
 

2021年 2月 17日 

 

株式会社ハローデイ 

楽天ペイメント株式会社 

楽天Ｅｄｙ株式会社 

 

「楽天ポイントカード」が、福岡県を中心に展開するスーパーマーケット 

「ハローデイ」「ボンラパス」54店舗で利用可能に 
- サービス開始を記念して、「総額Ｅｄｙ1,000,000円分が当たるキャンペーン」や「抽選で10人に1人へ楽天ポ

イント 2倍プレゼントキャンペーン」「お買いものパンダデザイン エコバッグプレゼントキャンペーン」を実施 – 

 

株式会社ハローデイ（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：加治 敬通、以下 ハローデイ）と楽天ペイメ

ント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 晃一、以下 楽天ペイメント）は、ハローデイが福岡県

を中心に運営するスーパーマーケット「ハローデイ」と「ボンラパス」の 54 店舗で、3 月 1 日（月）より、共通ポイント

サービス「楽天ポイントカード」の利用が可能となることをお知らせします。なお、ハローデイの徳力本店、穂波店、

新宮店、マークイズ福岡ももち店、さくらの森店では、2月 24日（水）から先行して利用可能となります。 

 

これに伴い、お客様が「ハローデイ」または「ボンラパス」の各店舗レジで「楽天ポイントカード」もしくは「楽天ポ

イントカードアプリ」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。 

ハローデイでは、2015年8月から楽天Ｅｄｙ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：和田 圭、以下 楽

天Ｅｄｙ）が運営する電子マネー「楽天Ｅｄｙ」を導入し、「楽天Ｅｄｙ」機能の付いた自社ポイントカード「楽天Ｅｄｙ付

きハロちゃんカード」と「楽天Ｅｄｙ付き B カード」を発行しています。支払い時にそれぞれのカードを提示すると自

社ポイントと「楽天ポイント」の両方のポイントを貯めることができます。 

 

本サービス開始を記念して、3 月 1 日（月）～3 月 20 日（土）は、抽選で 2,000 名様に「総額Ｅｄｙ1,000,000 円

分が当たるキャンペーン」、3 月 21 日（日）～4月 20日（火）は、「抽選で 10 人に 1 人へ楽天ポイント 2倍プレゼ

ントキャンペーン」、4月 21日（水）～4月 30日（金）には、抽選で 300名様に「お買いものパンダデザイン エコバ

ッグプレゼントキャンペーン」を実施します。 



 

 

 

ハローデイは、「楽天Ｅｄｙ」に加え、新たに「楽天ポイントカード」を導入することにより、お客様へのポイント還

元サービスの増強が図れるほか、会員数 1 億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携を深めること

で、データマーケティングの活用により、オフラインとオンライン双方の視点から、幅広く地域全体のお客様に一

層喜んでいただけるサービス展開や新たな取り組みの実施が可能となります。 

 

ハローデイ、楽天ペイメント、楽天Ｅｄｙは、今後もお客様の一層の利便性および満足度の向上に努めてまいり

ます。 

 

 

■サービス概要 

・サービス開始日（全店）： 2021年 3月 1日（月） 

・概要：対象施設にて、会計時に「楽天ポイントカード」もしくは「楽天ポイントカードアプリ」を提示すると 

「楽天ポイント」が付与されます（「楽天ポイント」は支払いに利用することもできます）。 

・対象店舗： 「ハローデイ」と「ボンラパス」54店舗の直営レジ ※2月 17日時点 

・対象商品： 対象店舗が販売する商品  ※一部、対象外商品があります 

・ポイント付与： 200円（税抜）のお支払いに対して「楽天ポイント」を 1ポイント付与  

・ポイント利用： 「楽天ポイント」を 1ポイント 1円分として利用可能 



 

■キャンペーン概要  

※詳細につきましては、ハローデイ、「楽天ポイントカード」のキャンペーンページをご確認ください。 

①「総額Ｅｄｙ 1,000,000円分が当たるキャンペーン」 

キャンペーン名称 「総額Ｅｄｙ 1,000,000円分が当たるキャンペーン」 

キャンペーン実施期間 
2021年 3月 1日（月）9:00～3月 20 日（土）23:59 

※営業時間に準じます。 

キャンペーン URL http://www.halloday.co.jp/2989.html 

対象店舗 「ハローデイ」と「ボンラパス」の 54店舗の直営レジ 

キャンペーン内容 

レジで「楽天ポイントカード」もしくは「楽天ポイントカードアプリ」を提示

し、1 回 1,000 円(税込)以上「楽天Ｅｄｙ付きハロちゃんカード」または「楽

天Ｅｄｙ付き Bカード」のＥｄｙでお支払いすると、抽選で 2,000名様にＥｄ

ｙ500円分が当たります。 

備考 

※特典の受取期間は、2021年 4月 10日（土）～4月 30日（金）（予定）

です。 

※特典付与の時点でカードの再発行・切り替え等の理由により本キャン

ペーン参加に利用された楽天ＥｄｙのＥｄｙ番号が変更になっていた場

合は特典付与の対象外となります。 

※楽天Ｅｄｙのお支払いにはＥｄｙの受け取り（Edy ギフト）は含みません

のでご注意ください。 

※本キャンペーン期間中にＥｄｙでのお支払いが完了している必要があ

りますのでご注意ください。 

※特典のＥｄｙの受け取りの際、Ｅｄｙ残高と今回受け取るＥｄｙの合計が 5

万円を超える場合は、「残高オーバー」と表示され、Ｅｄｙを受け取るこ

とができません。 

※受け取り後の残高が、5 万円以下となる状態で再度Ｅｄｙの受け取りを

実行してください。 

※特典のＥｄｙの受け取りの権利を他のＥｄｙ番号に移行することはできま

せん。 

 

②「抽選で 10人に 1人へ楽天ポイント 2倍プレゼントキャンペーン」 

キャンペーン名称 「抽選で 10人に 1人へ楽天ポイント 2倍プレゼントキャンペーン」 

キャンペーン実施期間 
2021年 3月 21日（日）9:00 ～ 2021年 4月 20日（火）23:59 

※営業時間に準じます。 

キャンペーン URL https://pointcard.rakuten.co.jp/campaign/halloday/20210321/ 

対象店舗 「ハローデイ」と「ボンラパス」の 54店舗の直営レジ 

キャンペーン内容 

期間中に、対象店舗にて「楽天Ｅｄｙ付きハロちゃんカード」または「楽天

Ｅｄｙ付き Bカード」と、「楽天ポイントカード」または「楽天ポイントカードア

プリ」を両方提示して、1回 2,000円(税込)以上お買い物された方の中か



 

ら、抽選で 10 名様につき 1 名様に楽天ポイントを通常の 2 倍付与しま

す。 

さらに、「楽天Ｅｄｙ付きハロちゃんカード」または「楽天Ｅｄｙ付きBカード」

のＥｄｙでお支払いいただくと、当選確率 5倍となります。 

ポイント付与時期 
2021年 6月末頃 

※本キャンペーンにて付与されるポイントは、期間限定ポイントです。 

 

③「お買いものパンダデザイン エコバッグプレゼントキャンペーン」 

キャンペーン名称 「お買いものパンダデザイン エコバッグプレゼントキャンペーン」 

キャンペーン実施期間 
2021年 4月 21日（水）9:00 ～ 2021年 4月 30日（金）23:59 

※営業時間に準じます。 

キャンペーンエントリー期間 2021年 4月 14日（水）10:00 ～ 2021年 4月 30日（金）23:59 

キャンペーン URL https://pointcard.rakuten.co.jp/campaign/halloday/20210421/ 

対象店舗 「ハローデイ」と「ボンラパス」の 54店舗 

キャンペーン内容 

期間中にキャンペーンページからエントリーのうえ、対象店舗にて「楽天

Ｅｄｙ付きハロちゃんカード」または「楽天Ｅｄｙ付きBカード」と、「楽天ポイ

ントカード」または「楽天ポイントカードアプリ」を両方提示して、1 回

2,000 円(税込)以上お買い物された方の中から抽選で、300 名様に「お

買いものパンダデザイン エコバッグ」を進呈します。 

※当選の発表については、発送をもってかえさせていただきます。発送

は 2021年 6月 25日(金)以降を予定しています。  

 

【株式会社ハローデイについて】 http://www.halloday.co.jp/ 

ハローデイは、昭和 33年（1958年）12月 24日、福岡県京都郡苅田町に有限会社かじやとして設立され、本年で

創業 63 年を迎えます。創業以来「笑顔と元気、感謝と感動のあふれる会社」を目指し、「縁のある人を幸せにした

い」と、年間 1万件を超えるお客様の「お声」に耳を傾けながら店づくりを行っており、現在は福岡・山口・熊本の３

県に食品スーパーマーケット「ハローデイ」と「ボンラパス」を 50 店舗以上展開しています。2020年からは、新たな

生活様式を見据えた「生活応援 安心価格宣言！」に取り組んでおり、月間 1,400 品目が、いつでも同じお得な

値段でお求めいただける「安心価格」を展開。お客様の食生活をより安全に、より豊かにするために取り組んでい

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（実店舗決済）」、「楽天ペイ（アプリ決済）」、「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。 

 



 

 

＜提携先一覧＞（一部抜粋） 

 

 

【楽天Ｅｄｙ株式会社について】 https://edy.rakuten.co.jp/ 

楽天Ｅｄｙ株式会社は、楽天グループの電子マネー「楽天Ｅｄｙ」と、オンライン電子マネー「楽天キャッシュ」を運営

しています。楽天ペイメントの一員として、楽天グループの各サービスとの相乗効果を図り、ユーザーと加盟店の、

より一層の利便性や満足度向上を目指したサービスを提供しています。 

「楽天Ｅｄｙ」は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、全国約 82万カ所以上（2021年 1月 1日時点）

の「楽天Ｅｄｙ」加盟店で利用でき、「楽天ポイント」などを貯めることもできます。貯まった「楽天ポイント」は「楽天ポ

イントカード」・「楽天ペイ（アプリ決済）」加盟店や楽天グループの各種サービスなどで使うことができます。 「楽天

Ｅｄｙアプリ」 においては、MMD研究所の「2020年 7月スマートフォン決済（非接触）利用動向調査」で総合満足

度第 1位を獲得しています。 

 

※「楽天Ｅｄｙアプリ」は、「おサイフケータイ®」機能が搭載された Android端末で利用可能です。 

「おサイフケータイ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

Androidは Google LLC. の商標です。 

以 上 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社ハローデイ 営業戦略部  

株式会社ハローデイホールディングス 総務部（広報）  

E-mail：press@halloday.co.jp 

 

楽天ペイメント株式会社 広報チーム 

E-mail：pr-payment@mail.rakuten.com 
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