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事前チャージ不要のお支払い機能「チャージ&ペイ」の対象カードを拡大
Visa LINE Pay クレジットカードに加えて、三井住友カードが発行する
Visa ブランドのクレジットカードの登録が可能に
「チャージ&ペイ」対象カード拡大を記念して 5 月 13 日（木）よりキャンペーンを開催
LINE Pay 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：長福 久弘、以下：LINE Pay）
、三井住友カード株式会
社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大西 幸彦、以下：三井住友カード）の二社は、2021 年 5 月 10 日(月)
より、
「LINE Pay」のお支払い機能「チャージ&ペイ※1」の登録可能な対象カードを拡大し、
「Visa LINE Pay クレジット
カード（以下：LINE クレカ）
」に加えて、三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカードの登録が可能にな
りますのでお知らせいたします。※2 また、LINE Pay は、2021 年 5 月 13 日(木)より「チャージ&ペイ」対象カード拡大
を記念して、
「三井住友カード チャージ＆ペイ対応記念キャンペーン」を開催いたします。
※1 銀行口座やコンビニなどから事前に「LINE Pay」残高をチャージしなくてもお支払いいただける機能となります。チャージ＆ペイの詳細は LINE Pay 公
式ブログ（ http://pay-blog.line.me/archives/23067855.html ）をご覧ください。
※2 ANA カード(全券種)は登録対象外となっております。
＊本サービスは、2020 年 10 月 30 日に公表した LINE Pay と三井住友カードにおける戦略的業務提携の取組みの一環になります。詳細は、プレスリリース
【LINE Pay】三井住友カードとの戦略的業務提携の推進について( https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2020/3479 )をご覧ください。

「チャージ&ペイ」の対象のカード拡大により、三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカードをお持ちの
方は、
「LINE Pay」アカウントに登録し、お支払い方法として「チャージ&ペイ」を選択いただくことが可能となります。
今後は、
「LINE Pay」が使えるお店でショッピングが可能になり、ご利用できる店舗やお支払い方法が拡充し利便性が向
上します。具体的には、Visa が使えるお店はもちろんのこと、事前に「LINE Pay」残高へチャージすることなく「LINE
Pay」が使えるお店でのショッピング、
「LINE Pay 請求書支払い」
、
「オンライン支払い」がご利用いただけます。
なお、LINE クレカを「チャージ＆ペイ」のお支払い方法として登録しているお客さまも、お支払い画面で、今回登録され
たカードを選択、切り替えしてのご利用が可能となります。
また、LINE クレカを登録した「チャージ&ペイ」でのお支払いでは、ご利用金額の 0.5％分の LINE ポイントが還元さ
れますが、三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカードでの「チャージ&ペイ」の場合、ご利用代金 200
円（税込）につき１ポイントの V ポイントが還元されます。こちらもお得にポイントを貯めることができます。
＊V ポイントに関する詳細は三井住友カードの HP（https://www.smbc-card.com/mem/wp/about_vp.jsp）をご確認ください。

【チャージ&ペイの設定手順】
■LINE Pay へのクレジットカード登録設定
① LINE ウォレット＞LINE Pay ＞「クレジットカード登録」をタップ
②「カード登録」をタップ
③ クレジットカードの情報を手入力する
④「カード登録」をタップ
⑤⑥⑦ 内容を確認して「確認」をタップ
⑧ 登録完了

■LINE Pay の支払い設定手順
① LINE ウォレット＞LINE Pay コード（右上の QR コード） ＞「変更」をタップ
② 登録をしたクレジットカードを選択
③ 設定完了
＊お支払い方法の選択以外の場所をタップするとお支払い画面に戻ります。
＊設定した内容は、次回以降のお支払い時にも保持されます。

■チャージ＆ペイのサービス概要
正式名称

チャージ&ペイ

対象カード

①

LINE クレカ

②

三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカード※3

ご利用枠

対象カードの本会員ご利用枠内かつ LINE Pay の限度額の範囲内

ご利用特典

①

LINE クレカ：ご利用金額の 0.5％分の LINE ポイント※4

②

三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカード：
ご利用代金 200 円（税込）につき１ポイントの V ポイント※5

利用できるお店

LINE Pay 加盟店（含むオンライン、LINE Pay 請求書払い）

主な特徴

・LINE Pay が使えるお店で事前残高チャージ不要の後払いが可能になります。
・お支払いと同時に LINE で利用通知を受取ることができます。

サービス URL

詳細については以下をご覧ください。
https://pay-blog.line.me/archives/26803430.html

※3 ANA カード（全券種）は対象外となっております。
※4 チャージ&ペイ利用により、LINE ポイントが還元されるカードは「Visa LINE Pay クレジットカード」のみとなります。
※5 「三井住友カード プラチナプリファード」はご利用代金 100 円（税込）につき 1 ポイントを付与いたします。一部 V ポイント還元の対象とならないカ
ードがございます。

■LINE クレカと三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカードとのポイント比較

■キャンペーンについて
【キャンペーン概要】
「LINE Pay」のお支払い機能「チャージ&ペイ」の登録可能な対象カードの拡大を記念してキャンペーンを開催いたしま
す。本キャンペーンでは、新たに対象となった三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカードを登録した
方に LINE が発行する暗号資産「LINK」 に転換できる「LINK リワード」200 円相当をプレゼントいたします。また、
対象カードを設定した「チャージ&ペイ」でのお支払いで、利用金額に対して 0.5%分の V ポイントを上乗せいたしま
す。
【キャンペーンサイト URL】
https://linepay.line.me/promotion/smcc-chargeandpay.html
【キャンペーン期間】
2021 年 5 月 13 日（木）00:00～2021 年８月 12 日（木）23:59
【キャンペーン参加条件と特典】
特典①： 新たに対象となった三井住友カードが発行する Visa ブランドのクレジットカードを「LINE Pay」に登録する
と LINE が発行する暗号資産「LINK」 に転換できる「LINK リワード」200 円相当をプレゼント
特典②：対象カードを設定したチャージ＆ペイでのお支払いで、利用金額に対し通常ポイントに加えて、0.5%分の V ポ
イントを上乗せ
【キャンペーン特典付与時期】
特典①：2021 年 9 月 6 日（月）～ 9 月 10 日（金）
特典②：0.5%分のⅤポイントに関しては、利用日に応じて付与いたします。
・2021 年 5 月 13 日（木)～6 月 14 日（月）までのご利用：2021 年 7 月末までに付与
・2021 年 6 月 15 日（火)～7 月 14 日（水）までのご利用：2021 年 8 月末までに付与
・2021 年 7 月 15 日（木)～8 月 12 日（木) までのご利用：2021 年 9 月末までに付与

【キャンペーン注意事項】
・事前の予告なく本キャンペーンを中止・変更する場合があります。
・ご利用金額 200 円につき V ポイント 1 ポイントのプレゼントのため、ポイントが＋0.5%還元にならない場合がありま
す。
・V ポイントの交換方法によっては、1 ポイント 1 円相当にならない場合がございます。
・通常還元が V ポイント還元でないカードは対象外です。
・本キャンペーンによりプレゼントする「LINK リワード」は、
「LINE BITMAX Wallet」への付与時の「LINK」の「LINE
BITMAX」における購入価格に基づき算出されます。
・
「LINK」に転換する際は価格変動が起こるため必ずしも付与時の価格と一致しない可能性があります。
・
「LINK リワード」の詳細や暗号資産「LINK」への転換方法は、こちらをご覧ください。
https://note.com/line_blockchain/n/n2fa389681aa2

■「LINK」について
【LINK の概要】
・暗号資産名称：LINK（リンク）
・暗号資産コード：LN
・発行元：LINE TECH PLUS PTE. LTD.（LTP）
・単位：LINK
・発行量：総発行数は 10 億 LN に制限されています。このうち 8 億 LN はユーザーインセンティブ、2 億 LN は LTP のリ
ザーブとなります。
・LINK の特徴：LINE が独自開発したブロックチェーン「LINE Blockchain」を用いて発行した暗号資産です。

