
キャッシュレス・ポイント還元事業
（キャッシュレス・消費者還元事業）
消費者向け説明資料



キャッシュレス決済とは‥・

主なキャッシュレス決済手段

クレジットカード

 キャッシュレス決済とは、お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払うことです。
 キャッシュレス決済手段には、クレジットカード、デビットカード、電子マネー（プリペイド）やスマート
フォン決済など、様々な手段があります。

電子マネー
（プリペイド）

デビットカード

スマートフォン決済
（QRコードなど）

現金を直接やり取りしないのが、
キャッシュレス決済の特徴です。
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様々な場面で活躍するキャッシュレス

食品や日用品は、いつも同じスーパー
で買っています。

よく行くお店でキャッシュレスを使うと、ポ
イントがたまってお得です！

趣味や家族と出かけるのに、電車
やバスによく乗ります。

例えば、交通系電子マネーを持ってい
れば、わざわざ切符を買いに行かなくて
良いから便利です！

レジで小銭を出すのに手
間取って、店員さんや後ろ
の人を待たせてしまうのが
気がかり・・・。

キャッシュレスであれば、小銭を出す
手間がかかりません。タッチするだけで
支払えるサービスも普及しています。

現金が足りなくなって、
ATMを探して下ろすのが
大変・・・。

キャッシュレスであれば、現金が足り
なくなって慌ててATMを探す必要は
ありません。大金を持ち歩く必要も
無いので安心です。
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主なキャッシュレス手段 ①クレジットカード／デビットカード

後払い式（クレジットカードなど）

 「クレジットカード」はキャッシュレス決済として最も普及しており、商品やサービス
を受け取った後から支払い請求が来る、後払い式の決済手段。新しくカードを作るため
には与信審査が必要です。

 「デビットカード」は商品やサービスの購入時に使用すると代金が銀行の口座から即時
に引き落とされる、即時払い式の決済手段。新しくカードを作る際の与信審査は不要で
す。

即時払い式（デビットカードなど）

①店の代金はカード会社が立て替える。
②買い物の分だけ、後からカード会社に支払う。

店の機械でカードを読み取り、
自分の銀行口座から即座に支払い。
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主なキャッシュレス手段 ②電子マネー／プリペイドガード
 「電子マネー・プリペイドカード」はカードやスマートフォンに事前に金額をチャージ
をしておき、商品やサービスの購入時にチャージ額から支払う、前払い式の決済手段。
新しくカードを作る際の与信審査は不要です。

前払い式
（電子マネー、プリペイドカードなど）

①カードやスマートフォンに
前もって入金（チャージ）。
②店の機械で読み取って支払い。

利用方法
①カードを作る
お店の窓口や券売機などでカード入手。
※発行手数料や預かり金などが発生。
②入金（チャージ）する
方法１）専用の機械でICカードに入金。

方法２）レジで店員さんに「○○円
チャージしてください」と伝え、現金を渡し
て読み取り機にタッチ。
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主なキャッシュレス手段 ③スマートフォン決済（QRコードなど）
 「スマートフォン決済」は、スマートフォンにクレジットカード、電子マネー、銀行口
座などを登録し支払う決済手段です。

①アプリを入手
スマートフォンに専用の支払アプリを
インストールします。
※アプリの料金は無料。

②支払い方法の登録
専用の支払アプリにお金を入金するため
に、銀行口座やクレジットカード、電子マ
ネーの情報を登録します。

支払方法
方法１）お店が表示する
QRコードをスマートフォンのア
プリで読み取る。

方法２）アプリに表示された
QR コードやバーコードをお店
の人に読み取ってもらう。

方法３）スマートフォンをタッチする。

利用方法
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★下記のマークのアプリをタップ。使いたい
支払アプリを検索し、インストールします。

Play ストア
(Android)

App Store
(iPhone)



キャッシュレス・ポイント還元事業（キャッシュレス・消費者還元事業）とは‥・

 2019年10月1日から2020年6月末まで、対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済でお支
払いをすると、最大で５％のポイント還元を受けられる事業です。

消費者へのポイント還元の流れ

主な対象キャッシュレス決済手段

ポイント還元事業HP： https://cashless.go.jp/

キャッシュレス決済事業者

消費者 キャッシュレス
支払いポイント還元

※決済事業者と店舗が契約
店舗は決済事業者に決済手数料、決済情報を提供
※国は、キャッシュレス端末代、決済手数料を補助、
還元原資を支援

対象となる店舗

このマークのお店が目印

対象の中小店舗

最大５％還元
クレジットカード デビットカード 電子マネー

（プリペイド）
QRコード
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対象となるキャッシュレス決済手段は・・・

クレジットカード QRコード

 本事業では、クレジットカード、デビットカード、電子マネー（プリペイド）、QRコードなど、一般的な
購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段が広く対象となります。

 具体的な対象決済手段はこちらから検索できます。
→ https://cashless.go.jp/consumer/branches-typeA.html

電子マネー（プリペイド）
主な対象決済手段

【交通系】 【交通系以外】

主な対象決済手段

※（株）エムアイシー（名古屋鉄道（株）の100%子会社）発行のmanacaは還元事業の対象となるが、
（株）名古屋交通開発機構発行のmanacaは還元の対象外

（※）

デビットカード

主な対象決済手段

7



※対象/対象外の業種・取引の詳細はＨＰを確認してください。 https://cashless. go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf

 対象となる店舗は、このマーク がついたお店です。
 対象店舗は、店頭のポスターに加え、地図アプリやホームページからも検索できます。
お店の還元率（５％か２％）や、対象決済手段も確認できます。

等

等

５％還元となるお店 ～中小・小規模の店舗～

２％還元となるお店 ～フランチャイズチェーン店舗、ガソリンスタンド～

対象となる店舗は・・・

（例）

（例）

ECサイトも対象

（例）

等
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 対象のお店は、店頭のポスターに加え、地図アプリやウェブから確認できます。

対象のお店を探す

※店舗によっては、背景色が水色のものもあります

① 店頭で探す

店外 （窓・ドア） 店内（レジ周り）

② 地図上から探す

ウェブ上の地図機能 地図アプリ

ステッカー ポスター

対象となる店舗の探し方

https://cashless.go.jp/

地図アプリ使用開始までの３ステップ
１．下記のマークのアプリをタップし、

「ポイント還元事業」と検索
２．ダウンロード

「インストール」or「入手」ボタンをタップ
３．ダウンロード完了後、使用可能

「インストール」「入手」ボタンが「開く」に変わると
ダウンロード完了です。
※登録は一切不要。ダウンロード後すぐに使用可能。

ポイント還元 ポイント還元
Android

（Google Play）
iPhone

(App Store) Android iPhone

ホーム画面の
このマークが地図
アプリです！
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 ポイント還元率や還元対象となるキャッシュレス決済手段はお店によって異なります！店頭のポス
ターや、地図アプリ、ホームページで、ご確認ください。

※記載のロゴは一例です。上記に表示されている対象決済手段であっても、一部のクレジットカード等では還元されない場合があります。
詳細は決済事業者へお問合せ、もしくはホームページでご確認ください。

お店の還元率や対象の決済手段を確認

対象となる店舗での確認ポイント

事業ホームページ 地図アプリ

ロゴを確認！

https://cashless.go.jp/ ロゴを確認！
ロゴを確認！

ポスターやステッカー

還元率を
確認！

還元率を確認！
還元率を確認！
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対象店舗でお買い物をした場合・・・
 例えば、対象店舗で11,000円(税込）のお買い物をした場合、最大550円分のポイント還元が
受けられます。
※原則、税込価格にポイント還元。一部の決済手段では、税抜価格に対してポイント還元される場合もありますので
事前にご確認ください。

商品
10,000円＋1,000円＝11,000円（税込）

11,000円の５％
550円分の
ポイント還元

商品
10,000円＋1,000円＝11,000円（税込）

11,000円の２％
220円分の
ポイント還元

※ポイント還元事業上は、ポイント還元額の小数点以下については切り捨てです。

５％還元となるお店 ～中小・小規模の店舗～ の場合

２％還元となるお店 ～フランチャイズチェーン店舗、ガソリンスタンド～ の場合

※上記は消費税率10％のお買い物の場合を想定しています。

※ポイント還元の方法・上限額等は、キャッシュレス決済手段ごとに異なります。詳しくは各決済事業者にお問い合わせください。11



例えば・・・
対象のコンビニでキャッシュレスでお買い物した場合

対象店舗でクレジットカードでお買い物した場合

※ポイント還元のタイミングや確認方法は、キャッシュレス決済手段ごとに異なります。詳しくは各決済事業者にお問い合わせください。

①対象のコンビニでキャッシュレス決済を使ってお支払い ②その場で、レシートで還元を確認！

P

電機屋

①対象店舗でクレジットカードを使ってお支払い ②後日、カードの明細書で還元を確認！

P

※同じ決済手段であっても、店舗によって還元タイミングが異なる場合がございます。 12



【ポイント還元の還元方法】

○後日、まとめてポイント付与。※電子マネーやクレジットカードなど
○後日、口座引き落としの際にポイント相当額を請求額から相殺。※クレジットカードなど
○後日、口座にポイント相当額を振込。※デビットカードなど
○購入時にその場で、即時還元。※コンビニなど一部店舗

コンビニなどの
レシートクレジットカードなどの

明細書
支払アプリの

支払い完了画面

ポイントの還元方法について・・・
 還元方法や還元タイミングなどはキャッシュレス決済手段毎に異なります。
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 還元の確認方法や上限設定などはキャッシュレス決済手段毎に異なります。決済手段毎に開設され
た特設ページや決済手段毎の問合わせ窓口で詳細はご確認ください。

各決済手段の詳細を確認するには・・・

電子マネー／QRコード等の検索ページ

クレジットカード／デビットカード検索ページ

①対象決済手段を探す ②還元の確認方法・上限額など決済手段毎の詳細を確認
③更に詳しく知りたい場合は各問い合わせ窓口へ

各決済手段毎に開設される特設ページを確認
（付与されるポイント、還元のタイミング、還元方法などが掲載）
→更に詳しく知りたい場合は、各決済手段の問い合わせ窓口
（各特設ページ参照）へ

対象カード

還元方法

還元タイミング

還元の上限額

還元の確認方法

発行手続き方法

その他注意点 等

※各決済事業者の特設ページでは以下の情報等を掲載
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【参考】クレジットカードの問合せ先の確認方法について
①ポスター等で対象となるキャッシュレス決済手段
のブランドロゴを確認

②お手持ちのカードのブランドを確認

ポスター

ホームページ

アプリ

③カードの裏面の電話番号を確認 ④カード発行会社へお問合せ
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キャッシュレス・ポイント還元事業に関する一般的な問い合わせ先

消費者向けホームページ https://cashless.go.jp/consumer/index.html

ID・パスワード・口座番号等の個人情報の取扱いにはご注意を！
電話でお聞きすることはありません。
ショッピングサイトの決済画面が改ざんされる事案も増えています。

 iPhone Android

 HP
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よくあるご質問：キャッシュレスについて

Q.紛失したときが不安・・・
A. 紛失時の救済措置については、各社異なるので事前に規約などを確認しましょう。
紛失してしまった場合、発行会社に連絡をして利用停止にしてもらい、その後、再発行の手
続きをします。条件次第で、全額保証を受けられるといった救済措置が用意されています。

Q. データの流出は大丈夫？
A.銀行や金融機関はもちろん、支払いサービスを提供する会社も、個人情報保護法
の制限の下、個人情報を保護する観点で厳重にデータを取り扱って運営することが
求められています。

Q.身に覚えのない利用に気づいたら？
A.発行会社から送られてくる明細書やウェブの利用履歴は定期的にチェックしましょう。
利用履歴で身に覚えが無いお買い物履歴が見つかった場合は、ただちに発行会社の相談
窓口に連絡して相談しましょう。直近の利用履歴は、発行会社で管理しています。
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Q. ショッピングサイトから個人情報が漏えいしないか不安・・・

A. ショッピングサイトでの決済時に、偽の画面が表示され、カード情報などが盗まれる
事案が発生しています。エラーメッセージが出るなど通常と異なる画面が表示された
場合は注意しましょう（個人情報を盗まれたおそれがある場合は、各都道府県警
察本部にあるサイバー犯罪相談窓口へ御相談ください。）。



よくあるご質問：ポイント還元事業について

Q.自分のカードは対象なの？

A.お持ちのクレジットカードやスマートフォン決済なども、本事業に登録されていれば対象です。
どの決済手段が対象かはホームページで調べるか、決済事業者に問い合わせて確認できます。

Q.電話で口座番号を聞かれることはある？

A.ポイント還元事務局や経済産業省、決済事業者が本事業のために皆さんの口座
番号を電話にてお聞きすることはありません！詐欺などの可能性もありますので、ご注意
ください。また、ID/パスワードなどの個人情報の取扱いには十分ご注意ください。

Q.どのお店で買った場合にポイントがもらえるの？
A.ポイント還元の対象となるお店には、ロゴ入りのポスターやステッカーが貼られています。
ポイント還元のマークがあるお店を探してみてください。ホームページや専用アプリでも
検索が可能です。
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参考資料
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ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

サービス
名称

イオンカード ｄカード オリコカード セゾンカード

発行会社名 株式会社イオン銀行 株式会社NTTドコモ 株式会社オリエント
コーポレーション

株式会社
クレディセゾン

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

オリコポイント・提携先独自
ポイント

（利用月の翌々月）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

必要な
事前準備 なし なし

WEBサイトに登録
オリコポイントゲートウェイ会員登録

https://www.orico.co.jp/creditcard/s
ervice/eorico/use/register/

なし

上限設定 15,000ポイント/月
dカード/dカード GOLDは

15,000円/月
dカード miniは
1,500円/月

15,000ポイント/月 15,000ポイント/月

問合せ窓口 0570-071-090

<dカード>
0120-141-360
<dカード mini>
0120-800-000

※ドコモの携帯電話からの場合は
（局番なし）151（無料）

北海道 011-261-6002
東北 022-215-2655
関東・甲信越 049-271-3330
東海・北陸 052-735-3525
近畿 06-6821-3860
中国・四国 082-225-5360
九州・沖縄 092-722-5477

03-5996-1175
06-7709-8063
0570-666-798

ＵＲＬ https://www.aeonbank.co.jp/a
eoncard/cashless/

https://info.d-
card.jp/std/campaigns/cashless1

909/cpn-cashless1909.html
https://www.orico.co.jp/campaign/1

910010630_cashless/index.html
https://www.saisoncard.co.jp/se

rvices/cashless1908.html

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。 20

https://www.orico.co.jp/creditcard/service/eorico/use/register/
https://www.aeonbank.co.jp/aeoncard/cashless/
https://info.d-card.jp/std/campaigns/cashless1909/cpn-cashless1909.html
https://www.orico.co.jp/campaign/1910010630_cashless/index.html
https://www.saisoncard.co.jp/services/cashless1908.html


サービス
名称

JCBカード ジャックスカード TS CUBIC CARD

発行会社名 株式会社ジェーシービー
およびJCBグループ 株式会社ジャックス 株式会社

トヨタファイナンス

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌月請求時）

引落相殺：Ｊデポ
（利用月の翌々月請求時）

引落相殺
（利用月の翌月請求時）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月 150,000ポイント／９か月

問合せ窓口 0570-010-083 0570-011-344 03-5617-2511
052-239-2511

ＵＲＬ https://www.jcb.co.jp/service/basic/ca
shless.html

https://www.jaccs.co.jp/cashless/cons
umer/

https://campaign.ts3card.com/cashless
/ts.html

ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。21
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ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

サービス
名称

ＭＵＦＧカード DCカード NICOSカード 三井住友VISAカード
三井住友マスターカード

発行会社名 三菱ＵＦＪニコス株式会社
およびフランチャイジー各社 三井住友カード株式会社

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

DCハッピープレゼントのポイント
（利用月の翌々月請求時）（※1）
または本制度専用ポイント

（利用月の翌月末）（※2）

わいわいプレゼントのポイント
（利用月の翌々月請求時）（※1）
または本制度専用ポイント
（利用月の翌々月末）（※2）

引落相殺
（利用日から翌々月請求時）

必要な
事前準備 なし なし

上限設定 15,000ポイント/月 3,750ポイント/月（※1）
15,000ポイント/月（※2）

3,750ポイント/月（※1）
15,000ポイント/月（※2） 15,000ポイント/月

問合せ窓口 0570-550-304
【FC】0570-550-319

0570-550-312
【FC】0570-550-327 0570-550-325 0570-060-852

ＵＲＬ https://www.cr.mufg.jp/cashless/member/index.html https://www.smbc-
card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010244.jsp

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。22

https://www.cr.mufg.jp/cashless/member/index.html
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010244.jsp


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

サービス
名称

UCカード 楽天カード アメリカン・エキスプレス・カード

発行会社名 ユーシーカード株式会社 楽天カード株式会社
アメリカン・エキスプレス・
インターナショナル・
インコーポレイテッド

還元方法
（還元時期）

引落相殺
（利用月の翌々月請求時）

楽天スーパーポイント
通常ポイント
（利用月の翌々月）

引落相殺
（利用日から翌月以降請求時）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 15,000ポイント/月 15,000ポイント/月 135,000ポイント／９か月

問合せ窓口 03-5996-1241
06-7709-8168 0570-66-6910

カード裏面の電話番号
https://www.americanexpress.com/jp/
customer-service/contact-us/index.html

ＵＲＬ https://www2.uccard.co.jp/services/ca
shless1908.html

https://www.rakuten-
card.co.jp/cashless/point-back/?l-

id=corp_oo_top_to_cashless_point-back_pc
https://www.americanexpress.com/jp/

benefits/events-offers/cashless.html

クレジットカード

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。23

https://www.americanexpress.com/jp/customer-service/contact-us/index.html
https://www2.uccard.co.jp/services/cashless1908.html
https://www.rakuten-card.co.jp/cashless/point-back/?l-id=corp_oo_top_to_cashless_point-back_pc
https://www.americanexpress.com/jp/benefits/events-offers/cashless.html


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

電子マネー/プリペイドカード （交通系）

サービス
名称

PASMO Suica manaca

発行会社名 株式会社パスモ 東日本旅客鉄道株式会社 名古屋鉄道株式会社
（株）エムアイシーが発行する記名式manaca

還元方法
（還元時期）

PASMOキャッシュレス還元ポイント
（1月、4月、7月）

※指定された場所へ行き、
PASMOにチャージする必要有

JRE POINT
（利用月の翌月上旬）

ミュースターポイント
（利用月の翌月）

必要な
事前準備

WEBサイトに登録
PASMOキャッシュレスポイント還元サービスに登録

https://cst.pasmo-
service.jp/cstweb/PS1010001

WEBサイトに登録
JRE POINT WEBサイト登録

https://www.jrepoint.jp/point/first/suica/e
ntry/

WEBサイトに登録
ミュースター会員登録

https://my-
mustar.meitetsu.co.jp/user_menu/Member

JoinEntry.aspx?_ga

上限設定 20,000ポイント／３か月 20,000円／チャージ 20,000円／チャージ

問合せ窓口 0570-01-2807 0570-036-776 052-582-5151

ＵＲＬ https://www.pasmo-point.jp/ https://www.jrepoint.jp/information/suica_cashl
ess_pointback/

https://mustar.meitetsu.co.jp/cashless-manaca-
mustar/

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。24

https://cst.pasmo-service.jp/cstweb/PS1010001
https://www.jrepoint.jp/point/first/suica/entry/
https://my-mustar.meitetsu.co.jp/user_menu/MemberJoinEntry.aspx?_ga
https://www.pasmo-point.jp/
https://www.jrepoint.jp/information/suica_cashless_pointback/
https://mustar.meitetsu.co.jp/cashless-manaca-mustar/


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

電子マネー/プリペイドカード （交通系）

サービス
名称

ICOCA nimoca SUGOCA PiTaPa

発行会社
名 西日本旅客鉄道株式会社 株式会社ニモカ 九州旅客鉄道株式会社 株式会社スルッとKANSAI

還元方法
（還元時
期）

ICOCAポイント
（1月中旬、 4月中旬、7月中旬）

nimocaセンターポイント
（利用月の翌月中）

JRキューポ
（利用月の翌月下旬）

ショップdeポイント
（利用日の翌月）

必要な
事前準備

自動券売機かWEBサイトに登録
ICOCAポイント利用登録

https://www.jr-
odekake.net/icoca/guide/point/s

ervice.html

なし なし なし

上限設定 15,000ポイント／月 20,000円／チャージ 20,000円／チャージ 50,000円／月

問合せ窓
口 06-7638-1700 0570-092-111 092-474-7259 0570-014-111

ＵＲＬ https://www.jr-
odekake.net/cashless/icoca/

https://www.nimoca.jp/informat
ion/archives/374

https://www.jrkyushu.co.jp/sug
oca/pressrelease/__icsFiles/afiel

dfile/2019/09/18/annai.pdf
https://www.pitapa.com/cas

hless/member.html

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。25

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/service.html
https://www.jr-odekake.net/cashless/icoca/
https://www.nimoca.jp/information/archives/374
https://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/pressrelease/__icsFiles/afieldfile/2019/09/18/annai.pdf
https://www.pitapa.com/cashless/member.html


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

電子マネー/プリペイドカード （交通系以外）

サービス
名称

nanaco WAON 楽天Edy

発行会社名 株式会社セブン・カードサービス イオンリテール株式会社 楽天Edy株式会社

還元方法
（還元時期）

nanacoポイント
（利用月の翌月１５日）

WAON（電子マネー）
（利用月の翌月２０日頃）

Edy
（支払い日の30日後目途）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 50,000円／チャージ 15,000ポイント／月 2,500ポイント／決済

問合せ窓口 0570-071-555 0570-064-375 0570-081-999

ＵＲＬ https://www.nanaco-
net.jp/info/cashless1909_about.html

https://www.waon.net/campaign/1910
01_cashlesswaoncp/

https://edy.rakuten.co.jp/info/2019/ca
shless/consumer/

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。26

https://www.nanaco-net.jp/info/cashless1909_about.html
https://www.waon.net/campaign/191001_cashlesswaoncp/
https://edy.rakuten.co.jp/info/2019/cashless/consumer/


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

QRコード

サービス
名称

LINE Pay PayPay 楽天ペイメント d払い

発行会社名 LINE Pay株式会社 PayPay株式会社 楽天ペイメント株式会社 株式会社NTTドコモ

還元方法
（還元時期）

LINE Payボーナス
(決済時等※）

PayPayボーナス
（翌月20日前後）

楽天スーパーポイント
通常ポイント

（利用月の翌々月末日

ポイント付与
（翌々月目途）

必要な
事前準備 なし なし なし なし

上限設定 30,000ポイント/月 25,000ポイント/月 25,000ポイント／決済 30,000ポイント／決済

問合せ窓口

0120-102-613
（LINE）
https://line.me/R/ti/p/%40linepayj
p_support
（フォーム）
https://contact-
cc.line.me/serviceId/10712

0120-990-634 050-5357-0898 0120-800-000

ＵＲＬ https://linepay.line.me/even
t/cashless-subsidy.html

https://paypay.ne.jp/event/c
ashless-meti/

https://pay.rakuten.co.jp/ca
mpaign/2019/1001_5percent

_detail/

https://service.smt.docomo.
ne.jp/keitai_payment/campai
gn/cashless_go/index.html

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。
※LINE Payコード支払い：決済時、LINE Payオンライン支払い：決済時、LINE Pay、カード：月末締め翌月付与、QUICPay+：月末締め翌月付与

27

https://line.me/R/ti/p/@linepayjp_support
https://contact-cc.line.me/serviceId/10712
https://linepay.line.me/event/cashless-subsidy.html
https://paypay.ne.jp/event/cashless-meti/
https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2019/1001_5percent_detail/
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/cashless_go/index.html


ポイント還元事業 主要なキャッシュレス決済サービス

QRコード

サービス
名称

メルペイ au PAY J-Coin Pay

発行会社名 株式会社メルペイ KDDI株式会社 株式会社みずほ銀行

還元方法
（還元時期）

ポイント付与
（翌週月曜）

au WALLET ポイント
（利用日の翌月）

ポイント付与
（利用日の翌月末頃）

必要な
事前準備 なし なし なし

上限設定 30,000ポイント／月※１ 30,000ポイント／月※２ 15,000ポイント／月

問合せ窓口 050-3185-6930 0077-7-111 0120-324-367

ＵＲＬ https://jp-
news.mercari.com/cashless-pointback/

https://wallet.auone.jp/contents/lp/ca
shless/description.html

https://www.mizuhobank.co.jp/retail/
oshirase/cashless/index.html

注：上限設定（例：15,000ポイント／月の場合は決済金額30万円～75万円／月）が与信枠を上回る場合は、上限は与信枠になります。

※１ メルペイコード払い：15,000ポイント／月、メルペイ電子マネー (iD) *：15,000ポイント／月
※２ au PAY：15,000ポイント/月、au WALLET プリペイドカード：15,000ポイント/月

28

https://jp-news.mercari.com/cashless-pointback/
https://wallet.auone.jp/contents/lp/cashless/description.html
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/oshirase/cashless/index.html
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