２０１４年１０月２７日
三菱ＵＦＪニコス株式会社

三菱ＵＦＪニコス、KDDI フィナンシャルサービスと提携！

au ユーザー向け新クレジットカードの発行業務を受託！
～プロセッシング（業務受託）事業を加速！１０月２８日「au WALLET クレジットカード」デビュー～
三菱ＵＦＪニコスは、KDDI フィナンシャルサービス（東京都港区、代表取締役社長：石月 貴史）と提携し、
同社がこの度 au ユーザー向けに提供する「au WALLET クレジットカード」の発行業務を受託します。新カ
ードは本年１０月２８日に会員募集スタートとなります。
新カードは、KDDI（東京都千代田区、代表取締役社長： 田中 孝司）が展開している「au WALLET」の新サー
ビスとして投入するものです。日々のお買い物や公共料金のほか、au 利用料金のお支払いにも使え、au のポイ

ントサービス「WALLET ポイント」がおトクに貯まる、au ユーザーにとって大変うれしい一枚となっています。（次
頁参照）

なお、新カードは、KDDI グループが発行主体となる最初のクレジットカードで、同グループでカード事業
を担う KDDI フィナンシャルサービスが発行者となり、入会促進やポイント業務および Web サービスを担い
ます。当社はその他の業務全般（カード発券、会員管理、売上請求等）を受託するものです。
また、当社は、永年にわたりクレジットカード事業で培ってきた経験・ノウハウ・システムを活かし、KDDI
グループが au ユーザー向けに提供する先進性・利便性・安全性の高い決済サービスを、全面的にバックア
ップしていきたいと考えているものです。
当社はこれまでも広範な提携先からカード発行等の業務を受託しており、今後もこのプロセッシング（業
務受託）事業を積極的に展開し、「キャッシュレス時代をリードする信頼の決済業務 No.１カンパニー」の実
現に注力していきます。
以上
◎ 「au WALLET クレジットカード」の概要に関するお問い合わせ
KDDI 広報部
荒 ℡０３－６６７８－０６９０
沖縄セルラー経営管理部
伊禮 ℡０９８－９５１－０６３９
KDDI フィナンシャルサービス経営管理部 小鉢 ℡０３－６３２８－１９０２

＜参考資料＞
■ au WALLET クレジットカードの券面

■ au WALLET クレジットカードの概要
名称
国際ブランド
発行条件

au WALLET クレジットカード
Visa
・au 携帯電話、au ひかり、au ひかり ちゅらの個人名義のご契約が
あること。また、そのご契約に有効な au ID が設定されていること
※法人名義の場合は、発行できません。

発行手数料
年会費

・１８歳以上（高校生は除く）
・定期収入のある方
無料
無料
※au ID に紐づく au 携帯電話もしくは au ひかり、au ひかり ちゅらの契約を
全て解約された場合は１，２５０円（税抜）がかかります。

追加可能サービス
自動付帯保険

ETC カード（発行料、年会費無料）
① 紛失・盗難保険
カードを紛失した場合や盗難被害にあった場合の不正利用
について補償いたします。
② 海外旅行あんしん保険（海外旅行傷害保険：最高２，０００万円）
「au WALLET クレジットカード」で渡航費などを支払った海外旅行
中のケガ・病気の治療費、携行品の盗難、備品・設備の破損など
の損害を補償します。
③ 「お買物あんしん保険」（動産総合保険）
「au WALLET クレジットカード」で購入した商品を９０日間補
償するショッピング保険（年間１００万円まで、国内購入品の
みが対象）
※①～③の補償内容は、保険規定に基づき提供いたします。
※各付帯保険に関する条件などについてはホームページをご確認ください。

メール通知サービス

http://www.kddi-fs.com/
通知をご希望されるお客さまが事前設定したメールアドレスに、下
記の情報を通知
 ご利用のお知らせ（利用速報）
 請求金額確定のお知らせ
 お支払日のご案内
 キャンペーン情報 など

付帯特典

キャンペーン

・全国のホテル・レジャー施設の優待
全国１０，０００ヶ所以上のホテル・レジャー施設での優待や、
各種サービスをご提供。
・「au WALLET クレジットカードデビューキャンペーン」

＜内容＞
au WALLET クレジットカードにお申込みいただいた、
au スマートパス会員の中から抽選で、３，０００名さまに
WALLET ポイントを１０，０００ポイントプレゼント。
※新規に au スマートパスにご加入されるお客さまも対象になります。

＜対象申込期間＞
・２０１４年１０月２８日～２０１４年１２月３１日
＜対象＞
・①、②を満たすお客さまの中から抽選
①期間中に au WALLET クレジットカードにお申し込み
いただき、所定のご利用条件を満たしたお客さま
②au スマートパス会員
※キャンペーンの適用条件詳細については、au WALLET クレジットカードサイト
をご確認ください。
http://www.kddi-fs.com/

■「WALLET ポイント」について
「au WALLET クレジットカード」では、日々のお買い物や公共料金のほか、au ご利用料金などのご
利用金額に応じて「WALLET ポイント」が貯まります。（注１）
「WALLET ポイント」は、本クレジットカードによるお支払い以外でも、毎月の au 携帯電話や固定通信
サービスのご利用、au かんたん決済のご利用などでも貯めることができます。（注２）
貯まったポイントは、「au WALLET クレジットカード」のご請求金額や au ご利用料金へ充当いただけ
るほか、au 携帯端末の購入・修理代金としてもご利用いただけます。（注３）
また、１ポイント＝１円として、「au WALLET カード」へチャージし、日々のお買い物のお支払いにもご
利用可能です。
（注１）一部、付与・利用対象外の店舗・サービスがあります。
（注２）｢au WALLET ポイントプログラム｣の対象条件を満たしている必要があります。
（注３）au 携帯の通信料金へのご利用にあたっては一定のご利用条件がございます。

①「WALLET ポイント」の付与について
「au WALLET クレジットカード」によるお支払いに加え、au 携帯電話や KDDI 固定通信サービスの
月額利用料や通信料に応じてたまる「マンスリーポイント」、au かんたん決済などのご利用でも共に
ポイントも貯まります。

au WALLET クレジットカード
ご利用特典

左記以外に貯まるポイント
特典

日々のお買い物や公共料金な
どのお支払い

２００円につき２ポイント

-

au ご利用料金

２００円につき２ポイント

１，０００円につき１０ポイント
（注４）

au かんたん決済

２００円につき２ポイント

１００円につき１ポイント

au ショッピングモール

２００円につき２ポイント

１００円につき１ポイント～

au WALLET ウェルカムガチャ！ 抽選で最大３，０００ポイント

-

（注５）

（注４）基本使用料・通話料などの毎月のご利用金額（消費税・各種手数料・有料サイト利用料などを除く）
に応じてポイントが加算されます。
（注５）２０１４年１２月３１日までのキャンペーンで、１日１回、月３回までご利用可能です。
２０１４年１１月３０日までは抽選で最大１８，０００ポイントがあたります。
http://www.au.kddi.com/au-id/au-wallet/pr/campaign/

②「WALLET ポイント」の利用
利用用途

内容

au WALLET クレジットカード
の請求金額への充当

・au WALLET クレジットカードの請求金額に充当すること
が可能。(注６)
＜方法＞
au WALLET クレジットカードサイトから、申込み可能。
http://www.kddi-fs.com/
・au 携帯電話、au スマートフォンのご利用料金に充当する
ことが可能。
＜方法＞
au WALLET ポイントプログラムサイトから、申込み可能。
http://point.auone.jp/top
・au WALLET カードへチャージし、日々のお買い物のお支
払にご利用可能。
＜方法＞
au WALLET アプリ、au WALLET サイトより、申込み可能。
https://wallet.auone.jp/
・au ショップ、au お取扱店、au Online Shop 上で au 端末・
周辺機器をご購入の際に、ご購入代金に充当してご利用
可能。

au 携帯ご利用料金充当

au WALLET カードへの
チャージ

au 端末・周辺機器の購入

(注６) １００ポイント単位、月間最大２０，０００円まで。

③「ポイントアップ店」について
au WALLET を利用するお客さまがよりおトクにお買い物を楽しめるよう、さまざまなパートナー企
業と「ポイントアップ店」の提携を行っています。「ポイントアップ店」で「au WALLET クレジットカー
ド」をご利用いただくと「WALLET ポイント」が通常店舗よりもおトクに貯まります。
「ポイントアップ店」は、２０１４年１１月末で２４社、約２２，０００店舗に拡大を予定しています。
ポイントアップ店の詳細についてはこちらのサイト（http://point.auone.jp/pointup/）からご確認くださ
い。

■KDDI フィナンシャルサービス株式会社について
商号

KDDI フィナンシャルサービス株式会社

設立年月

２０１４年２月

所在地

東京都港区

代表取締役

石月 貴史

資本金

５，２４５百万円

株主

KDDI 株式会社 (９０％)
三菱 UFJ ニコス株式会社 (５％)
株式会社じぶん銀行 (５％)

事業内容

クレジットカード事業
決済代行事業
銀行代理業

貸金業者登録番号

関東財務局長（１）第０１５０３号

包括信用購入あっせん業者登録番号

関東（包）第１０７号

※本資料に記載されている会社名および商品名、サービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

以上

