
   

プレスリリース 

2021年6月8日 

PayPay株式会社 

ヤフー株式会社 

ソフトバンク株式会社 

 

 

「PayPay」でお得に買い物をお楽しみいただける夏のキャンペーン 

「夏のPayPay祭」を7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

（以下、ソフトバンク）は、全国の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キ

ャンペーン「夏のPayPay祭（なつのペイペイまつり）」を、2021年7月1日から25日まで実施します。 

 

 

 

 2020年10月から11月と2021年3月に実施した「超PayPay祭」がユーザーや加盟店から大好評だったため、

「夏のPayPay祭」を実施します。今回もユーザーが全国の加盟店、オンラインショップで、キャッシュレ

ス決済サービス「PayPay」を使って支払うと、PayPayボーナスが通常時よりも多く付与され、お得にお買

い物を楽しんでいただけます。 

 

PayPayでは、7月1日から25日までキャンペーン対象のオンライン加盟店で、「PayPay」を使って支払うと、

抽選で決済金額の最大全額（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

れるキャンペーン「夏のPayPay祭 ペイペイジャンボ（オンライン）」を実施します。その他、「夏のPayPay

祭 セブン-イレブンアプリでおトクキャンペーン」や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ボーナスがもらえるキャンペーンなどを実施します。また、「夏のPayPay祭」期間中は

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


   

「PayPayクーポン」の配布も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。随時配信される

ので詳しくはPayPayアプリ上の「PayPayクーポン」のアイコンからご確認ください。 

 

Yahoo! JAPANは、「PayPayモール」や「Yahoo!ショッピング」において、7月1日に先立って、6月23日か

ら7月25日まで、お得な企画やキャンペーンを実施します。中でも、「5のつく日曜日」となる7月25日は、

PayPayボーナスなどが多く付与されるキャンペーンが同時開催され、各種特典を組み合わせることで、最

大37％相当が付与されます。詳しくは、「Yahoo! JAPANが6月23日より実施する企画・キャンペーン一覧」

をご覧ください。その他、Yahoo! JAPANの参画サービスの各キャンペーンの詳細については、7月1日に発

表予定です。 

 

ソフトバンクは、7月1日から全国のソフトバンクショップおよびワイモバイルショップでスマートフォ

ンやアクセサリーなどがお得に購入できる「PayPayクーポン」を配布します。 

 

■ 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 夏の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7月1日～7

月24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 

② 加盟店（オンライ

ンショップ）キャ

ンペーン 

 

2021年7月1日～7

月25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5％

から20％のPayPayボーナスを付与 
 

③ 加盟店（大手加盟

店）キャンペーン 

 2021年7月1日～7

月25日 

対象店舗において「PayPay」で支払う

と、決済金額の5％のPayPayボーナス

を付与 

④ 夏のPayPay祭 セ

ブン-イレブンア

プリでおトクキャ

ンペーン 

セブン-イレブ

ンアプリ 

2021年7月1日～7

月25日 

全国のセブン-イレブンにおいて「セブ

ン‐イレブンアプリ」から「PayPay」

で支払うと、最大で決済金額の5％を

PayPayボーナスで付与 

 

※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 「夏のPayPay祭 ペイペイジャンボ（オンライン）」概要＞ 



   

キャンペーンページ：https://paypay.ne.jp/event/matsuri202107-paypay-jumbo-20210701/ 

1. 開催期間： 

 2021年7月1日 午前9時 ～ 7月24日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン対象店舗： 

「PayPay」のオンライン決済を導入する加盟店のうち、対象店舗としてPayPayが指定した加盟店（対象店

舗のホームページには、本キャンペーンの対象店舗であることが掲出される予定） 

※ キャンペーンに参加する対象店舗については順次、キャンペーンページで公表します。 

 

3. キャンペーン内容： 

 キャンペーン開催期間中に、対象の加盟店においてPayPay残高で支払った場合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。詳細は順次、キャンペーンページでご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ヤフーカード」は「Yahoo! JAPANカード」の愛称です。 

 

4. 対象となる決済： 

  「PayPay」のオンライン加盟店における、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 

https://paypay.ne.jp/event/matsuri202107-paypay-jumbo-20210701/


   

 

6. 付与予定日： 

  支払日の翌日から起算して30日後 

 

＜② 「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。 

 

 

＜③ 「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。 

 

 

＜④ 「夏のPayPay祭 セブン-イレブンアプリで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/matsuri202107-seven-eleven-app/ 

1. 開催期間： 

  2021年7月1日 午前0時 ～ 7月25日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン対象店舗： 

  全国のセブン‐イレブン店舗 

 

3. キャンペーン内容： 

キャンペーン開催期間中に、全国のセブン‐イレブン店舗において購入商品の代金を「セブン‐イレ

ブンアプリ」から「PayPay」で支払うと、お支払い金額の最大 5％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 10％のPayPayボーナスを付与します。（付与上限：1回あたり 100円相当、期間中合計 1,000円相

当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「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

https://paypay.ne.jp/notice/20210608/03/
https://paypay.ne.jp/notice/20210608/04/
https://paypay.ne.jp/event/matsuri202107-seven-eleven-app/


   

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。 

※ セブン-イレブンアプリからPayPayで支払う際は、PayPay残高・クレジットカード・PayPayあと払い（一括払い）でお支払

いが可能です。 

※ ヤフーカード以外のクレジットカードでのお支払いはキャンペーンの対象外です。なお、PayPayアプリでのみ、お支払手

段を登録することができます。 

※ PayPay公式ストア、ワイジェイカード公式ストアではPayPayボーナスが利用できます。出金・譲渡は不可となります。 

 

1. 付与上限： 

1回当たりの付与上限：100円相当 

開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

2. 付与予定日： 

支払日の翌日から起算して30日後 

※ 「セブン-イレブンアプリ」から「PayPay」でお支払いいただいた場合のみキャンペーンの対象となります。 

※ 「PayPayアプリ」でお支払いいただいた場合は本キャンペーンの対象外となります。 

 

 

※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。 

 

■ Yahoo! JAPANが6月23日より実施する企画・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：6月23日 午前0時～7月25日 午後11時59分（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％（※2）または10％（※2）のPayPayボーナス

（※3）が追加で付与されます。中でも、6月29日については「倍！倍！ストア」の対象ストアは一律15％

（※2）のPayPayボーナスが付与されます。1日当たりの付与上限は、15％もしくは10％付与の場合は10,000

円相当、5％付与の場合は5,000円相当です。 

 

2. PayPayモール、Yahoo!ショッピング「倍！倍！ストアで注文した方は7月25日にどのストアでも+1％」、

「倍！倍！ストアで注文した方は7月25日に同じストア注文で+2％」 

実施期間：7月25日 午前0時～午後11時59分 

事前の6月23日 午前0時～7月24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1％（※2）、同じストアでの注文でさらに2％（※2）のPayPayボーナス

（※3）が付与されます。 

 



   

3. PayPayモール、Yahoo!ショッピング 「5のつく日曜日」となる7月25日は、最大37％を付与 

実施期間：7月25日 午前0時～午後11時59分 

最終日の7月25日は、「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！」、「5のつく

日キャンペーン」が同時開催となる「5のつく日曜日」となっており、「PayPayモール」、「Yahoo!ショッピ

ング」でお買い物すると、上記のキャンペーンなどと組み合わせると最大で37％（※4）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、6月23日午前0時以降にキャンペーンページ（外部リ

ンク）をご覧ください。また、「厳選ストアセール」として目玉商品がお得に購入できるセールも実施しま

す。 

 

4. PayPayモール、Yahoo!ショッピング カテゴリセール 

6月23日から7月24日の期間、5のつく日、日曜日を中心に、下記カテゴリを対象としたクーポンの配布

や20時からの4時間限定タイムセールを実施します。 

実施期間と対象カテゴリ： 

6月23日 午前0時～6月27日 午後11時59分 食品・日用品 

6月28日 午前0時～7月8日 午後11時59分 ファッション・コスメなど 

7月9日 午前0時～7月15日 午後11時59分 車・スポーツ・アウトドアなど 

7月16日 午前0時～7月24日 午後11時59分 家電・家具など 

 

 

※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、その支払い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。 

※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。 

※3 PayPayボーナスは出金と譲渡はできません。PayPay公式ストアでも利用可能です。PayPayボーナスの詳細はこちら（外部サイト: 

https://paypay.ne.jp/help/c0048/）をご確認ください。 

※4 Ｔポイント、PayPayボーナスを含みます。 

 

■ ソフトバンクが実施するキャンペーン 

「夏のPayPay祭 ソフトバンク・ワイモバイルショップキャンペーン」 

1. 実施期間： 2021年7月1日～ 7月25日  

※ 営業時間は店舗によって異なります。 

 

2. キャンペーン対象店舗： 

全国のソフトバンクショップおよびワイモバイルショップ 

※ 量販店内ショップなど一部対象外の店舗があります。 

 

3. キャンペーン内容： 

 全国のソフトバンクショップおよびワイモバイルショップでスマートフォンやApple Watch、アクセサリ

ーなどを購入時に使用できる「PayPayクーポン」を配布いたします。 

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/


   

 「PayPay」アプリ上でクーポンを取得後、「PayPay」で支払うことで、お支払い金額の10％のPayPayボー

ナスを付与します。 

※ 割賦での購入や金券、請求料金、修理代金の支払いは対象外になります。 

 

4. 対象者： 

 すべての方 

※“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以外の方も対象です。 

 

5. 付与上限： 

1回当たりの付与上限：1,000円相当 

  開催期間中の付与合計上限：1,000円相当 

 

6. 付与予定日： 

  支払日の翌日から起算して約30日後 

 

 

■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 

・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 

・電気通信事業者 届出番号 A-02-17943 

  

※ 「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/

