
   

 

プレスリリース 

2021年7月1日 

PayPay株式会社 

ヤフー株式会社 

ソフトバンク株式会社 

 

 

「PayPay」で夏トクの1カ月！ 

全国の加盟店、オンラインショップにて「夏のPayPay祭」本日から開催 

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、本日から開始します。本キャンペーンは本日か

ら7月25日まで、約1カ月間にわたって開催します。 

 

 

 

 「夏の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を本日より実施します。 

 

PayPayでは、7月1日から25日まで、友達や家族に「PayPay」を紹介し、紹介された人がキャンペーン条

件を達成すると「紹介した人」と「紹介された人」の両方に最大500円相当のPayPayボーナスを付与する「夏

のPayPay祭 友だち紹介キャンペーン」を実施します。また、「ボーナス運用」のサービス利用規約に同意

したユーザーに対し、「スタンダードコース」の運用中残高（運用ポイント）100円相当を付与する「夏の

PayPay祭 投資体験してみようキャンペーン」や、「夏のPayPay祭」の実施を記念し、法被を着た“ソフト

バンク”のお父さんと“ワイモバイル”のふてニャンがデザインされたきせかえの追加も実施します。さ

らに、「夏のPayPay祭」最終日の7月25日には「PayPay」のユーザー数が4,000万人を突破したことを記念し
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て、オンライン加盟店を含む全国の対象店舗で「PayPay」を使って支払うと抽選で決済金額の最大100％の

PayPayボーナス（付与上限：10万円相当／回、期間上限なし）が付与される「4,000万ユーザー突破記念！

夏のPayPay祭フィナーレジャンボ」を実施します。なお、総務省が実施している「マイナポイント事業」

（※1）において、2021年6月に「PayPay」の登録者数が400万人を突破しました。2021年9月30日までに「PayPay」

へチャージすると、PayPay残高へのチャージ金額、もしくは「PayPay」で支払った金額の25％分のPayPay

ボーナス（付与上限：5,000円相当／期間）が付与され、「夏のPayPay祭」でもお得にご利用いただけます。 

 

Yahoo! JAPANは、本日に先立って6月23日より「PayPayモール」や「Yahoo!ショッピング」において、お

得な企画やキャンペーンを実施中です。「5のつく日曜日」となる7月25日は先日発表した最大37％（※2）

相当のPayPayボーナス等が付与されるほか、「4,000万ユーザー突破記念！夏のPayPay祭フィナーレジャン

ボ」も対象となります。そのほか、「夏の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キャンペーン一覧」をご覧ください。また、「夏のPayPay祭」公式ツイ

ッター（@paypay_matsuri）でも確認できます。 

 

※1 「マイナポイント事業」の詳細は、こちらよりご確認ください。 

※2 Ｔポイント、PayPayボーナスを含みます。PayPayボーナスは出金と譲渡はできません。PayPay公式ストア・ワイジェイカード公式ストアで

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。 

 

 

■ PayPayが期間中に実施するキャンペーン一覧（2021年6月8日プレスリリースからの追加分） 
 

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 友

だち紹介キャンペ

ーン 

ユーザーおよ

びPayPay新規

登録者 

2021年7月1日～7

月25日 

ユーザーが「PayPay」未利用者に

「PayPay」を紹介し、紹介された方

がキャンペーン条件を達成すると、

紹介した方と紹介された方に最大500

円相当のPayPayボーナスを付与 

② 夏のPayPay祭 投

資体験してみよう

キャンペーン 

ボーナス運用 2021年7月1日～7

月25日 

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（お一人様につき1回のみ）を付

与 

③ 4,000万ユーザー突

破 記 念 ！ 夏 の

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 

2021年7月25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1％のPayPayボーナスを付与

※ 一部対象外あり 
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※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 友だち紹介キャンペーン」概要＞ 

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

1. 開催期間： 

 2021年7月1日 午前9時 ～ 7月25日 午後11時59分 

 

2. キャンペーン内容： 

PayPayユーザーが、まだ「PayPay」を利用したことがない方に紹介コードを渡し、紹介された方がキャン

ペーン期間中に以下3つの条件を達成すると、紹介した方と紹介された方それぞれに最大500円相当の

PayPayボーナスを付与。 

 

① PayPayアカウントを新規登録する 

② キャンペーン期間中にPayPayアプリ上で紹介コードを入力 

③ 紹介コード入力後、キャンペーン期間中に1,000円以上（1決済あたり）を「PayPay」で支払う（※1） 

 

3. キャンペーン対象者： 

⚫ 紹介した人： 

本人確認済み（※2）で、友だちや家族など紹介された人が上記キャンペーン内容①②③の条件を達成

したユーザー 

⚫ 紹介された人： 

キャンペーン期間中に上記キャンペーン内容①②③の条件を達成したユーザー 

 

4. 付与上限： 

⚫ 紹介した人：期間中最大 10人までの紹介がキャンペーン対象 

      紹介された人が条件を達成すると 1人あたり 500円相当 

⚫ 紹介された人：最大500円相当（※3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

5. 付与予定日： 

  紹介された人が、キャンペーンの条件を達成する決済を行った翌日から30日後にPayPayボーナスを付与

予定（※4）。キャンペーンの特典付与状況はPayPayアプリ上で確認でき、紹介した人には紹介された人が

キャンペーン条件を達成するとPayPayアプリ上にプッシュ通知が届く。 

 

※1 ②③の条件は、②の後に③を行うことでキャンペーン対象となります。また②の条件を達成した後、初めて1,000円以上
「PayPay」で支払った決済が③の条件達成対象としてカウントされます。なお、③の条件達成対象としてカウントされた支払
いをキャンセルした場合、キャンペーン対象外となります。 

※2 銀行口座登録または顔認証と本人確認書類で本人確認を行い、審査が完了したユーザーのみ対象となります。本人確認の
方法はこちらをご確認ください。また、本人確認審査完了後、キャンペーンの参加対象となるまでに4時間から24時間ほど反
映に時間がかかります。 

※3 総付キャンペーン（抽選が入るキャンペーンを除く）の場合、付与額は支払額合計の66.5％が上限です。各キャンペーン
が重複して適用される際に、付与額が支払額の合計66.5％を超える場合は、「友だち紹介キャンペーン」による付与分が削減さ
れます。なお、「友だち紹介キャンペーン」の付与額削減対象となるのは紹介された人の決済が条件となるため、紹介された
人のみ該当します。 

※4 ご利用状況やシステム上の都合による付与時期が遅くなる場合があります。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。紹介された人が条件を達成した後、特典
付与予定日前にアカウントを解除した場合、紹介した人・紹介された人ともに、PayPayボーナスは付与されません。 

 

 

＜② 「夏のPayPay祭 投資体験してみようキャンペーン」概要＞ 

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

1. 開催期間： 

2021年7月1日 午前9時 ～ 7月25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（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 

スタンダードコース運用中残高（運用ポイント）100円相当 

※ 「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を反映して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。 

 

 

＜③ 「4,000万ユーザー突破記念！夏の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/matsuri202107-paypay-jumbo-20210725/ 

 

詳細はキャンペーンページをご確認ください。 

 

 

※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。 

https://paypay.ne.jp/guide/auth/
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※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、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が期間中に実施するキャンペーン一覧（2021年6月8日プレスリリースからの追加分） 

 

サービス名 キャンペーン名 実施期間 主なキャンペーン 

ヤフオク! ①新規落札者限定

で50％OFFクーポ

ン 

②PayPayボーナス

あわせて 10%相当

もらえる！ 

③オークション形

式の出品で落札シ

ステム利用料が実

質半額 

①7月1日～25日 

②7月24日、25日 

③7月17日～25日 

①PayPay 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 

②7月24日、25日はPayPay支払いなどの

条件をクリアすると、対象金額の最大10％

相当のPayPayボーナスを付与 

③オークション形式の出品をして売れた

ら落札システム利用料の半額相当の

PayPayボーナスを付与 

PayPayフリマ ①新規購入者限定

で50％OFFクーポ

ン&抽選で1万円

相当のPayPayボー

ナスが当たる 

②出品すると合計

1,000円分のクー

ポンもらえる 

7月1日～25日 ①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

入者限定で抽選で 1万円相当の PayPayボ

ーナスが当たる 

②キャンペーン期間中に出品すると 200

円分の PayPay フリマの購入で使えるクー

ポンが最大5枚、合計 1,000円分もらえる 

ebookjapan 夏のPayPay祭 加

盟店（オンライン

ショップ）キャン

ペーン 

7月1日～25日 

（午前9時より開

始） 

期間中対象のオンラインショップにおい

てPayPay残高支払いで最大25％相当の

PayPayボーナスを付与 

Yahoo!モバイル ヤフー店限定 ご

契約特典  夏の

PayPay祭期間中は

いつでもおトク！ 

6月23日〜7月25日 ①通常5のつく日および日曜日のみ適用の

ご契約特典を毎日適用 

②SIMカードお申し込みなら、通常よりも

1,500円相当増額でPayPayボーナスプレゼ

ント。シンプルS（のりかえ）、シンプルM

（新規・のりかえ） 

Yahoo!携帯ショ

ップ（LINEMO） 

ヤ フ ー 限 定 

LINEMOお申し込

7月14日～25日 「ヤフー限定 LINEMOお申し込み特典」

を、期間中は増額。最大1万3,000円相当の



   

み 特 典 〜 夏 の

PayPay祭で増額中

〜 

PayPayボーナスをプレゼント 

GYAO!ストア 夏 の PayPay 祭 

GYAO!ストア作

品をPayPay残高で

購入すると+10％

戻ってくる！ 

7月1日～25日 対象作品をPayPay払いでレンタルすると、

購入金額の10％相当（最大16%）のPayPay

ボーナスがもらえる 

Yahoo!ズバトク 夏のPayPay祭、超

おトクなクーポン

が当たるくじ    

6月23日〜7月25日 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 

・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/

