2020 年 11 月 30 日
＜報道発表資料＞
KDDI 株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
au フィナンシャルサービス株式会社

「au PAY ゴールドカード」の特典を改定。
au 通信利用で 11%、au でんき利用で最大 11％還元
～12 月 1 日から au PAY 残高チャージで 10％・ショッピングで 5%還元する
「新規入会＆利用特典」を開始～
KDDI、沖縄セルラー、au フィナンシャルサービスは、「au PAY ゴールドカード（以下 ゴールド
カード）」の特典内容を 2021 年 2 月ご利用分から改定します。
これにより、ゴールドカードをご利用のお客さまは、au 携帯電話や au ひかり/au ひかりちゅらなど
通信料金の 11%の Ponta ポイントの還元 （注 1）（注 2 ） に加え、au PAY マーケット購入金額の
8%（最大 17％）、au でんき利用料金の 3%（最大 11％）、都市ガス f or au 利用料金の 3%、
ゴールドカードを利用し au PAY 残高にチャージすると 2%の Ponta ポイントの還元（注 1）（注 3）（注 4）
などライフデザインサービスのご利用で、従来に比べてより Ponta ポイントが貯まりやすくなります。
また、家族カードをお持ちの場合は、ご家族の au 携帯電話の通信料金の 11%の Ponta
ポイント（注 1）
（注 2）を 1 年間還元する「家族カードキャンペーン（ゴールドカード限定）
」を開始します。

さらに、
「au PAY カード（ゴールドカード含む）
」をおトクにご利用いただける「新規入会＆利用特典」
を 2020 年 12 月 1 日から改定します。これによりご入会から最大 6 カ月間（注 5）、au PAY 残高への
チャージで 10％、ショッピング利用額の 5%をポイント還元（注 6）するなど、カード利用額に応じて
最大 20,000Ponta ポイントを還元します。
「au PAY カード（ゴールドカード含む）」は、au 通信サービスのご利用料金をはじめ、日々の
お買い物や公共料金のお支払いにも幅広くご利用可能なクレジットカードとして好評いただいており、
2020 年 11 月 18 日に 600 万会員を突破しました。これを記念し、抽選で 600 名さまに 60,000Ponta
ポイントをプレゼントする「600 万会員突破！感謝キャンペーン」を 2020 年 12 月 1 日から実施します。
詳細は別紙をご参照ください。
以

上

＜別紙＞
■「au PAY ゴールドカード」特典の改定内容について
ゴールドカードの特典内容を2021年2月ご利用分から以下のとおり、変更します。
特典内容
（1）
【変更】
毎月の au 携帯電話および au ひかり/au ひかりちゅらのご利用料金の 11%の
通信ご利用料金
ポイントを還元します（注 1）（注 7）。
ポイント還元
なお、ゴールドカードの au ID に登録された代表契約の au 回線（注 8）と、
au スマートバリューが適用された au ひかり/au ひかりちゅら（注 9）がポイント
還元対象（注 2）です。
（2）
【新特典】
au でんきのご利用料金の 3%（最大 11％）の Ponta ポイントを
au でんき
還元します（注 1）（注 3）（注 7）。
ご契約ポイント
（3）
【新特典】
都市ガス for au のご利用料金の 3%の Ponta ポイントを
都市ガス for au
還元します（注 1）（注 7）。
ご契約ポイント
（4）
【新特典】
au PAY マーケットご利用で 8%（最大 17％）の Ponta ポイントを
au PAY マーケット
還元します（注 1）（注 4）（注 7）。
ご利用ポイント
（上限 7,000 ポイント/月）
（5）
【新特典】
au PAY 残高へのチャージで 2%の Ponta ポイントを還元します（注 1）。
au PAY 残高
（上限 1,000 ポイント/月）
チャージポイント
（6）
【継続】
国内 31 空港+ハワイの空港ラウンジが無料でご利用いただけます。
空港ラウンジ
（7）
【変更】
「Relux」が提供する一流ホテル・旅館の宿泊プランを 10％割引で
一流ホテル・旅館優待
ご利用いただけます。
サービス
さらに、初回ご利用特典として「Relux」を初めてご利用される
お客さまは 10,000 円を割引（注 10）します。
（8）
【継続】
世界各国および国内のレンタカー各社のサービスを特別優待価格で
海外・国内
ご利用いただけます。
レンタカーサービス
（9）
【継続】
海外での現地情報の提供やレストランの予約など、現地スタッフが
海外アシスタンス
日本語で問合せにお応えする海外アシスタンスサービスの窓口「ハローデスク」
サービス（ハローデスク） を世界各地にご用意しています。
（10）
【継続】
海外・国内の旅行やお買い物など、充実した補償内容をご用意します。
各種保険・補償

■家族カードキャンペーン（ゴールドカード限定）について
家族カードの保有で、au 携帯電話ご利用料金の 11%の Ponta ポイントを 1 年間還元します。
キャンペーン
以下の期間内にご加入いただいたご家族が対象です。
2021 年 2 月 1 日～2022 年 3 月 31 日
期間
特典内容・条件

家族カードの保有で、毎月の au 携帯電話のご利用料金の 11%の Ponta ポイントを
還元します（注 1）（注 7）。
なお、家族カードの au ID に登録された代表契約の au 回線（注 8）がポイント還元
対象（注 2）です。
※ポイントは本会員さまへ還元します。
※予告なくキャンペーンの内容が変更、終了する場合があります。

特典進呈時期

ご加入から 1 年間、毎月のご利用料金のご請求にあわせて（翌々月 10 日頃）
還元します。
※既加入者は 2021 年 2 月ご利用分から適用開始となり 2022 年 1 月ご利用分までが対象となります。
※月途中にご加入の場合は当月のご利用分から適用開始となります。

■「au PAY カード（ゴールドカード含む）」の「新規入会＆利用特典」について
「au PAY カード（ゴールドカード含む）」に新規入会から最大 6 カ月間、カード利用額に応じて合計
最大 10,000Ponta ポイント（ゴールドカードは合計最大 20,000Ponta ポイント）を還元します。
※「au PAY カード」から「au PAY ゴールドカード」へのランクアップの場合は対象外です。

対象期間

2020 年 12 月 1 日～終了日未定

特典内容・条件

＜特典①＞
入会から最大 6 カ月間、
「au PAY カード（ゴールドカード含む）」からの au PAY 残高への
チャージが通常 Ponta ポイント 1%還元のところ 10%還元します。
※上限 3,500Ponta ポイント、ゴールドカードは上限 8,500Ponta ポイント

＜特典②＞
特典①が適用されたお客さまは入会から最大 6 カ月間、
「au PAY カード（ゴールドカード
含 む ）」 で の シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 （ 注 6 ） で 通 常 P o n t a ポ イ ン ト 1 % 還 元 の と こ ろ
以下のとおり、還元します。
・au 回線保有のお客さま：5%還元
・UQ mobile 回線保有、その他のお客さま：3%還元
※上限 3,500Ponta ポイント、ゴールドカードは上限 8,500Ponta ポイント

＜特典③＞
対象公共料金のお支払い、または ETC カード新規発行およびご利用で 3,000Ponta
ポイントを還元します。
特典進呈時期

入会翌月から特典対象期間終了の翌月まで、毎月中旬に判定のうえ、末日頃に還元します。
※ゴールドカードをお申し込みの場合、年会費のお支払い確認後の還元となります。
※特典②については特典①の適用が確認できた時点で、遡って対象期間中の特典を還元します。

条件詳細、注意事項はホームページ（https://www.kddi-fs.com/function/promotion/）でご確認ください。

■「au PAY ゴールドカード」について
1．年会費
10,000円（税別）
家族カードをご利用の場合は、1枚目は無料、2枚目以降は1枚につき2,000円（税別）がかかり、
本会員さまのご負担となります。

2．お申し込み方法
新規お申し込みのお客さまと「au PAY カード」をご利用中のお客さま（ランクアップ）とでお申し込み
方法が異なります。

（1）新規お申し込みのお客さま
全国の au ショップおよび KDDI 直営店でお申し込み可能なほか、
ホームページ（https://www.kddi-fs.com/function/promotion/goldlp/）よりお申し込みいただけます。

（2）「au PAY カード」をご利用中のお客さま (ランクアップ)
「au PAY カード」会員さま専用サイトの「各種カードお申し込み」メニューから、現在の登録情報を
引き継いでゴールドカードへのランクアップをお申し込みいただけます。ランクアップも発行条件は新規
お申し込みと同様です。発行手数料は無料です。

■「600万会員突破！感謝キャンペーン」について
対象期間中、ショッピングでの「au PAY カード（ゴールドカード含む）
」ご利用 1 回を 1 口として、
抽選で 600 名さまに 60,000Ponta ポイント、6,000 名に 600Ponta ポイント、それ以外の方にも
もれなく 6Ponta ポイントをプレゼントします。
対象期間

2020 年 12 月 1 日～2021 年 1 月 31 日

適用条件

期間中にホームページ（https://www.kddi-fs.com/）からご応募の上、ショッピングで
「au PAY カード（ゴールドカード含む）」をご利用いただいた会員さま。
※100 円未満のご利用は対象外です。
※au、UQ mobile 料金、キャンセルされたカードご利用料金、カード年会費や各種手数料などは
対象外です。
※予告なくキャンペーンの内容が変更、終了する場合があります。

特典内容

ショッピングご利用 1 回を 1 口（1 人あたり最大 10 口）として抽選し、
以下の特典をプレゼントします。
① 抽選で 600 名さまに 60,000Ponta ポイント
② 抽選で 6,000 名さまに 600Ponta ポイント
③ それ以外の全員にもれなく 6Ponta ポイント

特典進呈時期

2021 年 2 月末頃を予定

条件詳細、ご応募は会員サイト（https://www.kddi-fs.com/）にログインの上、ご確認ください。

（注 1）記載の還元率にはベースポイント 1%を含みます。
（注 2）au（KDDI）から請求する下記金額より、各種割引サービス適用後の合計額が対象となります。
＜au 携帯電話＞
月額基本使用料・通話料・通信料・オプション料・ユニバーサルサービス料
＜au ひかり/au ひかりちゅら＞
固定電話・TV サービス・インターネットサービスのご利用料金、ユニバーサルサービス料
なお、au かんたん決済料金、端末機器代金、法人プラン、各種手数料、消費税などは対象外となります。
（注 3）記載の還元率には「au でんきポイント増量特典」を含みます。詳細はこちら
（https://denki.auone.jp/pr/startwari_pointplus/index.html）をご確認ください。
なお、本サイトは 2020 年 12 月 1 日からご覧いただけます。
（注 4）記載の還元率には「au PAY マーケット」の「お買い物特典プログラム」を含みます。詳細はこちら
（https://wowma.jp/campaign/benefit/index.html）をご確認ください。
（注 5）入会月を含む 6 カ月の末日までとします。
（注 6）次のご利用は対象外です。au 料金、キャッシングやカードローンのご利用料金、キャンセルされた「au PAY カード
（ゴールドカード含む）
」のご利用分、
「au PAY カード（ゴールドカード含む）
」年会費や各種手数料、電子マネーへの
チャージ(au PAY 残高、nanaco、楽天 Edy、モバイル Suica など)、
「モバイル Suica」
「SMART ICOCA」ご利用分。
（注 7）特典の還元には、
「au PAY ゴールドカード」でお支払いいただくことが必要となります。
（注 8）沖縄セルラー契約含む au 回線が対象です。
（注 9）au one net で契約いただいた「au ひかり料金」「au ひかりちゅら料金」が対象です。
（注 10）宿泊料が 50,000 円以上のお客さまで、過去に「Relux」にて 1 度もご予約をいただいたことがないお客さまが
適用となります。

※ご利用方法などの詳細については、
「au PAY カード」会員さま専用サイトをご確認ください。
※資料内の表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税込です。
※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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