
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。

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。

https://www.jcb.co.jp/service/basic/cashless.html
https://www.jaccs.co.jp/cashless/consumer/
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

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。

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。

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。

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。

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。

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

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

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

