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au PAY カード、5 月 21 日から au 以外のお客さまも利用可能に
～クレカ×au PAY で Ponta ポイントはいつでも 1.5％還元、
さらに生活応援企画との組み合わせでローソンでは 5％還元～
KDDI、KDDI フィナンシャルサービスが発行する「au PAY カード」
「au PAY ゴールドカード」は
2020 年 5 月 21 日から、au 通信サービスをご利用でないお客さまもお申し込み・ご利用が可能に
なります。
「au PAY カード」
「au PAY ゴールドカード」について（https://www.kddi-fs.com/function/promotion/）

＜au PAY カード＞

＜au PAY ゴールドカード＞

ご利用対象者拡大に伴い、
「au PAY カード」の特典内容も変更します。au 通信サービスの契約の有無
に関わらず年会費が無料（注 1）となるほか、
「au PAY カード」から au PAY 残高（注 2）にチャージした
時の Ponta ポイントの還元を、従来の 0.5％還元(200 円/1 ポイント)から 1％還元（200 円/2 ポイント）
へと変更するなど、よりおトクにご利用いただけるようになります。

■特典変更内容
年会費
（本会員）

変更前
変更後
au の
無料
au のお客さま
お客さま
au 以外の 1,250 円 au 以外のお客さま
初年度
お 客 さ ま （税別） （注 4）
（注 3）

翌年度
以降

無料

変更日
2020 年
5 月 21 日

無料
条件付き
無料
（注 5）

決済時ポイント
還元率

1％
1％
（200 円/2 ポイント） （100 円/1 ポイント）

2020 年
6 月 23 日

au PAY 残高
チャージ
ポイント還元率

1％
0.5％
（200 円/1 ポイント） （200 円/2 ポイント）

2020 年
5 月 21 日

※2020 年 6 月 23 日から 1%（100 円/1 ポイント）
に変更予定です。

（注 6）

このたびの特典内容変更により、「au PAY カード」から au PAY 残高にチャージのうえ、
「au PAY」
でお支払した際にたまる Ponta ポイントが、従来の 1.0％還元(au PAY 残高チャージ時：0.5％<200 円/
1 ポイント>＋決済時：0.5％＜200 円/1 ポイント＞)から、1.5％還元（au PAY 残高チャージ時：1％
<200 円/2 ポイント>＋決済時：0.5％<200 円/1 ポイント>）へ変更になります。

また、2020 年 6 月 1 日から開催するローソンでのお買い物時にポイントを増量する生活応援企画
（https://www.au.com/pr/paycpn2020-3/）では、「au PAY カード」から au PAY 残高にチャージし
「au PAY」でお支払いいただいた場合、５％の Ponta ポイントを還元します（注 7）。
「au PAY 会員数」は、2,300 万超を突破し、すでに多くのお客さまにご利用いただいています。
KDDI から還元するポイントは Ponta ポイントとなり、国内最大級の 1 億超の会員基盤が誕生します。
今後、さまざまなサービス、アプリ、会員基盤を活用し、お客さまに新しい体験価値を提供していきます。
（注 1）1 年間でカードを 1 回以上ご利用（注 5）の場合。なお、
「au PAY ゴールドカード」の年会費は 10,000 円（税別)から
変更ありません。
（注 2）「au PAY」「au PAY プリペイドカード」で共有する残高のことで、1 円単位でお支払いにご利用いただけます。
（注 3）au ID に紐付く au 携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fi ルーターなど)、au ひかり、au ひかり ちゅらの
ご契約がすべて解約・一時休止・譲渡などされた場合。
（注 4）au ID に紐付く au 携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fi ルーターなど)、au ひかり、au ひかり ちゅら、
UQ mobile のご契約がない場合。
（注 5）各種手数料(ETC 発行手数料、ご利用明細書送付費用、遅延損害金など)を除き、当社所定の基準日から 1 年間カード利
用がない場合、翌年度は別途 1,250 円（税別）の年会費が掛かります。
（注 6）2020 年 6 月 23 日ご利用分までは、変更で発生する追加のポイントは別途計算し、後日（2020 年 7 月末ごろ）まとめ
て還元します。2020 年 6 月 23 日ご利用分以降、ポイント獲得・利用履歴に 100 円ごとに 1 ポイントで計算されたポ
イントが表示され、毎月還元されます。
（注 7）５％ポイント還元は、au PAY カード単体ご利用時もしくは au PAY カードから au PAY 残高へチャージ時のベース
ポイント 1％を含みます。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。
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