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全国の西友で「楽天ポイントカード」含むすべての楽天決済サービスが利用可能に、
「楽天西友ネットスーパー」と実店舗で使える「楽天西友アプリ」も提供開始
- サービス開始を記念して、「楽天ポイント」が最大 5 倍付与されるキャンペーンを実施 株式会社西友（以下「西友」）と楽天グループ株式会社（以下「楽天」）、楽天ペイメント株式会社
（以下「楽天ペイメント」）は、スーパーマーケット「西友」、「リヴィン」、「サニー」全店舗（以下
「対象店舗」）において、本日 4 月 26 日（火）より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利
用可能となりました。また「楽天西友ネットスーパー」アプリに、西友の店舗でも使える「楽天ポイ
ントカード」や「楽天ペイ（アプリ決済）
」の決済機能を搭載し、店舗のキャンペーンやお得情報も提
供する「楽天西友アプリ」のサービスを開始しました。

「楽天ポイントカード」の導入により、楽天グループが提供するすべての決済サービスが全国の西
友店舗で利用可能になります。これにより、西友は日本で最大規模の「楽天ポイント」が貯まる・使
えるスーパーマーケットとなります。利用者は、対象店舗にて「楽天ポイントカード」を提示すると
利用金額に応じて「楽天ポイント」を貯めることができ、支払い時には貯まったポイントを使用する
ことも可能となります。また、「楽天ポイントカード」を提示のうえ、「楽天ペイ（アプリ決済）」や
「楽天カード」、電子マネー「楽天Ｅｄｙ」で支払うと、ポイントカード提示と支払いのそれぞれで
「楽天ポイント」を貯められ、いつでも最大 2%のポイント還元が受けられます（注 1）。
「楽天西友アプリ」においては、
「楽天西友ネットスーパー」での注
文・決済の機能に加え、
「楽天ポイントカード」や「楽天ペイ（アプリ
決済）
」も対象店舗でご利用可能で、アプリひとつで「楽天ポイント」
をお得に貯め、お支払いも可能です。またキャンペーンやお得情報も
取得できます。今年 8 月には、店舗でもネットスーパーでも利用でき
るクーポン機能を搭載し、また店舗およびネットスーパーで取り扱う
商品別のポイントアップ情報を提供するなど、今後も順次機能を拡大
予定です。
サービス開始を記念して以下の通り、各種キャンペーンを実施しま
す。詳細は、キャンペーン概要をご確認ください。

●「楽天ポイントカード」の導入を記念して、対象店舗においてお得なキャンペーンを実施します。4
月 26 日（火）から 5 月 8 日（日）まで「楽天ポイントカード」提示で獲得した「楽天ポイント」が通
常の 5 倍（2.5%）、「楽天Ｅｄｙ」で支払うと決済で獲得した「楽天ポイント」が通常の 2 倍（1%）と
なるキャンペーンを実施します。

●5 月 9 日（月）から 7 月 31 日（日）まで、火曜日・土曜日と毎月 15 日がお得になります。「楽天ポイ
ントカード」の提示、支払い、チャージを組み合わせてお得に「楽天ポイント」を貯めることができ
ます。
●4 月 30 日（土）まで、対象店舗において「楽天カード」またはお支払い元に「楽天カード」が設定
された「楽天ペイ（アプリ決済）」でお買い物をされた方（注 2）に、「楽天ポイント」を平日および
日・祝日は通常の 3 倍（3%）、土曜日は通常の 5 倍（5%）進呈するキャンペーンを開催中です。あわ
せて、5 月 31 日（火）まで「楽天カード 西友デザイン」限定で、通常の「楽天カード」新規入会・利
用キャンペーンに追加して、1,000 ポイントを進呈するキャンペーンを実施中です。
●「楽天西友アプリ」のリリースを記念し、「楽天西友アプリダウンロード＆初めてのご利用で最大
600 ポイントプレゼント」キャンペーンも開催しています。
西友と楽天グループは、2018 年 10 月より「楽天西友ネットスーパー」の協働運営を本格的に開始し
ました。また、対象店舗に「楽天ペイ（アプリ決済）」（2020 年 12 月導入）や、来店でポイントがもら
える「楽天チェック」（2021 年 11 月導入）、レシート画像を送付するとポイントがもらえる「Rakuten
Pasha」（2019 年 4 月導入）、
「楽天Ｅｄｙ」（2022 年 4 月導入）、「楽天カード 西友デザイン」（2022 年 4
月申込・発行開始）の導入を行いました。
このたび、「楽天ポイントカード」の導入ですべての楽天決済サービスが利用可能になり、会員数 1
億以上の強固な顧客基盤を活用し、オンラインのみではなくオフラインにおいても、新規を中心とし
て利用者全体の拡大を図ります。
西友は、楽天グループと協働運営する「楽天西友ネットスーパー」をさらに拡大し、楽天決済サー
ビスと「楽天西友アプリ」を通じて行うデジタルマーケティングによって、日本を代表する OMO リテ
ーラーを目指してまいります。
楽天は、西友との協業体制をモデルに OMO プラットフォームとして展開し、日本全国のスーパーマ
ーケット業界をエンパワーメントすることを目指します。
（注 1）「楽天ポイントカード」を提示し、「楽天カード」からオンライン電子マネー「楽天キャッシュ」にチャージ
をして「楽天ペイ（アプリ決済）」（「楽天西友アプリ」の同機能含む）で支払った場合に 2%となります。
（注 2）「楽天ペイ（アプリ決済）」は、支払い元に楽天カードを設定した決済のみが対象で、「楽天ペイ（アプリ決
済）」で「楽天キャッシュ」または「楽天ポイント」で支払いに充当した場合はポイントアップ対象外となります。

■楽天ポイントカード サービス概要
・サービス開始日： 2022 年 4 月 26 日（火）
・概要：対象店舗にて、会計時に「楽天ポイントカード」を提示すると、「楽天ポイント」が進呈され
ます。また会計時に「楽天ポイント」を使用することができます。
・対象店舗： 「西友」「リヴィン」「サニー」全店舗（4 月 26 日時点で 328 店舗）
・対象商品： 対象店舗で販売する商品
※一部対象外商品があります。
・ポイント進呈： 200 円（税抜）のお支払いに対して「楽天ポイント」を 1 ポイント進呈
・ポイント利用： 「楽天ポイント」を 1 ポイント 1 円相当として利用可能
■「楽天西友アプリ」概要
URL： https://www.seiyu.co.jp/service/appli/
アプリの主な特徴：
1. ネットスーパーでも店舗でも、ワンストップでご利用可能
2. 店舗でのご利用において、「楽天ポイントカード」の画面をご提示可能、また「楽天ペイ（アプリ
決済）」と連携しているため、アプリひとつで「楽天ポイント」をお得に貯め、お支払が可能
3. 店舗のキャンペーンやお得情報をご提供
4. 順次機能を拡大予定、お客様の購入履歴やご興味に応じたクーポン提供などのプロモーションを
計画中
iOS※版アプリ： URL https://app.adjust.com/txci40g
（動作推奨環境： iOS 14 以上）
※iOS は Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、iOS はライセンスに基づ
き使用されています。
Android™※版アプリ： URL https://app.adjust.com/txci40g
（動作推奨環境：Android 8 以上）
※Android™は、Google LLC.の商標です。
■楽天ポイントカードサービススタートキャンペーン概要
キャンペーン名称
楽天ポイントカードサービススタートキャンペーン
実施期間
2022 年 4 月 26 日（火）～2022 年 5 月 8 日（日）
https://pointcard.rakuten.co.jp/campaign/seiyu/20220426/
キャンペーンページ
キャンペーン内容
●特典内容
【特典 1 】
キャンペーン期間中に対象店舗で「楽天ポイントカード」を提
示して 200 円（税抜）以上お会計をすると、楽天ポイントを通
常の 5 倍進呈します。
【特典 2】
さらに、お会計時に楽天Ｅｄｙで 200 円（税込）以上お支払い
をすると、Ｅｄｙ決済分の楽天ポイントを通常の 2 倍進呈しま
す。
●キャンペーン対象
以下の条件を満たした楽天会員の方が対象となります。
【特典 1】
キャンペーン期間中に対象店舗で「楽天ポイントカード」を提
示して 200 円（税抜）以上お会計をされた方

【特典 2】
キャンペーン期間中に、対象店舗でお会計時に「楽天Ｅｄｙ」
にて 200 円（税込）以上お支払いをされた方
※「楽天ポイント」での会計も含め、1 ポイント以上獲得され
た会計が対象となります。
※「楽天ポイントカード」を提示しない場合でも特典 2 のポイ
ント進呈対象となります。
※レシートに特典ポイント数の記載はありません。
※獲得された特典ポイントはポイント実績よりご確認くださ
い。
※【特典 1】「楽天ポイントカード」ご利用分のポイントは「楽
天ポイントカード」より進呈、【特典 2】「楽天Ｅｄｙ」でのお
支払い分のポイントは「楽天Ｅｄｙ」より進呈となります。
別々の進呈となりますので、あらかじめご了承ください。
■楽天ポイント 2 倍・4 倍キャンペーン概要
キャンペーン名称
楽天ポイント 2 倍・4 倍キャンペーン
実施期間
2022 年 5 月 9 日（月）～2022 年 7 月 31 日（日）
https://pointcard.rakuten.co.jp/campaign/seiyu/20220509/
キャンペーンページ
キャンペーン内容
●特典内容
キャンペーン期間中の火曜日・土曜日・15 日に対象店舗で「楽
天ポイントカード」を提示して 200 円（税抜）以上の会計をす
ると、「楽天ポイント」を通常の 2 倍進呈します。さらに、それ
ぞれの対象日に条件達成をすると、条件達成に応じた特典を進
呈します。
【キャンペーン期間中の火曜日】
会計時に「楽天Ｅｄｙ」で 200 円（税込）以上支払いをする
と、Ｅｄｙ決済分の楽天ポイントを通常の 2 倍進呈します。
【キャンペーン期間中の土曜日】
会計時に「楽天カード」で 100 円（税込）以上支払いをする
と、カード決済分の「楽天ポイント」を通常の 4 倍進呈しま
す。
【キャンペーン期間中の毎月 15 日】
「楽天Ｅｄｙ」にチャージをすると、チャージ金額の 1％を還
元します。
●キャンペーン対象
以下の条件を満たした楽天会員の方が対象となります。
【「楽天ポイントカード」提示で「楽天ポイント」2 倍】
キャンペーン期間中に、対象店舗で「楽天ポイントカード」を
提示して 200 円（税抜）以上会計をされた方
【「楽天Ｅｄｙ」決済分が「楽天ポイント」2 倍】
キャンペーン期間中の火曜日に、対象店舗で会計時に「楽天Ｅ
ｄｙ」にて 200 円（税込）以上支払いをされた方
・「楽天ポイントカード」を提示しない場合でもポイント進呈
対象となります。

【「楽天カード」決済分が「楽天ポイント」4 倍】
キャンペーン期間中の土曜日に、対象店舗で会計時に「楽天カ
ード」にて 100 円（税込）以上支払いをされた方
・「楽天ポイントカード」を提示しない場合でもポイント進呈
対象となります。
【「楽天Ｅｄｙ」チャージ分の 1％還元】
キャンペーン期間中の毎月 15 日に、「楽天Ｅｄｙ」にチャージ
をすると、チャージ金額の 1％を還元します。
・「楽天ポイントカード」を提示しない場合でもポイント進呈
対象となります。
※レシートに特典ポイント数の記載はありません。
※獲得された特典ポイントはポイント実績より確認ください。
※【「楽天ポイント」2 倍】「楽天ポイントカード」利用分のポ
イントは「楽天ポイントカード」より進呈、【「楽天Ｅｄｙ」決
済分が「楽天ポイント」2 倍】・【「楽天Ｅｄｙ」チャージ分の
1％還元】「楽天Ｅｄｙ」での支払い分のポイントは「楽天Ｅｄ
ｙ」より進呈、【「楽天カード」決済分が「楽天ポイント」4
倍】は「楽天カード」より進呈となります。別々の進呈となる
ので、あらかじめご了承ください。
■「楽天西友アプリ」ダウンロード＆初めてのご利用で最大 600 ポイントプレゼントキャンペーン概
要
キャンペーン名称
「楽天西友アプリ」ダウンロード＆初めてのご利用で最大 600
ポイントプレゼントキャンペーン
実施期間
2022 年 4 月 26 日（火） 0:00 ～ 2022 年 5 月 31 日（火） 23:59
https://www.seiyu.co.jp/service/app_campaign/
キャンペーンページ
キャンペーン内容
●特典内容
対象店舗にて 2,000 円（税抜）以上お買い物いただき、レジで
初めて「楽天西友アプリ」から「楽天ポイント」のバーコード
をスキャンいただいた方に、「楽天ポイント」300 ポイントを進
呈します。
また、「楽天西友アプリ」で初めて「楽天西友ネットスーパ
ー」で 2,000 円以上（税込・送料別）お買物いただいた方に、
「楽天ポイント」300 ポイントを進呈します。

※詳細につきましては、各キャンペーンページをご確認ください。
■西友と楽天グループのプログラム
今回の「楽天ポイントカード」導入で、楽天決済サービスがすべて利用可能に
サービス名
サービス導入時期
ポイント進呈
Rakuten Pasha

2019 年 4 月

楽天ペイ（アプリ決 2020 年 12 月
済）

レシートを撮影して画像を送付するとポイントを
獲得
https://pasha.rakuten.co.jp/
「楽天ペイ」でのお支払で、お支払金額（税込）
の最大 1.5％還元
https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/pointprogram/

楽天チェック

2021 年 11 月

店内指定箇所のチェックインで最大 100 ポイント

楽天カード
西友デザイン
楽天Ｅｄｙ

申込・発行開始
2022 年 4 月 1 日（金）
2022 年 4 月 5 日（火）

お支払で、100 円につき 1 ポイント

楽天ポイントカード 2022 年 4 月 26 日（火）
楽天西友アプリ

2022 年 4 月 26 日（火）

お支払で、200 円（税込）につき 1 ポイント
ご提示で、200 円（税抜）につき 1 ポイント
「楽天ペイ」でのお支払で、お支払金額（税込）
の最大 1.5％還元
https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/pointprogram/

【株式会社西友について】 https://www.seiyu.co.jp/
1963 年に設立された西友は、「西友」
「サニー」「LIVIN」の 300 以上の店舗と「楽天西友ネットスーパ
ー」を通じて、北海道から九州まで全国のお客さまに食料品、日用品、住居用品、衣料品を提供して
います。
「西友が身近にある幸せ」の実現を使命とし、お客さまの多様なご要望やニーズにお応えでき
る価値ある商品を揃え、徹底した業務の効率化とテクノロジーによって、お得な価格で提供します。
さらに、株主である KKR、楽天、ウォルマートの強みを最大限活用することで、店舗とネットを融合
する OMO サービスにおいて業界をリードする存在になることをめざし、お客さまが毎日の生活におい
て “カカクやすく、クラシおいしく（美味しい・便利）” を感じていただける存在となるよう、革新と
挑戦をし続けています。
【楽天ペイメント株式会社について】 https://payment.rakuten.co.jp/
楽天ペイメント株式会社は、楽天グループにおいて決済・マーケティング分野を中心としたサービス
を展開する企業として 2019 年 4 月に設立されました。現在、「楽天ペイ（アプリ決済）」、「楽天ペイ
（実店舗決済）」
、「楽天ポイントカード」、
「楽天Ｅｄｙ」、「楽天チェック」といったサービスを運営し
ています。お客様には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店様には業種・業態に合わせ
た幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムを通じたビジネス支援を提供
しています。
以上

