 キャンペーン内容 



   

①  超PayPay祭！フ

ィナーレジャン

ボ 

オンライン加

盟店を含む、全

国のPayPay加

盟店 

2020年 11月 14

日、15日 

対象加盟店において対象の決済方

法で支払った場合に抽選を実施。1

等当選者には最大で決済金額の全

額（100％）、2等当選者には最大で

決済金額の10％、3等当選者には最

大で決済金額の2％のPayPayボーナ

スを付与。※マクドナルドなど一部

対象外あり 

②  秋のPayPayピッ

クアップキャン

ペーン 

PayPayピック

アップが利用

可能な店舗 

2020年10月17

日～11月15日 

対象飲食店において事前注文サー

ビス「PayPayピックアップ」を利用

すると、決済金額の20％のPayPayボ

ーナスを付与。11月14日、15日は決

済金額の30％のPayPayボーナスを

付与。 

③  超PayPay祭「Coke 

ON」で超おトク

キャンペーン 

「 Coke ON 

Pay」対応自販

機 

2020年10月17

日～11月15日 

「Coke ON Pay」に、「PayPay」支払

いを登録し、「Coke ON Pay」対応自

販機で「Coke ON®」アプリを接続

の上、コカ･コーラ社製品をPayPay

残高で購入すると、決済金額の5％

のPayPayボーナスを付与。11月14

日、15日は決済金額の20％のPayPay

ボーナスを付与。 

④  マクドナルドの

モバイルオーダ

ーでPayPayデビ

ューキャンペー

ン 

「マクドナル

ド モバイルオ

ーダー」 

2020年10月17

日～11月15日 

「マクドナルド モバイルオーダ

ー」からの注文をPayPay残高で支払

うと、決済金額の10％のPayPayボー

ナスを付与。“ソフトバンク”また

は“ワイモバイル”のユーザー、

「Yahoo!プレミアム会員」のユーザ

ーは、決済金額の20％のPayPayボー

ナスを付与。11月14日、15日は決済

金額の20％のPayPayボーナスを付

与。“ソフトバンク”または“ワイ

モバイル”のユーザー、「Yahoo!プレ

ミアム会員」のユーザーは、決済金

額の30％のPayPayボーナスを付与。 

⑤  超PayPay祭「松

屋」などで超おト

「松屋」「松の

や」「松乃家」

2020年10月17

日～11月15日 

対象の店舗において「PayPay」で支

払うと、決済金額の10％のPayPayボ



   

クキャンペーン 「マイカリー

食堂」「松そば」

「ステーキ屋

松」 

ーナスを付与。11月14日、15日は決

済金額の15％のPayPayボーナスを

付与。 

⑥  超PayPay祭「ガス

ト・ジョナサン・

バーミヤン・しゃ

ぶ葉・夢庵・ステ

ーキガスト」で超

おトクキャンペ

ーン 

「ガスト」「ジ

ョナサン」「バ

ーミヤン」「し

ゃぶ葉」「夢庵」

「ステーキガ

スト」（店舗で

の飲食および

テークアウト、

すかいらーく

の宅配サービ

ス） 

（※） 

2020年11月1日

～11月15日 

対象の店舗において「PayPay」で支

払うと、決済金額の10％のPayPayボ

ーナスを付与。 

⑦  

 

超PayPay祭「はま

寿司」で超おトク

キャンペーン 

「はま寿司」 2020年11月1日

～11月15日 

対象の店舗において「PayPay」で支

払うと、決済金額の10％のPayPayボ

ーナスを付与。 

⑧  超PayPay祭「牛

角」で超おトクキ

ャンペーン 

「牛角」 2020年11月1日

～11月15日 

対象の店舗において「PayPay」で支

払うと、決済金額の10％のPayPayボ

ーナスを付与。 

⑨  超PayPay祭「さと

ふる」で超おトク

キャンペーン 

ふるさと納税

サイト「さとふ

る」 

2020年11月2日

～11月15日 

「さとふる」においてふるさと納税

を「PayPay」で支払うと決済金額の

3%のPayPayボーナスを付与。11月

14日、15日は決済金額の5％の

PayPayボーナスを付与。 

⑩ 超PayPay祭「オリ

ジン」で超おトク

キャンペーン 

「キッチンオ

リジン/オリジ

ン弁当」「れん

げ食堂 Toshu/

中華東秀」 

2020年11月9日

～11月15日 

対象の店舗において「PayPay」で支

払うと、決済金額の10％のPayPayボ

ーナスを付与。 

⑪ 超PayPay祭「サン

プル百貨店」で超

おトクキャンペ

ーン 

「サンプル百

貨店」 

2020年11月9日

～11月15日 

「サンプル百貨店」において

「PayPay」で支払うと、決済金額の

40％のPayPayボーナスを付与。 

※一部対象外店舗がある場合があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/


   

 

＜①「超PayPay祭！フィナーレジャンボ」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/paypay-jumbo-20201114/ 

 

1. 開催期間： 

2020年11月14日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については各店舗にてご確認ください。 

 

2. キャンペーン対象店舗： 

オンライン加盟店を含む、全国のPayPay加盟店 

※一部対象外店舗があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、オンライン加盟店を含むキャンペーン対象店舗において、それぞれ対象

となる決済方法でお支払いいただいた際に抽選を実施します。1等当選者には最大で決済金額の全額

（100％）、2等当選者には最大で決済金額の10％、3等当選者には最大で決済金額の2％のPayPayボーナス

を付与します。また、対象の店舗で、事前注文サービス「PayPayピックアップ」を利用した場合も同様の

抽選を実施します。詳細は、別途キャンペーンページでご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paypay.ne.jp/event/paypay-jumbo-20201114/
https://paypay.ne.jp/event/paypay-jumbo-20201114/


   

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

※ PayPayピックアップをご利用の場合は、PayPay残高でのみお支払いが可能です。「Yahoo! JAPANカード」を含め、クレジッ

トカードでのお支払い、「PayPayあと払い（一括のみ）」では利用できません。 

 

4. 対象となる決済方法： 

PayPay加盟店（実店舗）における、PayPay残高、Yahoo! JAPANカードまたはPayPayあと払い（一括のみ）

での決済 

「PayPay」のオンライン加盟店およびPayPay請求書払いサービスにおける、PayPay残高での決済 

 

5. 付与上限： 

1回当たりの付与上限：10万円相当 

開催期間中の付与合計上限：10万円相当 

 

6. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜② 「秋のPayPayピックアップキャンペーン」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/pickup-20201017/ 

 

1.  開催期間： 

2020年10月17日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

 

2.  対象店舗： 

PayPayピックアップが利用可能な店舗 

※ 一部対象外店舗がある場合があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、対象飲食店において事前注文サービス「PayPayピックアップ」を利用して

テークアウト商品の代金をお支払いいただいたユーザーに、決済金額の20％のPayPayボーナスを付与しま

す。さらに11月14日、15日は決済金額の30％のPayPayボーナスを付与します。 

 

■2020年10月17日～11月13日 

 

 

 

 

 

https://paypay.ne.jp/event/pickup-20201017/
https://paypay.ne.jp/event/pickup-20201017/


   

 

 

 

 

■2020年11月14日、15日 

 
※  PayPayピックアップは、PayPay残高でのみお支払いが可能です。「Yahoo! JAPANカード」を含め、クレジットカードでの

お支払い、「PayPayあと払い（一括のみ）」では利用できません。 

 

4. 付与上限： 

2020年10月17日～11月13日：1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：2,000円相当 

2020年11月14日、15日：1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜③ 「超PayPay祭「Coke ON」で超おトクキャンペーン」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/cokeon-20201017/ 

 

1. 開催期間： 

2020年10月17日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン内容： 

 コカ･コーラの公式アプリ「Coke ON®」のキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」に、「PayPay」を支

払方法として登録し、全国33万台（※）の「Coke ON Pay」対応自販機で「Coke ON®」アプリを接続の

上、コカ･コーラ社製品を「PayPay残高」でお支払い頂いた全ユーザーを対象に、決済金額の5％のPayPay

ボーナスを付与します。さらに 11月14日、15日は決済金額の 20％のPayPayボーナスを付与します。 

 

※ 2020年10月現在。本キャンペーンの対象となる「Coke ON Pay」対応の自動販売機の設置場所は、「Coke ON®」アプリ

でご確認いただけます。「Coke ON®」公式サイト https://c.cocacola.co.jp/app/ 

 

https://paypay.ne.jp/event/cokeon-20201017/


   

■2020年10月17日～11月13日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2020年11月14日、15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 付与上限： 

2020年10月17日～11月13日：1回の支払いにおける付与上限：200円相当 

開催期間中の付与合計上限：200円相当 

2020年11月14日、15日：1回の支払いにおける付与上限：200円相当 

開催期間中の付与合計上限：200円相当 

 

4. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜④ 「マクドナルドのモバイルオーダーでPayPayデビューキャンペーン」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/mcdonalds/ 

 

https://paypay.ne.jp/event/mcdonalds/


   

1. 開催期間： 

2020年10月17日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については各店舗にてご確認ください。 

 

2. キャンペーン対象店舗： 

「マクドナルド モバイルオーダー」からの注文 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、「マクドナルド モバイルオーダー」からの注文をPayPay残高でお支払い頂

いたユーザーに、決済金額の10％のPayPayボーナスを付与します。“ソフトバンク”または“ワイモバイル”

のスマホユーザー、あるいは「Yahoo!プレミアム会員」（※4）のユーザーには、決済金額の最大20％のPayPay

ボーナスを付与します。さらに11月14日、15日は決済金額の20％のPayPayボーナスを付与します。“ソフト

バンク”または“ワイモバイル”のスマホユーザー、あるいは「Yahoo!プレミアム会員」（※4）のユーザ

ーには、決済金額の最大30％のPayPayボーナスを付与します。 

 

■2020年10月17日～11月13日 

 

 

■2020年11月14日、15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

※ “ソフトバンク”のスマホユーザーの場合、スマートログイン設定済みのYahoo! JAPAN IDで事前にPayPayユーザーID連携

を行った方が対象です。“ワイモバイル”のスマホユーザーの場合、ワイモバイル契約電話番号と連携済みのYahoo! JAPAN ID

でPayPayユーザーID連携を行った方が対象です。法人契約のお客さまや一部の端末をご利用のお客さまなど、スマートログイ

ンまたはワイモバイルサービスの初期登録をご利用いただけない方は対象外となります。また、一部対象外の料金プランがあ

ります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。 

 

4. 付与上限： 

2020年10月17日～11月13日：1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：2,000円相当 

2020年11月14日、15日：1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

 

＜⑤ 「超PayPay祭「松屋」などで超おトクキャンペーン」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/matsuyafoods/ 

 

1. 開催期間： 

2020年10月17日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については各店舗にてご確認ください。 

 

2. 対象店舗： 

全国の「松屋」「松のや」「松乃家」「マイカリー食堂」「松そば」「ステーキ屋松」店舗 

※一部対象外の店舗がある場合があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、対象店舗において「PayPay」で支払うと、決済金額の 10％の PayPay ボー

ナスを付与します。さらに 11月14日、15日は決済金額の 15％のPayPayボーナスを付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paypay.ne.jp/event/mcdonalds/
https://paypay.ne.jp/event/matsuyafoods/


   

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

 

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜⑥ 「超PayPay祭「ガスト・ジョナサン・バーミヤン・しゃぶ葉・夢庵・ステーキガスト」で超おトクキ

ャンペーン」の詳細＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/skylark/ 
 

1. 開催期間： 

2020年11月1日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については各店舗にてご確認ください。 

 

2. 対象店舗： 

全国の「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」「しゃぶ葉」「夢庵」「ステーキガスト」店舗 

（店舗での飲食およびテークアウト、宅配サービス） 

※宅配サービスを提供していない店舗があります。宅配サービス実施店舗はこちらからご確認いただけます。 

※複合商業施設などに出店している店舗は、施設内の決済基準に準ずるため、対象外となる店舗があります。 

※Uber Eatsと出前館社の宅配代行サービスからの配達、決済の場合は対象外となります。 

※対象外店舗等の詳細はキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、対象店舗において「PayPay」で支払うと、決済金額の 10％の PayPay ボー

ナスを付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://delivery.skylark.co.jp/
https://paypay.ne.jp/event/skylark/


   

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：1,000円相当 

開催期間中の付与合計上限：2,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜⑦ 「超PayPay祭「はま寿司」で超おトクキャンペーン」の詳細＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/hamazushi/ 
 

1. 開催期間： 

2020年11月1日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については各店舗にてご確認ください。 

 

2. 対象店舗： 

全国の「はま寿司」店舗 

※一部対象外の店舗がある場合があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、対象店舗において「PayPay」で支払うと、決済金額の 10％の PayPay ボー

ナスを付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

https://paypay.ne.jp/event/hamazushi/
https://paypay.ne.jp/event/hamazushi/


   

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜⑧ 「超PayPay祭「牛角」で超おトクキャンペーン」の詳細＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/gyukaku/ 

 

1. 開催期間： 

2020年11月1日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については各店舗にてご確認ください。 

 

2. 対象店舗： 

全国の「牛角」店舗 

※一部対象外の店舗がある場合があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、対象店舗において「PayPay」で支払うと、決済金額の10％のPayPayボーナス

を付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：300円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

https://paypay.ne.jp/event/gyukaku/


   

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜⑨ 「超PayPay祭「さとふる」で超おトクキャンペーン」の詳細＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/satofull/ 

 

1. 開催期間： 

2020年11月2日（※）～11月15日 午後11時59分 

※「さとふる」でのPayPayオンライン決済のご利用開始より開催となります。 

 

2. 対象オンラインサイト： 

ふるさと納税サイト「さとふる」（https://www.satofull.jp/） 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、「さとふる」において「PayPay」で支払うと、決済金額の 3％の PayPay ボ

ーナスを付与します。さらに 11月14日、15日は決済金額の 5％のPayPayボーナスを付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：2万5,000円相当 

開催期間中の付与合計上限：10万円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

https://paypay.ne.jp/event/satofull/
https://www.satofull.jp/


   

 

＜⑩ 「超PayPay祭「オリジン」で超おトクキャンペーン」の詳細＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/toshu/ 
 

1. 開催期間： 

2020年11月9日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

※営業時間については店舗情報サイトにてご確認ください。 

 

2. 対象店舗： 

全国の「キッチンオリジン／オリジン弁当」「れんげ食堂Toshu／中華東秀」店舗 

※最新情報は公式ツイッター（オリジン：@origin_PR 、れんげ：@renge_PR）でもご確認頂けます。 

※一部対象外の店舗がある場合があります。詳しくはキャンペーンページでご案内します。 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、対象店舗において「PayPay」で支払うと、決済金額の 10％の PayPay ボー

ナスを付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜⑪  超PayPay祭「サンプル百貨店」で超おトクキャンペーンの詳細＞ 

https://pkg.navitime.co.jp/toshu/
https://paypay.ne.jp/event/toshu/


   

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/3ple/ 
 

1. 開催期間： 

2020年11月9日 午前0時～11月15日 午後11時59分 

 

2. 対象オンラインサイト： 

「サンプル百貨店」 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、「サンプル百貨店」において「PayPay」で支払うと、決済金額の 40％のPayPay

ボーナスを付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

4. 付与上限： 

1回の支払いにおける付与上限：1,000円相当 

開催期間中の付与合計上限：2,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

※キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更する場合があります。また、キャンペーン自体を予告なく延期また

は中止する場合があります。 

※原則として支払日の翌日から起算して30日後にPayPayボーナスを付与しますが、ユーザーの利用状況やシステム上の都合に

より付与時期が遅くなることがあります。 

キャンペーン期間中にPayPay株式会社が主催または他社と共同開催する他のキャンペーンが実施される場合、「PayPay」を利

用された方の状況に応じて、最も有利なキャンペーンが適用されます。 



   

※付与されるPayPayボーナスはPayPay公式ストア、ワイジェイカード公式ストアでも利用できます。また、出金、譲渡は不可

です。 

 

 

■Yahoo! JAPANが「超PayPay祭」期間中に実施するキャンペーン 

 

1．PayPayモール、Yahoo!ショッピング「倍！倍！ストア」 

実施期間：10月17日 午前0時～11月16日 午前1時59分 

実施期間中に、「PayPayモール」および「Yahoo!ショッピング」内の対象ストアでお買い物すると、通常の

TポイントやPayPayボーナスなどの付与に加え、対象金額（※3）の5％または10％のPayPayボーナスライト

（※1）が追加で付与されます。1日当たりの付与上限や詳細は、10月17日以降キャンペーンページをご覧

ください。 

 

2.  PayPayモール、Yahoo!ショッピング「倍！倍！ストアで注文した方はグランドフィナーレで+2％」、

「倍！倍！ストアで注文した方はグランドフィナーレに同じストア注文で+3％」 

実施期間：11月14日 午前0時～11月16日 午前1時59分 

事前期間中（10月17日午前0時～11月13日午後11時59分）に「倍！倍！ストア」にエントリーして対象スト

アでお買い物すると、11月14日～11月16日午前1時59分に、「PayPayモール」および「Yahoo!ショッピング」

でお買い物した際にPayPay残高またはYahoo! JAPANカードのご利用額（※4）の2％（※5）、同じストアで

の注文でさらに3％（※5）のPayPayボーナスライト（※1）が付与されます。 

 

 

3．PayPayモール、Yahoo!ショッピング「超PayPay祭 グランドフィナーレ」最大25％を付与 

実施期間：11月14日 午前0時～11月16日 午前1時59分 

実施期間中、「PayPayモール」、「Yahoo!ショッピング」でお買い物すると、「超PayPay祭」特典として通常

のTポイントやPayPayボーナスなどの付与に加え、PayPay残高またはYahoo! JAPANカードのご利用額（※

4）の5％（※5）のPayPayボーナスライト（※1）が付与されます。 

これにより、11月15日には、「倍！倍！ストア」キャンペーンなど、さまざまなキャンペーンを組み合わせ

ると所定の条件（※6）を満たした“ソフトバンク”または“ワイモバイル”のスマホユーザーであれば、

「PayPayモール」では最大25％（※2）が付与されます。1日当たりの付与上限や詳細は、10月17日以降キ

ャンペーンページをご覧ください。 

 

 

＜11月15日の「PayPayモール」での“ソフトバンク”のスマホユーザー（要スマートログイン設定）の場

合の内訳：最大25%＞ 

 



   

 

 

4．総額1億円相当 当たる「超PayPay祭くじ」 

実施期間：10月17日午前0時～11月15日午後11時59分 

「超PayPay祭」実施期間中、商品購入の有無を問わず、くじが引ける『総額1億円相当 当たる「超PayPay

祭くじ」』を実施します。キャンペーンページを訪問すると、一つのYahoo! JAPAN IDにつき、毎日1回くじ

を引くことができ、期間総額1億円相当のPayPayボーナスライト（※1）や賞品が当たります。毎週土曜日、

日曜日は10万円相当のPayPayボーナスライト（※1）が景品に追加され、さらに通常時のPayPayボーナスラ

イトの当選数が2倍になります。また、11月14日、15日の2日間は、100万円相当のPayPayボーナスライト（※

1）が景品に追加され、さらに通常時のPayPayボーナスライト（※1）の当選数が3倍になります。詳細は10

月17日以降にキャンペーンページをご覧ください。 

   

5．その他の主なキャンペーン 

サービス名 実施期間 主なキャンペーン 

Yahoo!トラベル 10月1日～

11月15日 

オンラインカード決済で予約時のPayPay残高払いの決済

金額に応じ、10月1日～11月13日は対象金額の3％、11

月 14 日、15 日は対象金額の 5%の PayPay ボーナスを付

与。 



   

PayPayフリマ 10月17日～

11月15日 

新規購入者限定で 70％OFF クーポン（割引上限額 1,000

円）を配布。 

ヤフオク! 10月17日～

11月15日 

PayPay 連携済みの新規購入者限定で 50％OFF クーポン

（割引上限額1,000円）を配布。また、11月14、15日は

PayPay 払いなどの条件をクリアすると、対象金額の最大

10％相当のPayPayボーナスライトを付与。 

LOHACO 11月5日～

11月16日午

前1時59分 

エントリーするとPayPayボーナスライトが税込5,000円

以上のお買い物で購入金額の 1%、税込 7,000 円以上のお

買い物で購入金額の 2%付与される「LOHACO 

HAPPYDAY」を実施。タイムセール・大特価セール・厳選

ブランドポイント祭を実施。 

Yahoo! toto 10月24日～

11月15日 

スポーツくじに関するクイズの正解者に抽選でPayPayボ

ーナスライト最大 1 万円相当が当たるキャンペーンを実

施。 

Yahoo!ロコ 11月14日、

11月15日 

11月14日、15日限定で利用できる、GoToEatと併用可能 

なPayPayボーナスライトが付与されるお得クーポンを配

布。 

ebookjapan 11月9日～

11月15日 

11月9日～11月13日は対象金額の5％、11月14日、

15日は対象金額の38%のPayPayボーナスライトを付

与。（11月14日、15日は“ソフトバンク”または“ワイ

モバイル”のスマホユーザーの場合48％のPayPayボー

ナスライトを付与。） 

Yahoo!モバイル 11月1日〜

11月15日 

11月1日〜11月15日はHUAWEI P30 liteをアウトレ

ット特価にて販売＋SIM・スマホ特典を常時適用。 

 

※1 PayPayボーナスライトはPayPay公式ストアでも利用可能です。出金と譲渡はできません。有効期限は「付与日」から60日です。 

※2 通常ポイントとして付与されるＴポイント1％に加え、PayPay残高利用特典としてPayPayボーナスが1％、その他、以下のPayPayボーナス

ライトを合計した25％が付与されます。 

ソフトバンクスマホユーザー特典10％（または、ワイモバイルEnjoyパック加入特典5％と日曜日 ソフトバンクスマホユーザーじゃなくても！

特典5％）、Yahoo!プレミアム会員特典2％、「5のつく日」特典4％、「PayPayモール」利用特典2％、「超PayPay祭」特典5％。 

※3 対象金額は、商品単価（税込）の10の位以下を切り捨てたものです。 

※4 ご利用額とは、利用ポイント（通常ポイント、期間固定Ｔポイント）とショッピングクーポン（Yahoo!ショッピング発行、ストア発行）に

よる値引きが反映された後の金額に、送料・手数料等を加算した金額です。ただし、注文確定後に金額変更があった場合はご利用額が変更され

ます。また、ご利用額の一部を指定の支払い方法で支払った場合は、その支払い金額を付与算出のご利用額とします。最終的なご利用額は、注

文履歴の「注文詳細を確認する」にてご確認ください。 

※5 付与額は、該当の付与率で小数点以下を切り捨てて計算します。 

※6 “ソフトバンク”のお客さまの場合、スマートログイン設定済みのYahoo! JAPAN IDでPayPayユーザーID連携を行った方が対象です。“ワ

イモバイル”のお客さまの場合、Y!mobileサービスの初期登録（Y!mobile契約電話番号とYahoo! JAPAN IDが連携）されているYahoo! JAPAN ID



   

でPayPayユーザーID連携を実施し、Enjoyパックに加入している方が対象です。法人契約のお客さまや一部の機種をご利用のお客さまなど、ス

マートログインまたはY!mobileサービスの初期登録をご利用いただけない方は対象外です。また、一部対象外の料金プランがあります。 

 

 

■ PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について 

 

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いま

で、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公

共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高（PayPay

マネーおよびPayPayマネーライト）を手数料無料で「送る・受け取る」（送金または譲渡とその受け取り）

機能や、PayPayボーナスを提携する第一種金融商品取引業者のポイントと交換することにより、当該事業

者の提供する投資の疑似体験ができる「ボーナス運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広

がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害に遭った場合の補償制度を

設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。 

 

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。 

・前払式支払手段（第三者型）発行者 登録番号：関東財務局長 第00710号 

・資金移動業者 登録番号：関東財務局長 第00068号 

 

※ 「PayPay」（PayPay残高）には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトの4種

類があります。PayPayマネーは、当社所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提

携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。ま

た、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座からに入金することもできます（ジャパンネット銀行を指定した場合、払出

手数料は無料）。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることがで

きる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者である当社が発行するものです。

PayPayマネーライトは、当社が発行する電子マネーであり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることがで

きるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、当社が発行する前払式支払手段

（資金決済に関する法律第3条第1項）をいいます。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与される

PayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決

済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPayボーナスライトには

有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。 

また、当社は、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による

心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた

場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額（第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた

額）について、補償を受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

※ 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。 

 

 

https://paypay.ne.jp/help/c0117/

