
   

プレスリリース 

2021年2月16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3月1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、2021年3月1日から3月28日まで実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回の「超PayPay祭」は、2020年10月から11月にかけて実施しました。「PayPay」をご利用のお客さま（以

下、ユーザー）は、全国の加盟店、オンラインショップやサービスにて「PayPay」で支払うと、PayPayボ

ーナスが通常時よりも多く付与され、大変好評をいただきました。今回も、お得に買い物や「PayPay」の

アプリ、「Yahoo! JAPAN」で提供しているサービスでご利用いただけます。 



   

 

PayPayでは、全ユーザーを対象に、オンライン加盟店を含む、全国の対象店舗において「PayPay」で決

済するとPayPayボーナスが付与される「最大1,000円相当 20%戻ってくるキャンペーン」を実施します。

「PayPay」を新規で登録したユーザーや過去半年間「PayPay」を利用されていなかったユーザーが決済す

ると、さらに付与率が上がります。その他、一部の大手加盟店やオンラインショップで、決済金額に応じ

てさらにPayPayボーナスが付与されるキャンペーンなどを実施します。あらゆるユーザーに「PayPay」の

利便性とお得さを体験していただけるなど、前回の「超PayPay祭」をさらに拡充したキャンペーンです。 

 

 Yahoo! JAPANは、上記のキャンペーンに加え、「超PayPay祭」期間中の3月1日から3月28日まで、「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。各キャンペーンの詳細は、3月1日に発表予定です。 

 

※ ユーザーのご利用状況によって付与率が変わります。詳細は「超PayPay祭 最大1,000円相当 20%戻ってくるキャンペー

ン」概要にてご確認ください。 

 

 

■ PayPayが期間中に実施するキャンペーン一覧 
 

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 最大

1,000円相当 20%

戻ってくるキャン

ペーン 

オンライン加

盟店を含む、

全国の対象店

舗 

2021年3月1日～3

月28日 

対象店舗において「PayPay」で支払

うと、決済金額の20%のPayPayボー

ナスを付与 

※一部対象外あり 

② 超PayPay祭 ペイ

ペイジャンボ（オ

ンライン） 

対象オンライ

ンショップ 

2021年3月1日～3

月26日 

対象オンラインショップにおいて対

象の支払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1%のPayPayボーナ

スを付与 

③ 超PayPay祭 

PayPayピックアッ

プで当たる！ペイ

ペイジャンボ 

※3月1日から、現

在開催中のPayPay

ピックアップで当

たる！ペイペイジ

ャンボのキャンペ

PayPayピック

アップが利用

可能な店舗 

2021年2月1日～3

月31日 

事前注文サービス「PayPayピックア

ップ」を利用して、対象の飲食店が

提供するテークアウト（店頭持ち帰

り）商品の代金を支払うと、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1%のPayPayボーナス

を付与 



   

ーン名を変更 

④ 加盟店（オンライ

ンショップ）キャ

ンペーン 

 

2021年3月1日～3

月28日 

対象オンラインショップにおいて

「PayPay」で支払うと、決済金額の3%

～50%のPayPayボーナスを付与 

⑤ 加盟店（大手加盟

店）キャンペーン 

 2021年3月1日～3

月28日 

対象店舗において「PayPay」で支払う

と、決済金額の3%～50%のPayPayボー

ナスを付与 

⑥ 超PayPay祭 あな

たの街の百貨店で

超おトクキャンペ

ーン 

対象の百貨店 2021年3月1日～3

月28日 

全国の対象百貨店の対象売り場にお

いて「PayPay」で支払うと、決済金額

の5%のPayPayボーナスを付与 

⑦ 超PayPay祭 スタ

ーバックスで最大

100円相当戻って

くるキャンペーン 

スターバック

ス 

2021年3月1日～3

月28日 

対象店舗において300円以上の代金を

「PayPay」で支払うと、最大100円相当

のPayPayボーナスを付与 

⑧ 超PayPay祭 口座

開設＆PayPay残高

チャージ＆カード

ローンご利用で最

大20,000円プレゼ

ントキャンペーン 

ジャパンネッ

ト銀行 

※2021年4月5日に

PayPay銀行に社名

変更予定 

2021年3月1日～4

月30日 

・口座開設およびPayPay残高チャージ

1万5,000円以上で現金4,500円プレゼ

ント 

・アプリ上の「お金を借りる」などか

らカードローンのご利用で現金最大1

万5,500円をプレゼント 

 

※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。 

 

 

＜① 「超PayPay祭 最大1,000円相当 20%戻ってくるキャンペーン」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/matsuri202103-return/  

1. 開催期間： 

2021年3月1日 午前9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： 

オンライン加盟店を含む、全国の「PayPay」の加盟店 

※一部対象外の店舗があります。詳細は今後公開する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」で決済すると、最大 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”のスマートフォンユーザーは最大 30%のPayPayボ

ーナスを付与します。さらに、初めて「PayPay」をご利用のユーザーおよび過去6カ月間「PayPay」を利



   

用していないユーザーは、最大20%のPayPayボーナスを上乗せして付与します。 

 

・全ての「PayPay」ユーザー 

 

 

・3月に新規登録したユーザー（※3） 

対象：2021年3月1日から3月28日の期間に、新規で「PayPay」をご登録いただいた方 

 

 

・半年間利用されていないユーザー（※4） 

対象：2020年9月1日から2021年2月 28日までの期間において、「PayPay」でのお支払いがない方 

（ご登録後 2021年2月28日までに一度もお支払いがない方を含む） 



   

 

※1 “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。  

 

※2 Yahoo! JAPANの一部のサービスでのお支払いの際は、最大20%の付与率となります。付与上限は変わりません。詳細

は追ってキャンペーンページにてご案内いたします。 

※3 SMS認証によるアカウントのご登録まで完了された方が対象です。 

※4 過去の支払い状況については、アプリ内の「取引履歴」からご確認いただけます。 

 

・対象の支払い方法 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

※「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

※本キャンペーンは、期間中であっても、翌月付与予定分を含めてPayPay株式会社が付与するPayPayボーナスが想定予

算額相当に達する見込みとなった場合、途中終了いたします。終了の場合は、終了前日にキャンペーンページ内およびアプ

リ内にて告知いたします。     
 
 

4. 付与上限： 

 ・全ての「PayPay」ユーザー 

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：1,000円相当 

 

・“ソフトバンク”または“ワイモバイル”のスマホユーザー（半年間利用されていないユーザーを含む） 

1回の支払いにおける付与上限：2,000円相当 

開催期間中の付与合計上限：2,000円相当 

 

・3月に新規登録かつ“ソフトバンク”または“ワイモバイル”のスマホユーザー 

1回の支払いにおける付与上限：3,000円相当 

開催期間中の付与合計上限：3,000円相当 

 

5. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

 

 

＜② 「超PayPay祭 オンラインジャンボ」概要＞ 

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/paypay-jumbo-20210301/ 

詳細はホームページをご確認ください。 

 

 

＜③ 「超PayPay祭 PayPayピックアップで当たる！ペイペイジャンボ」概要＞ 

現在実施中の「PayPayピックアップで当たる！ペイペイジャンボ」は2021年3月1日から「超PayPay祭」の

一環になり、キャンペーン名称が「超PayPay祭 PayPayピックアップで当たる！ペイペイジャンボ」に変

わります。詳細はホームページをご確認ください。 

 

 

＜④ 「加盟店（オンラインショップ）キャンペーン」概要＞ 

詳細はホームページをご確認ください。 

 

 

＜⑤ 「加盟店（大手加盟店）キャンペーン」概要＞ 

詳細はホームページをご確認ください。 

 

 

https://paypay.ne.jp/event/paypay-jumbo-20210301/
https://paypay.ne.jp/notice/20210129/02/
https://paypay.ne.jp/notice/20210216/04/
https://paypay.ne.jp/notice/20210216/05/


   

＜⑥ 「超PayPay祭 あなたの街の百貨店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/dept-store/ 

詳細はこちらのプレスリリースをご確認ください。 

 

 

＜⑦ 「超PayPay祭 スターバックスで最大100円相当戻ってくるキャンペーン」概要＞ 

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

1. 開催期間： 

2021年3月1日 午前9時 ～ 3月28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： 

 PayPayのコード支払い（ストアスキャン方式）が可能な全国の「スターバックス」 

 ※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の対象外店舗一覧をご確認ください。 

 ※対象外店舗は追加で増える場合もあります。その際は、対象外店舗一覧でお知らせします。 

 

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 300円以上の代金を「PayPay」で支払うと、下記の通り

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://about.paypay.ne.jp/pr/20210216/02/
https://paypay.ne.jp/event/starbucks/


   

 

4. 付与上限： 

 ・全ユーザー 

1回の支払いにおける付与上限：100円相当 

開催期間中の付与合計上限：100円相当 

 

・“ソフトバンク”または“ワイモバイル”のスマホユーザー、ならびにYahoo!プレミアム会員  

1回の支払いにおける付与上限：100円相当 

開催期間中の付与合計上限：200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 口座開設＆PayPay残高チャージ＆カードローンご利用で最大20,000円プレゼントキャ

ンペーン」概要＞ 

※ジャパンネット銀行は2021年4月5日にPayPay銀行に社名変更予定。 

 

（1）「ジャパンネット銀行口座開設＆PayPay残高チャージキャンペーン」 

1. 開催期間： 

 口座開設の申込期間：2021年3月1日 午前0時 ～ 4月30日 午後11時59分 

 チャージ対象期間：2021年3月1日 午前0時 ～ 5月31日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、ジャパンネット銀行の口座開設後、開設月の翌月末までに合計 1 万 5,000

円以上PayPay残高にチャージすると現金 4,500円をプレゼントします。 

 

 

（2）「ジャパンネット銀行カードローン新規契約＆借入キャンペーン」 

1. 開催期間： 

 カードローンの申込期間：2021年3月1日 午前0時 ～ 4月30日 午後11時59分 

 カードローンの借入期間：2021年3月1日 午前0時 ～ 4月30日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン内容： 

①キャンペーン開催期間中に、「PayPay」ミニアプリの「お金を借りる」などからジャパンネット銀行の

カードローンを新規契約すると現金 1,500円をプレゼントします。 

 

②上記導線などからカードローンをお借り入れいただくと、期間中の合計借入金額に応じて現金最大 1

万 4,000円をプレゼントします。 



   

・10万円～50万円未満：500円 

・50万円～100万円未満：1,000円 

・100万円～150万円未満：5,000円 

・150万円～300万円未満：7,000円 

・300万円以上：1万4,000円 

 

①、②のキャンペーン適用で現金最大 1万5,500円をプレゼントします。 

 

※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。 

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。 

 

 

■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 

・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。 

 

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

