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プレスリリース 
2021年10月18日 
PayPay株式会社 
ヤフー株式会社 

ソフトバンク株式会社 
 

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」を本日から実施 
キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/ 

 

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

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、本日から実施します。本キャンペーンは本日から11月28日ま

で開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「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

下記のキャンペーンを本日から実施します。 

  

PayPayでは、「超PayPay祭 PayPayクーポン」や「加盟店（オンラインショップ）キャンペーン」、「超

PayPay祭 対象店舗のPayPayピックアップで超おトクキャンペーン」に加えて、「超PayPay祭 投資体験して

みようキャンペーン」を実施します。 

  

Yahoo! JAPANは、「超PayPay祭」期間中の10月18日から11月28日までの間、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、「PayPayモール」や「Yahoo!ショッピング」では、月曜

https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/
https://about.paypay.ne.jp/pr/20210913/01/
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日から土曜日に事前のお買い物やPayPayステップなどの条件を満たすと、毎週日曜日は最大38％のPayPay

ボーナスなどが付与されます（最終日は11月29日午前1時59分まで）。その他、「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、「Yahoo! JAPANが期間中に実施する企画・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。 

 

加えて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が地域経済に大きな影響を与えていることを受けて、

日本全国の地域経済を活性化させていくために、また、引き続き加盟店にもユーザーにも寄り添ったサー

ビスでありたいという思いから、「街のPayPay祭（まちのペイペイまつり）」を併せて実施しています。 
 
 「街のPayPay祭」に関する詳細は、キャンペーンページよりご確認ください。 

 

 

■「超PayPay祭 PayPayクーポン」詳細 

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

 

1． キャンペーン期間： 

2021年10月18日 ～ 11月28日 

 

2． キャンペーン内容： 

「超PayPay祭」期間中は「PayPayクーポン」がパワーアップします。「PayPayクーポン」はユーザーがPayPay

アプリ上でクーポンを取得した後、対象店舗にて「PayPay」で支払うと自動的にお得になる機能です。さ

らにソフトバンクユーザーなら最大半額相当※の「PayPayボーナス」が戻ってくる「スーパーPayPayクー

ポン」が配布されます。 
※ 対象加盟店ごとに付与上限や回数、期間の条件があります。クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期

間の満了を待たずに終了する場合があります。クーポン取得画面で対象店舗を必ずご確認の上ご利用ください。テークアウト

の利用については利用店舗でご確認ください。 
※同ブランドのPayPayクーポンを2つ以上獲得している場合は、還元額の高いクーポン1つのみが適用されます。 

 
※ AlipayとLINE Payを除くすべてのPayPay決済が対象となります。 
※ PayPayボーナスの付与率や期間は変更になる可能性があります。 
※ クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間を待たず終了する場合があります。予めご了承ください。 
※ キャンペーン期間中のクーポン情報は、PayPayアプリTOP「クーポン」アイコンより「PayPayクーポン」ページ内にてご確

認ください。 
※ PayPayクーポンの詳しい利用方法については、こちらをご覧ください。 
 

3． キャンペーン対象店舗： 

キャンペーンページよりご確認ください。 

 

4． 付与上限： 

PayPayクーポンの内容によって変動します。 

 

5． 付与予定日： 

https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri202109/
https://paypay.ne.jp/event/coupon/
https://paypay.ne.jp/guide/coupon/
https://paypay.ne.jp/event/coupon/
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対象のお支払い（ご注文の）翌日から起算して30日後 
※ 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。 
※ 付与されるPayPayボーナスはPayPay公式ストア、PayPay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。 

 

 

■「加盟店（オンラインショップ）キャンペーン」詳細 

33もの加盟店にてキャンペーンの実施が決定しています。キャンペーン実施加盟店やキャンペーン内容の

詳細については、こちらのキャンペーンページよりご確認ください。 

 

キャンペーン対象加盟店（五十音順）： 

対象加盟店 

PayPayボーナス付与率（最大） 

※ 通常、“ワイモバイル”のスマート

フォンユーザーならびにYahoo!プレミ

アム会員、“ソフトバンク”のスマー

トフォンユーザーの順に記載 

期間 

アソビュー！ 3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

@cosme SHOPPING 
3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

adidas Online Shop 
5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

ECカレント 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

ebookjapan 5%、8%、15% 2021年11月 5日～11 月28日 

Uber Eats 3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

XPRICE 3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

エディオンネットショップ 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月14日 

クラウドキャッチャー 3%、6%、10% 2021年10月 22日～11月28日 

Coke ON 

5%、8%、15% 

（2021年11 月8日～26日） 

50％、53%、60% 

（2021年11 月27日、28日） 

2021年11月 8日～11 月28日 

サーティワン モバイルオーダー 3%、6%、10% 2021年11月 1日～11 月28日 

サウンドハウス 3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

さとふる 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

サンプル百貨店 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

JA-SS 5%、8%、15% 2021年11月 1日～11 月28日 

Joshin Web ショップ 5%、8%、15% 2021年11月 1日～11 月28日 

ZOZOTOWN 3%、6%、10% 2021年11月 5日～11 月28日 

通販のディノス オンラインショップ 3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

ツクモネットショップ 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

https://paypay.ne.jp/event/paypay-matsuri/#netShopping
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-asoview/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-cosme/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-adidas/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-ec-current/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-ec-current/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-ubereats/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-xprice/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-edion-online/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-soundhouse/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-satofull/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-3ple/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-zozo/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-dinos/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-tsukumo/
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※ キャンペーン対象加盟店は今後さらに追加される予定です。決定次第公表します。 
※ 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。 
※ 付与されるPayPayボーナスはPayPay公式ストア、PayPay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。 

※ Coke ONはThe Coca-Cola campanyの登録商標です。 

 

 

■「超PayPay祭 対象店舗のPayPayピックアップで超おトクキャンペーン」詳細 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-pickup/ 
※ 2021年8月1日より実施を予定していた「対象店舗でPayPayピックアップなら最大10%戻ってくるキャンペーン」が新型コ

ロナウイルス感染症が拡大している状況を鑑み、開始を延期することになったことを受け、改めてキャンペーン名称や内容を

変更する形で実施を予定しています。 
 

1． キャンペーン期間： 

2021年10月18日 午前9時 ～ 11月28日 午後11時59分 

 

2.  キャンペーン対象店舗： 

「PayPayピックアップ」の対象加盟店のうち、キャンペーン対象店舗としてPayPayが指定した加盟店 

キャンペーンに参加する全対象店舗については、キャンペーンページにて確認ください。 

 

3． キャンペーン内容： 

キャンペーン対象の「PayPayピックアップ」対象加盟店で決済する（※）と、お支払い金額の最大10％の

PayPayボーナスを付与します。また、“ワイモバイル”のスマートフォンユーザー、ならびにYahoo!プレミ

アム会員は最大13％のPayPayボーナスを付与します。さらに、“ソフトバンク”のスマートフォンユーザー

出前館 3%、6%、10% 2021年11月 5日～11 月28日 

ニコニコレンタカー 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

B.LEAGUEチケット 10%、13%、20% 2021年10月 18日～11月28日 

ひかりTVショッピング 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

ビルディ 3%、6%、10% 2021年11月 1日～11 月28日 

ブックライブ 3%、6%、10% 2021年10月 18日～11月28日 

ふるさと本舗 5%、8%、15% 2021年11月 1日～11 月28日 

プレミアムバンダイ 3%、6%、10% 2021年11月 1日～11 月21日 

ほっかほっか亭モバイルオーダー 3%、6%、10% 2021年11月 1日～11 月28日 

マクドナルド モバイルオーダー 5%、8%、15% 2021年10月 11日～11月7日 

松弁ネット 10%、13%、20% 2021年10月 18日～11月28日 

mora 3%、6%、10% 2021年11月 1日～11 月28日 

ヤマダウェブコム 5%、8%、15% 2021年10月 18日～11月28日 

Rakuten Kドリームス 10%、13%、20% 2021年10月 18日～11月28日 

https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-pickup/
https://paypay.ne.jp/notice/20210716/01/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-pickup/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-2525r/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-bleague-ticket/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-bleague-ticket/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-shop-hikaritv/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-booklive/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-mcdonalds/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-matsuyafoods/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-yamada-denki-online/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-kdreams/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-kdreams/
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は最大20％のPayPayボーナスを付与します。 
※ PayPayピックアップの支払い方法は「PayPay残高」のみとなります。 

※ “ソフトバンク”のスマートフォンユーザーの場合、スマートログイン設定済みのYahoo! JAPAN IDでPayPayアカウント連携

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

JAPAN IDでPayPayアカウント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。 

 

4． 付与上限： 

1回当たりの付与上限：500円相当 

開催期間中の付与合計上限：10,000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。 
※ 付与されるPayPayボーナスはPayPay公式ストア、PayPay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。 

 

 

※ 各種キャンペーンが適用される場合に、同時開催する他の総付キャンペーンの適用条件を満たすとき

にはそれらも適用されますが、1回のお支払いについてのPayPayボーナスの付与率は、合計で支払額の

66.5％が上限です（仮にそれぞれ適用すると合計66.5％を超える場合は、本キャンペーンによる付与分

が縮減されます）。ただし、上記上限は、マイナポイント付与期間中（2020年9月1日～2021年12月31日）

のお支払いに適用されるものであり、2022年1月1日以降は変更予定です。 

 

 

■「超PayPay祭 投資体験してみようキャンペーン」詳細 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-finance/ 

 

1. キャンペーン期間： 

2021年10月18日 午前9時 ～ 11月28日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン内容： 

キャンペーン期間中、「ボーナス運用」のサービス利用規約に同意した方に対し、「スタンダードコース」

の運用中残高（運用ポイント）100円相当分（お一人様につき1回のみ）を付与します。 

 

3. キャンペーン賞品： 

https://paypay.ne.jp/event/matsuri202110-finance/
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「スタンダードコース」運用中残高（運用ポイント）100円相当分 

 

※ 「ボーナス運用」は、有価証券を保有することなくPayPayボーナスで疑似的に運用体験できるサービスです。 

※ 付与する「運用中残高（運用ポイント）」は、同サービス内でのみ利用できますが、PayPayボーナスに交換することが可能

です。付与する運用中残高（運用ポイント）は、上場投資信託の市場価格に応じて残高が変動します。 

※ キャンペーン期間より前に一度でも利用規約に同意した方はキャンペーンの対象外となります。 

※ 本キャンペーンはPayPay株式会社とPayPay証券株式会社が実施します。 

 

 

■Yahoo! JAPANが期間中に実施する企画・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 

エントリーして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

利用額（※1）の5％または10％のPayPayボーナスが追加で付与されます（10月29日は15％のみ）。また、「超

PayPay祭」期間中の毎週日曜日は最大で15％のPayPayボーナスが付与されます。対象ストアや詳細は、企

画ページをご覧ください。 

 

2. PayPayモール、Yahoo!ショッピング「事前に倍！倍！ストア（要エントリー）の対象ストアでのお買い

物」で最大3％付与 

実施期間：10月24、31日、11月7、14、21、28日の午前0時～午後11時59分（11月28日は29日午前1時59分ま

で） 

毎週月曜日から土曜日の間に「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、その週

末の日曜日にお買い物した際にご利用額（※1）の1％、同じストアでの注文でさらに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 毎週日曜日は最大38％を付与 

実施期間：10月24、31日、11月7、14、21、28日の午前0時～午後11時59分（11月28日は29日午前1時59分ま

で） 

実施期間中にお買い物すると、「ソフトバンクスマホユーザーなら毎週日曜日はさらに最大10％相当戻っ

てくる！」、「ソフトバンクスマホユーザーじゃなくても！毎週日曜日はさらに最大5％相当戻ってくる！」

の他、上記キャンペーンやPayPayステップなどの各種キャンペーンを組み合わせると最大で38％のPayPay

ボーナスなどが付与されます。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。 

 

4. PayPayモール、Yahoo!ショッピング初めての方は最大半額のクーポンや無料で商品がもらえる 

対象者：PayPayモール、Yahoo!ショッピングで初めてお買い物をするユーザー（過去1年間に注文のないユ

ーザー） 

＜最大半額クーポン＞ 

配布期間：10月18日 午前0時～11月29日 午前1時59分  

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/buybuy/
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/buybuy/
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/
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※有効期限は取得日時によって異なります 

内容：100円以上のお買い物で使える最大50％OFFクーポン（割引上限額1,500円） 

＜無料商品提供（企画）＞  

実施期間：10月1日 午前0時～30日 午後11時59分、11月1日 午前0時～29日 午前1時59分 

内容：スマホアクセサリーやうどん、ラーメンといった食品などが無料でお申し込みいただけます。 

 

5. 人気賞品50万本当たる「超PayPay祭スピードくじ」 

実施期間：10月18日 午前0時～11月14日 午後11時59分 

上記期間中、商品購入の有無を問わず参加いただける「超PayPay祭スピードくじ」を実施します。Yahoo! 

JAPAN IDがあればどなたでもキャンペーンページにて1日1回くじが引け、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。 

 
※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。 

 

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! ① 10月30日～31日 

11月8日～28日の毎週

土曜、日曜日 

② 10月18日～31日 

③ 10月18日～11月28日 

① 落札対象期間中に競り形式（オークション形式）の商品を

落札で落札金額（税抜）の最大 10%相当のPayPay ボーナ

スを後日付与（付与上限2,000円相当）。また、出品者に向

けて落札システム利用料が実質半額になるキャンペーン

も実施（付与上限：10,000円）。 

② 1取引あたり1,000円（税抜）以上の落札すると11月8～

28日に使える5%OFFクーポン（割引上限額500円）が1

人1枚もらえる。 

③ ヤフオク!で落札・購入経験のない方、またはキャンペーン

開始時に 1 年以上落札・購入経験がない方で、PayPay ア

カウントを連携済みのYahoo! JAPAN IDを対象に50%OFF

クーポン（割引上限額1,000円）を進呈。 

PayPayフリマ 10月18日〜11月28日 新規出品者がエントリーのうえ、出品し売れた商品の送料分の

PayPay ボーナスを後日付与（200 円相当／回、1,000 円相当／

期間）。また新規購入で使える半額クーポン（割引上限額1,000

円）を配布。最大10万円相当のPayPayボーナスが抽選であた

る「アプリで引けるフリマくじ」も実施。 

LOHACO 11月1日正午〜28日 大特価セール、タイムセールをはじめとしたお得なセールを実

施。 

ebookjapan 11月27日〜28日 実施期間中は、最大28％相当のPayPayボーナスを付与。 

https://toku.yahoo.co.jp/paypay-matsuri202110/lot
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Yahoo!モバイル 10月18日〜11月28日 ワイモバイルのSIMご契約特典を一部増額。期間中はシンプル

M：15GBのお申し込みでも、合計最大10,000円相当のPayPayボ

ーナスをプレゼント。 

Yahoo!携帯ショッ

プ（LINEMO） 

10月18日〜11月28日 期間中、「ヤフー限定 LINEMOお申し込み特典」を増額。他社

からスマホプランに乗り換えで、LINEMO公式特典と合わせて

合計13,000円相当のPayPayボーナスを付与。 

GYAO!ストア 11月13日〜28日 対象作品をPayPay払いでレンタルすると、購入金額（税抜）に

対しさらに10％のPayPayボーナスを付与。 

Yahoo!ズバトク 10月18日正午〜11月28日 実施期間中、当選景品として最大25万円相当の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

「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! BB 10月28日午前10時～12月

5日 

PayPayボーナスや回線契約時に利用できるクーポンが当たる

毎日くじを実施。 

Yahoo!プレミアム 10月18日午前10時～11月

28日 

対象加盟店で最大6～30％相当戻ってくるキャンペーンを実

施。 

 

 

■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、万が一被害にあ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／ 登録日：2018年10月5日） 

・資金移動業者（登録番号：関東財務局長 第00068号／ 登録日：2019年9月25日） 

・一般社団法人日本資金決済業協会 （https://www.s-kessai.jp/ ／入会日：2018年9月12日） 

・銀行代理業（許可番号：関東財務局長（銀代）第396号／ 登録日：2020年11月26日） 

・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者（登録番号：関東（ク）第106号／登録日：2019年7月1日） 

・一般社団法人日本クレジット協会（https://www.j-credit.or.jp/ ／入会日：2019年7月1日） 

・金融商品仲介業（登録番号：関東財務局長（金仲）第942号／登録日：2021年6月25日） 

https://www.s-kessai.jp/
https://www.j-credit.or.jp/
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※ 「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（PayPay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は、

資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全していま

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）であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払

手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金

を法務局に供託することにより資産を保全しています。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。 

 

  

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

