ポイント付与の対象

決済サービス名

付与条件

あかがねポイント

選択し、かつ「健康保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両

期間

国のマイナポイント第2弾の申込みで「新居浜あかがねポイント」を

（新居浜市）

方を実施し、新居浜あかがねポイント特設サイトの申込フォームから申

付与ポイント

付与時期

受け取り方法

～

保険利用申し込み」、「公金口座の登録」の両方を実施し、期間中に県
内対象店舗でau PAYにて「お支払い」をしていること。
※au PAYコード支払いが対象になります。au PAYカード、au PAYプリ

令和4年10月15日
～
令和5年1月31日

エピコマネー
（株式会社フジ・カードサービス）

エフカマネー
（株式会社フジ・カードサービス）

つ「健康保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両方を実施
し、期間中に愛媛県内の店舗で「チャージ」していること。

国のマイナポイント第2弾の申込みで「エフカマネー」を選択し、か
つ「健康保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両方を実施
し、期間中に愛媛県内の店舗で「チャージ」していること。

令和4年9月1日
～
令和5年2月28日

（コールセンター）

申込後・受け取り資格

自動付与

確認後、翌月末に付与

chiicaアプリ「使えるお店」のページで確認が可能

chiicaアプリ「内訳」→「発行利用履歴を確認」→「発行

ma.lg.jp/soshiki/seisa

利用履歴一覧」のページで確認が可能

ku/akaganemaina.htm
l

0897-66-7327
（平日 10:00～18:00）
info@akagane-point.com

au PAYアプリの「使えるお店」からご確認くださ

お支払い金額の最大40％ 利用月の翌々月末まで
の残高付与（上限4,000円 （1月利用分のみ2月末
/回・期間）

前払い（チャージ）額の
40％分の「エピコマネー
チャージ」

自動反映

まで）

い。
但し、一部には使えないお店も混在していますの
で、利用前に店舗にてご確認ください。

au PAYアプリのホーム画面から、「お金の管理」 〉 「au
PAY」に遷移し、au PAY残高が付与される月を選択いただ
く事で、過去のご利用履歴を含めご確認いただけます。
※フィルター機能で［チャージ］のみをご選択いただくとご確

https://kantan0120-974-089
cpn.auone.jp/cp/
campaign/202210 受付時間：10時～20時（全日対応）
_ehime/
運営期間：2022/9/15～2023/3/31

認しやすくなります。
【フジ・カードサービスお問い合わ

愛媛県内のAコープ西日本直営店

1日～末日チャージ分

自動付与

を翌月10日

※前払い（チャージ）することで、上乗せ分のエピコマネー（電子マ
ネー）が付与されます。

フジ・カードサービスへお問い合わせ
089-913-6218

https://www.fujifc
a.co.jp/acoopnishinihon/mynu
mberpoint/

せ デスク】

089-913-6218
9:00～20:00（年中無休）

令和4年6月30日

前払い（チャージ）額の

～

40％分の「エフカマネー

令和5年2月28日

問い合わせ先

ス
https://www.city.niiha

4,000円分ポイント

ペイドカードは対象外です。
国のマイナポイント第2弾の申込みで「エピコマネー」を選択し、か

決済サービ

【新居浜あかがねポイント事務局】

令和4年7月19日

国のマイナポイント第2弾の申込みで「au PAY」を選択し、かつ「健康

（KDDI株式会社）

付与状況の確認方法

令和5年1月31日

込をすること。

au PAY

対象店舗

チャージ」

1日～末日チャージ分

自動付与

を翌月10日

愛媛県内のフジ各店、スーパーＡＢＣ、レデイ薬局

①エフカWebサービス

及びテナント加盟店、外部加盟店、各店

②フジのアプリお得チェック

※前払い（チャージ）することで、上乗せ分のエフカマネー（電子マ

③フジ・カードサービスへお問い合わせ（フリーダイヤ

ネー）が付与されます。

ル：（0120）123-452）

https://www.fujifca.
co.jp/campaign/ehi
me-mynpp/

【フジ・カードサービス】

0120-123-452
（9:00～20:00（年中無休））

ｄポイントクラブサイトにて確認
ｄ払いアプリにて確認

国のマイナポイント第2弾の申込みで「ｄ払い」を選択し、かつ「健

d払い
（株式会社NTTドコモ）

康保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両方を実施し、期間
中に県内対象店舗でｄ払いにて「お支払い」をしていること。
※チャージのみでは付与されません。ｄ払いでのお支払い時に適用され

令和4年6月30日

お支払い金額の40％分の

～

d ポイント（期間・用途

令和5年2月28日

限定）を進呈

※キャンペーン開始時期・更新頻度により掲載店舗に差異が生じるこ

※サイト上は「愛媛県応援ポイント」と表記されます。
お客様ご利用の携帯電話より、ポイントの獲得履歴をご確認いただけます。

とがありますのでご注意ください。ドコモ側の登録完了次第、d払いア ・「dポイントクラブ」→「ポイント表示部分を押下」→「ポイント獲得・利用

ご利用決済月の翌月末

自動付与

頃に順次進呈

ます。

プリへ反映します。

履歴」→「dアカウントのID・パスワードを入力」

※キャンペーン対象となっているが掲載されていない店舗が一部ござ

・｢dメニュー｣→｢My docomo(お客様サポート)｣→「ポイント」→｢ポイントの

います。

詳細を見る｣→｢ポイント獲得・ポイント履歴を見る｣

※変更・追加する場合がございます。予めご了承ください。

※spモード以外での接続の場合は、dアカウントでのログインが必要

【d払い自治体キャンペーンコール
https://nttdocomossw.com/keitai_payme
nt/campaign/dpay_ou
en/ehime/index.html

センター】

0120-114-331
（平日 9:30～17:30）

また、d払いアプリ内で合計ポイント数をご確認いただけます。

国のマイナポイント第2弾の申込みで「PayPay」を選択し、かつ「健
康保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両方を実施し、期間

ペイペイ
（PayPay株式会社）

【PayPayカスタマーサポート窓

中に県内対象店舗で、PayPay残高、PayPayカード（旧Yahoo! JAPAN

令和4年10月1日

カード含む）、PayPayあと払い、PayPayあと払い（一括のみ）でお支

～

払いをしていただいた方に対し、後日PayPayポイントを付与します。

令和5年1月31日

お支払い金額の40％分の お支払いの翌日から起
PayPayポイント（最大

算して30日後に付与し

4,000ポイント）

ます。

自動付与

PayPayアプリで確認

PayPayアプリの「おトク」アイコンから該当のキャンペー https://paypay.ne

※対象店舗はマップ上のアイコンに「応援」マークが付きます。

ンをタップすることで確認ができます。

.jp/event/ehimepref/

口】

0120-990-634
営業時間：24時間受付 / 土日祝日を含
む365日

※チャージのみでは付与されません。PayPayでのお支払い時に適用され
ます。
前週金曜～木曜の申込

まちペイ
（株式会社まちペイ）

国のマイナポイント第2弾の申込みで「マチカ（まちペイ）」を選択

令和4年6月30日

し、かつ「健康保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両方を

～

実施し、期間中にマチカマネーを「チャージ」すること。

マチカアプリまたはマチカ公式ホームページにて確

みデータについて、金
前払い（チャージ）額の

曜にマイナポイントが

40％分の「マチピ」

付与される。

令和5年2月28日

自動付与

認

マチカアプリのトップページから「利用履歴を見る」を

※マチカアプリトップページから「まちペイが使える店舗一覧」を

タップしてご確認いただけます。または、マチカお客様セ

https://machica.jp/my

タップして「チャージが可能」な店舗を検索していただけます。また

ンターTEL0570-055-081（10時～17時）でも照会に対応

numbercard-point/

※6月30日以降申し込み分

は、マチカ公式ホームページでもチャージ可能店情報を掲載している

についての初回付与日は8

ほか、クレジットカードからのオンラインチャージも対象となりま

【マチカお客様センター】

0570-055-081
（10:00～17:00）

いたします。

す。

月5日(金)。

【受取が必要】

国のマイナポイント第2弾の申込みで「Edy」を選択し、かつ「健康保

楽天Edy
（楽天Edy株式会社）

険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」両方を実施し、期間中に県
内対象店舗でEdy払いにて「お支払い」をしていること。
（お支払い対象期間は令和4年8月1日から令和4年12月31日迄)

令和5年3月20日までに、Edy受取端

令和4年8月1日
～

お支払い金額の40％分の ご利用決済月の翌月15 末やスマートフォンアプリ（おサイ
Edyを進呈

日頃に進呈

令和4年12月31日

フケータイの楽天Edyアプリや
iPhone用Edyカード用楽天Edyアプ

楽天Edy株式会社の特設サイト上で表示されている店
舗でのご利用が対象となります。

「Ｅｄｙ」の受け取り明細にて確認

特設サイトURL

https://be.rakuten-edy.co.jp/GSL/view/giftsearchlist/search

（https://edy.rakuten.co.jp/info/localgovernment/mynumber_point/

※過去90日間の付与履歴が確認できます。

https://edy.rakuten.co
.jp/info/localgovernme
nt/mynumber_point/e
hime_premium/

【楽天Edy】

0570-081-999
（平日9:30～19:00、土日祝日10:00～
18:00）※ナビダイヤル

ehime_premium/）

リ）等で受取

楽天ペイアプリでコード表示・QR読み取り・セルフ

楽天ペイアプリ
(楽天ペイメント株式会社）

でのお支払いが利用できる愛媛県内の店舗のうち、

令和4年9月1日
マイナポイントの申込みで「楽天ペイアプリ」を選択し、期間中に県内
対象店舗で利用する

～

利用額に応じた「楽天ポ
イント」

利用月の翌々月末頃

自動付与

令和5年1月31日

「使えるお店 地図」に掲載されている店舗でのご利 楽天ポイントクラブにて確認
用が上乗せ対象となります。

※過去1年分の付与履歴が確認できます。

（URL）未定

050-5490-2648
（平日9:30～18:00）

なお、一部、地図上に表示されない対象店舗や、県
内であっても対象外となる店舗がございます。
愛媛県内のイオン、イオンスタイル、マルナカ、
ザ・ビッグ、マックスバリュの各店にて、住所確認
とＷＡＯＮカードの登録受付を行いますので、氏名

国のマイナポイント第2弾の申込で「WAON」を選択し、かつ「健康
保険利用申し込み」、「公金受取口座の登録」の両方を実施し、期間中

ＷＡＯＮ
（イオンリテール株式会社）

に県内在住者が県内対象店舗で所定の手続の上、前払い（チャージ）し
ていること。
※手続受付期間：令和4年8月1日～令和5年1月31日
間は令和4年6月30日から令和5年1月31日迄）

（チャージ対象期

令和4年6月30日

前払い（チャージ）額の

～

40％分の「ＷＡＯＮ」

令和5年1月31日

（最大4,000ＷＡＯＮ）

【受取が必要】

前払い（チャージ）の WAONステーション、イオン銀行Ａ
翌月末頃

ＴＭなどで受取

【WAONコールセンターマイナポイ

と県内在住が確認できるもの（マイナンバーカード、運

ントダイヤル】

転免許証、健康保険証、公共料金の請求書等）及び、マイナ

愛媛県版マイナポイントのお受け取

ポイントの申込みを済ませたＷＡＯＮカードをご持
参ください。
その後、愛媛県内で前払い（チャージ）すること
で、上乗せ分のＷＡＯＮが付与されます。
※店舗での申込前に行われたチャージは、申込後、
遡及して付与されます。（チャージ対象期間中に
チャージされたものに限る）

りに関するお問い合わせ先

WAONステーション、イオン銀行ＡＴＭなどで確認

https://www.waon.net
/ehime-myna/

0570-200-886
(ナビダイヤル・通話料有料)(9:00
～21:00 年中無休)

