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ヤフーとLINEがグループ企業となる経営統合記念
「超PayPay祭」を本日から開催
キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/

Zホールディングス株式会社（※）とLINE株式会社が2021年3月1日に経営を統合し、ヤフー株
式会社とLINE株式会社がグループ企業となりました。この経営統合を記念して、PayPay株式会社（以
下、PayPay）
、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LINE株式会社（以下、LINE）は、全国のPayPay加盟店とオンラインショップでお得に買い物を
お楽しみいただける大規模キャンペーン「超PayPay祭（ちょうペイペイまつり）
」を本日から開始します。
本キャンペーンは本日から3月28日まで、1カ月間にわたって開催します。
※ 日本最大級のインターネットサービス企業であるヤフー株式会社などを傘下に抱える持ち株会社。

なお、
「超PayPay祭」は各社が主催するキャンペーンの総称で、先日発表済みのキャンペーンに加え、
各社で新たに下記のキャンペーン実施が決定しました。

PayPayでは、
「超PayPay祭」の終盤を盛り上げるべく、3月27日、28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。全国の対象加盟店および対象のオンラインショップにて「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、この2日間限定で一部の対象キャンペーンにおいてPayPayボーナ
スを上乗せして付与するため、さらにお得にお買い物ができます。また、3月1日から31日まで、
「PayPay」
を新規登録していただき、
「本人確認（eKYC）
」の申し込みが完了したユーザーに、500円相当のPayPay
ボーナスを付与する「超PayPay祭 はじめ特典」を実施します。
Yahoo! JAPANでは、
「超PayPay祭」期間中の3月1日から3月28日までの間、先日発表した「超PayPay
祭 最大1,000円相当 20％戻ってくるキャンペーン」や上記キャンペーンに加え、
「PayPayモール」や
「Yahoo!ショッピング」などのYahoo! JAPANのサービスにおいて、お得なキャンペーンを実施します。
中でも、3月27日、28日（
「PayPayモール」
、
「Yahoo!ショッピング」は29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ボーナスなどが多く付与されるキャンペーンを実施します。ま
た、
「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「毎日総額1,000万円相当 当た
る『超PayPay祭くじ』
」を実施します。
経営統合を記念し、LINEも「超PayPay祭」に初参加します。
「LINEポイントクラブ」と「LINEショ
ッピング」において、よりお得にお買い物、LINEポイントが獲得できるキャンペーンを開催します。LINE
ポイントクラブでは、通常時よりお得にLINEポイントが獲得できる「LINEポイント祭」キャンペーンを
開催します。3月19日から31日の期間中、ゲームをする、マンガを読むなどしてポイントを獲得できる“ミ
ッション”の数が増加します。また、一部の“ミッション”ではポイントを増量。複数の“ミッション”への参
加でボーナスポイントもプレゼントします。また、
「LINEショッピング（ https://ec.line.me/ ）
」では、3
月26日から28日までの期間限定で、
「大還元！３つのおトク祭り」キャンペーンを開催します。キャンペ
ーン期間中に、LINEショッピングを経由して対象ショップで、税込み1,000円以上ご購入いただいた方全
員に、ショップごとのLINEポイント還元に加え、最大2,000円相当のLINEポイントを還元します。さら
に同期間中は、ショップごとの還元率も通常よりも大幅アップする他、ショップ別でよりお得にご購入い
ただけるクーポンも配布するなど（※）
、お得にお買い物をお楽しみいただける3日間になります。
「超 PayPay 祭」期間中に実施するさまざまなキャンペーンの詳細は、各社キャンペーン一覧をご覧く
ださい。また、
「超 PayPay 祭」公式ツイッター（@paypay_matsuri）でも確認できます。
※ キャンペーン期間中のクーポン配布、還元率アップは、ともに、一部ショップでのみ対応となります。詳細については、3 月中旬以降に公
開予定のキャンペーン特設ページをご確認ください。

■ PayPayが期間中に実施するキャンペーン一覧
①

キャンペーン名

対象

実施期間

超PayPay祭！フ

全国のPayPay

2021年3月27

対象加盟店において対象の決済方法

ィナーレジャンボ

加盟店（オン

日、28日

で支払った場合に抽選を実施。1等当

ラインを含

キャンペーン内容

選者には最大で決済金額の全額

む）

（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1％のPayPayボーナスを付
与。
※一部対象外あり

②

超PayPay祭 グラ

対象キャンペ

2021年3月27

対象キャンペーンにおいて3月27日、

ンドフィナーレ

ーン

日、28日

28日の2日間限定でさらに付与率を上
乗せして付与

③

超PayPay祭 はじ

「PayPay」新

め特典

規登録者

2021年3月1日～ 「PayPay」に新規登録かつ本人確認
31日

を完了したユーザーに500円相当の
PayPayボーナスを付与

④

超PayPay祭 全国

対象ドラッグ

2021年3月19日

全国の対象ドラッグストアにおいて

チェーンのドラッ

ストア

～28日

「PayPay」で支払うと、決済金額の

グストアで超おト

10％をPayPayボーナスで付与

クキャンペーン
※キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変わる場合があります。

＜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/matsuri202103-paypay-jumbo-20210327/
1. 開催期間：
2021年3月27日 午前0時 ～ 3月28日 午後11時59分
※

加盟店の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PayPay加盟店（オンライン加盟店を含む）
※

一部対象外の店舗があります。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、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 1％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。

※「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. 付与上限：
1回の支払いにおける付与上限：10万円相当
開催期間中の付与合計上限：10万円相当
5. 付与予定日：
支払日の翌日から起算して30日後
＜② 「超PayPay祭 グランドフィナーレ」概要＞
以下の対象キャンペーンにおいて3月27日、28日の2日間限定でさらに付与率を上乗せしてPayPayボー
ナスを付与します。

・
「セブン-イレブンアプリで PayPay デビューキャンペーン」
詳細はホームページをご確認ください。
・
「超PayPay祭 Coke ONで超おトクキャンペーン」
詳細はホームページをご確認ください。
＜③ 「超PayPay祭 はじめ特典」概要＞
キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/matsuri202103-first-benefit/
詳細はプレスリリースをご確認ください。
＜④ 「超PayPay祭 全国チェーンのドラッグストア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/matsuri202103-drugstore/
詳細はプレスリリースをご確認ください。

※ キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変わる場合があります。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。なお、出金、譲渡は不可です。

■ Yahoo! JAPANが期間中に実施するキャンペーン一覧
1. PayPayモール、Yahoo!ショッピング「倍！倍！ストア」
実施期間：毎日開催中
「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、ご利用金額（※1）の5％または10％のPayPayボーナスが追加で付与
されます。
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：3月27日 午前0時～3月29日 午前1時59分
事前期間の3月1日 午前0時～3月26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、
「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（※1）の2％（※2）
、同じストアでの注文でさらに3％（※2）のPayPay
ボーナスが付与されます。

3. PayPayモール、Yahoo!ショッピング「3月の5のつく日または日曜日に注文した方はグランドフィナー
レで+2％」
実施期間：3月27日 午前0時～3月29日 午前1時59分
事前期間の3月1日 午前0時～3月26日 午後11時59分の5のつく日または日曜日にお買い物すると、
「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（※1）の2％（※2）のPayPayボーナスが付与されます。
（5のつく日については、5の
つく日キャンペーンへのエントリーが必要です。
）
4. 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33％を付与
実施期間：3月27日 午前0時～3月29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」キャンペーン
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
のご利用額の5％（※2）のPayPayボーナスが付与されます。内訳や付与上限などの詳細は、キャンペーン
ページをご覧ください。
5. 毎日総額1,000万円相当 当たる「超PayPay祭くじ」
実施期間：3月1日 午前0時～3月28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『毎日総額1,000万円相当 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、Yahoo! JAPAN IDがあればどなたで
も1日1回くじが引け、車やテレビなどの豪華景品やPayPayボーナスなどが抽選で当たります。詳細はキ
ャンペーンページをご覧ください。
6. 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

ヤフオク!

3月1日〜28日

PayPay 連携済みの新規落札者限定で 50％OFF クーポン（割
引上限額 1,000 円）を配布。また、3 月 27 日、28 日は PayPay
払いなどの条件をクリアすると、対象金額の最大 20％相当の
PayPay ボーナスを付与。

PayPayフリマ

3月1日〜28日

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、さらに新規購入者限定で対象金額の最大 20％相当の
PayPay ボーナスを付与（付与上限 1,000 円）
。また、キャン
ペーン期間中に出品して売れると、
抽選で売れた商品の金額と
同額相当の PayPay ボーナスが当たる（付与上限 10 万円相当
/回・期間）
。

LOHACO

3月24日〜28日

エントリーすると購入金額に応じてPayPayボーナスが付与
される「LOHACO HAPPYDAY」を実施。

ebookjapan

3月1日〜28日

毎週金曜日、3月27日、3月28日は、さらに最大20％相当の

PayPayボーナスを付与。
Yahoo!モバイル

3月1日〜31日

限定端末を特価にて販売。さらにSIMなら合計最大1万4,000
円相当、スマホなら合計最大8,555円相当のPayPayボーナス
がもらえる特典を常時適用。

GYAO!ストア

3月18日〜28日

GYAO!ストア対象作品をPayPay払いでレンタルすると、購入
金額の10％相当のPayPayボーナスを付与。

Yahoo!ズバトク

3月1日〜28日

実施期間中、当選景品として最大33万円相当のPayPayボーナ
ス、特別賞としてクーポンが当たるくじ引きキャンペーン「超
PayPay祭 Yahoo!ショッピング・PayPayモールの超おトク
なクーポンが当たるくじ」を実施。

Yahoo!カード

3月1日〜31日

①ヤフーカードにて「分割払い」で購入した場合、分割払いの
手数料が無料。
※Yahoo!ショッピング・PayPayモール・ヤフオク!での利用が
対象
②ヤフーカードにて
「まるごとフラットリボ」
を利用した場合、
通常特典に加えて3％相当のPayPayボーナスを付与。
※Yahoo!ショッピング・PayPayモール・ヤフオク!・PayPay
フリマでの利用が対象。

※1 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、その支払額を付与額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。
※2 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。

■ LINEが期間中に実施するキャンペーン一覧
1．LINEポイントがザクザク貯まる！？
今だけポイント増量中「LINEポイント祭」を開催

LINEポイントクラブでは、通常時よりお得にLINEポイントが獲得できる「LINEポイント祭」キャンペ
ーンを開催します。
3月19日から31日の期間中、ゲームをする、マンガを読むなどしてポイントを獲得できる“ミッション”の数
が増加します。また、一部の“ミッション”ではポイントを増量。複数の“ミッション”に参加でボーナスポイ
ントもプレゼントしますので、お得なキャンペーンをお見逃しなく。
今回「LINE」のファミリーサービスを含めた20以上のサービスがキャンペーンに参加します。対象とな
るサービスはエンタメ、ライフスタイル、金融など幅広く、生活におけるあらゆる体験がLINEポイントの
獲得につながる可能性があります。
【概要】
・キャンペーン名：LINEポイント祭
・開催期間：3月19日 午前11時〜3月31日 午前10時59分
・キャンペーン内容：
一部のミッションでポイントを増量。また、参加できるミッションの数も、いつもより多くなっています
のでお見逃しなく。さらに複数のミッションへの参加でボーナスポイントもプレゼント！
・ミッションを1つクリア=各ミッションのポイント＋ボーナス10ポイントをプレゼント
・ミッションを2つクリア=各ミッションのポイント＋ボーナス20ポイントをプレゼント
・ミッションを3つクリア=各ミッションのポイント＋ボーナス30ポイントをプレゼント

2．最大 2,000 円相当の LINE ポイントが還元される！
お得にお買い物を楽しめる「LINE ショッピング 大還元！３つのおトク祭り」を開催

LINE からおトクに買い物が楽しめるショッピングサービス「LINE ショッピング（ https://ec.line.me/ ）
」
では、3 月 26 日から 28 日までの期間限定で、
「大還元！３つのおトク祭り」キャンペーンを開催します。
このキャンペーンは、
キャンペーン期間中に、
LINEショッピングを経由して、
対象ショップで税込み1,000
円以上ご購入いただいた方全員に、
ショップごとの LINE ポイント還元に加え、
最大 2,000 円相当の LINE
ポイントを還元します。さらに同期間中は、ショップごとの還元率も通常より大幅アップする他、ショッ
プ別でよりお得に購入いただけるクーポンも配布するなど※１、お得にお買い物をお楽しみいただける 3 日
間になります。
※1 キャンペーン期間中のクーポン配布、還元率アップは、ともに一部ショップでのみ対応となります。詳細については、3 月中旬以降に公開
予定のキャンペーン特設ページをご確認ください。

【概要】
・タイトル：
「LINE ショッピング 大還元！３つのおトク祭り」
・期間：3 月 26 日 午前 0 時～ 3 月 28 日 午後 11 時 59 分
・キャンペーン内容：キャンペーン期間中に、対象ショップで税込み 1,000 円以上ご購入いただいた方全
員に※2、
最大 2,000 円相当の LINE ポイントを還元。さらに、ショップごとの還元率も通常時よりも大幅アップす
る他、ショップ別のお得なクーポンも配布。
・URL※3： https://lin.ee/GfPOvWb
※2 LINE ショッピングを経由しての購入が条件です
※3 キャンペーンページの公開は 3 月中旬を予定しています。

「LINE ポイント祭」や「LINE ショッピング 大還元！３つのおトク祭り」で貯めた LINE ポイントは、
いつも利用している「LINE」内の「ウォレット」から確認することができます。LINE ポイントの利用範
囲は幅広く、お気に入りのスタンプや着せかえ、いつも行っているお店やネットショッピングで使える
「LINE Pay」の決済、
「LINE」の各種サービスなどで使用できます。
※ 上記キャンペーンは、予告なく変更、終了もしくは期間を延長する場合があります。

■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
者が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
・銀行代理業 許可番号：関東財務局長（銀代）第396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、PayPay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PayPayが発行するものです。PayPayマネーライトは、PayPay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、PayPay
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、PayPay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、補償申請についてをご覧ください。

※ 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、各社の登録商標または商標です。

