
 

 

 

2022 年 6 月 29 日 

＜報道発表資料＞ 

KDDI 株式会社 

au フィナンシャルサービス株式会社 

沖縄セルラー電話株式会社 

 
 

au PAY、最大 2 万円分もらえる「マイナポイント第 2 弾」を 

6 月 30 日から受け付け開始 

～au ショップでの申し込み支援も～ 

 

KDDI、au フィナンシャルサービス、沖縄セルラーは 2022 年 6 月 30 日から、総務省が実施する 

「マイナポイント第 2 弾」において、健康保険証としての利用申し込みと公金受取口座の登録を対象と 

するマイナポイント付与の受け付けを開始します。マイナポイント受取先を「au PAY」「au PAY カード」

に指定した健康保険証としての利用申し込みで 7,500 円分のマイナポイント、公金受取口座の登録完了

で 7,500 円分のマイナポイントを、au PAY 残高として付与します。 

 2022 年 1 月 1 日から実施中の施策「マイナンバーカード新規取得者への最大 5,000 円分付与」と合わ

せると、最大 2 万円分のマイナポイントを au PAY 残高として付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 お客さまは、「au PAY アプリ」もしくは「マイナポイントアプリ」から登録申し込みが可能です(注 

1)。 

また、マイナポイント手続きスポットとなっている全国の au Style・au ショップでは、設定手続き支

援端末(注 2)を利用しお客さまの手続きの一部をサポートします。 

 さらに、2022 年 7 月中旬以降、全国の au Style・au ショップおよび UQ スポットでマイナンバーカー

ドの交付申請のサポートを実施予定です。 

 
2022 年 6 月 24 日 KDDI ニュースリリース 
キャリアショップでマイナンバーカード申請サポート事業を受託 (予定) 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/06/24/6133.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、2022 年 6 月 30 日から、KDDI、au フィナンシャルサービスは「マイナポイントもらうなら au 

PAY！総額 1 億円分当たる！キャンペーン」を、au じぶん銀行は「公金受取開始記念キャンペーン

(https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20220629_koukin/)」を実施します。 

 
2022 年 6 月 22 日 au トピックス 
マイナポイントもらうなら au PAY、6 月 30 日から総額 1 億円分が当たるキャンペーン開催 
https://www.au.com/information/topic/auwallet/2022-035/ 
 

 

詳細は別紙をご参照ください。 

 

以 上 

  

<支援端末イメージ＞ <au PAY アプリ TOP＞ 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/06/24/6133.html
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20220629_koukin/
https://www.au.com/information/topic/auwallet/2022-035/


 

 

<別紙> 

■マイナポイント第 2 弾 最大 2 万円分の付与について 
2022 年 6 月 30 日から開始の「健康保険証としての利用申し込みで 7,500 円分」と「公金受取口座の

登録完了で 7,500 円分」により、従来の「マイナンバーカードの新規取得等で最大 5,000 円分」と合わ

せ、最大 2 万円分を付与します。 

上記マイナポイントのお申し込み方法はこちら 

(https://wallet.auone.jp/contents/lp/mynapoint/mynumber_point.html)をご確認ください。 

 また、お申し込み対象となるマイナポイントは、以下表からご参照ください。 

(1)マイナンバーカードの新規取得等で最大 5,000 円分 

(2)健康保険証としての利用申し込みで 7,500 円分 

(3)公金受取口座の登録完了で 7,500 円分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み方法については、以下よりご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナポイント第１弾

お申込み状況

マイナポイント第２弾

お申込み対象

総額１億円分当たる！

キャンペーン対象

2020年7月1日～2021年12月31日
2022年1月1日～2023年2月28日

※(2)(3)は2022年6月30日～
2022年6月30日～2022年9月30日

申込み済（au PAY）

申込み済（au PAY カード)

申込み済（他の決済サービス）

未申込み

＜2022年6月24日以前に(1)をお申込み済の方>

(1)：au PAYまたはau PAY カードまたは他の決済サービス

(2)(3)：au PAYまたはau PAY カードの選択が可能

(2)(3)ともに同一の決済サービスの選択が必要です。

<2022年6月30日以降にお申込み希望の方>

(1)(2)(3)：au PAYまたはau PAY カードの選択が可能

3施策とも同一の決済サービスの選択が必要です。

なし 未申込み

(1)(2)(3)：2022年9月30日までにマイナンバーカードを申請

した方は、au PAYまたはau PAY カードの選択が可能

3施策とも同一の決済サービスの選択が必要です。

au PAYまたはau PAY カードで

(2)or(3)を申込むと

参加可能

(2)(3)：au PAYまたはau PAY カードの選択が可能

(2)(3)ともに同一の決済サービスの選択が必要です。

マイナンバー

カード

の保有状況

あり

au PAY アプリ マイナポイントアプリ
その他お申込み方法

(auショップなど)

au PAY 〇 〇 〇

au PAY カード 〇 〇

https://wallet.auone.jp/contents/lp/mynapoint/mynumber_point.html


 

(1)【2022 年 1 月 1 日～実施中】マイナンバーカードの新規取得等で最大 5,000 円分 

au PAY 

 ・ 

au PAY 

カード 

内容 au PAY または au PAY カードでお申し込みし最大 20,000 円の au PAY 残高チ

ャージまたは au PAY カードをご利用した方に、25%分の au PAY 残高(最大

5,000 円分)を付与します。 

 

条件 以下条件を満たすこと 

<条件> 

・有効期限内のマイナンバーカードを保有または申請期限までに申請し取得さ

れた方 

・お申し込み後、マイナポイントの受取先に応じて、最大 20,000 円を au PAY 残

高チャージまたは au PAY カードのご利用をした方 

 

<補足> 

・マイナポイント第１弾（最大 5,000 円分）、2022 年 6 月 24 日以前にマイナポ

イント第 2 弾(最大 5,000 円分)をお申し込み済の場合は、お申し込みいただけま

せん。 

・ただし、マイナポイント第 1 弾にお申し込みした方で、まだ 20,000 円のチャ

ージやお買い物を行っていない場合（最大 5,000 円分までポイント付与を受けて

いない方）は、2022 年 1 月 1 日以降も引き続き、最大 5,000 円分までマイナポ

イントの付与を受けることができます。 

付与時期 【au PAY】 

・マイナポイントアプリからお申し込みの場合：申込翌日から即日付与 

・au PAY アプリからお申し込みの場合：申込当日から即日付与 

(システムの都合上、お申し込み・チャージのタイミングにより、付与日が翌日と

なる場合があります。) 

 

【au PAY カード】 

・前月 16 日から当月 15 日までの対象決済に対して、翌月初旬頃に付与 

すべて au PAY または au PAY カードでお申し込みされた方が対象です。マイナンバーカードを取得し

た方のうち、マイナポイント第 1 弾の未申し込み者も含みます。 

au PAY で(1)のマイナポイントをお申し込みした場合、au PAY カードをご利用してもマイナポイント

付与はありません(au PAY の場合、au PAY 残高チャージに対してマイナポイント付与します)。 

 

（2）【新規】健康保険証としての利用申し込みで 7,500 円分 

au PAY 

 ・ 

au PAY 

カード 

内容 au PAY または au PAY カードでお申し込みし対象条件を満たした方に、7,500

円分の au PAY 残高を付与します。 

条件 以下の条件を満たすこと 

<共通条件> 

・有効期限内のマイナンバーカードを保有または申請期限までに申請し取得さ

れた方 

 

<2022 年６月 24 日以前((2)・(3)開始前)に(1)をお申し込みした方向けの条件> 

・(3)「公金受取口座の登録完了で 7,500 円分」お申し込み時と同じ決済サービ

スの選択が必要です。 



 

 

 

<2022 年６月 24 日以降((2)・(3)開始後)に初めてマイナポイントをお申し込み

する方向けの条件> 

・(1)「マイナンバーカードの新規取得等で最大 5,000 円分」、(3)「公金受取口

座の登録完了で 7,500 円分」お申し込み時と同じ決済サービスの選択が必要で

す。 

 

付与時期 申込翌日 

 

（3）【新規】公金受取口座の登録完了で 7,500 円分 

au PAY 

 ・ 

au PAY 

カード 

内容 au PAY または au PAY カードでお申し込みし対象条件を満たした方に、7,500

円分の au PAY 残高を付与します。 

 

条件 以下条件を満たすこと 

<共通条件> 

・有効期限内のマイナンバーカードを保有または申請期限までに申請し取得さ

れた方 

・マイナポイントアプリでの(3)「公金受取口座の登録完了で 7,500 円分」のお申

し込みに加え、お申し込み時と同じマイナンバーカードを使用の上、マイナポー

タルで公金受取口座を登録完了した方 

 

<2022 年６月 24 日以前((2)・(3)開始前)に(1)をお申し込みした方向けの条件> 

・(2)「健康保険証としての利用申し込みで 7,500 円分」のお申し込み時と同じ

決済サービスの選択が必要です。 

 

<2022 年６月 24 日以降((2)・(3)開始後)に初めてマイナポイントをお申し込み

する方向けの条件> 

・(1)「マイナンバーカードの新規取得などで最大 5,000 円分」、(2)「健康保険

証としての利用申し込みで 7,500 円分」のお申し込み時と同じ決済サービスの選

択が必要です。 

 

付与時期 申込かつ公金受取口座の登録が完了した翌日以降 

（付与権利確定次第、順次付与(注 3)） 

 

すべて au PAY または au PAY カードでお申し込みされた方が対象です。マイナンバーカードを取得

した方のうち、マイナポイント第 1 弾の未申込者も含みます。 

公金受取口座の登録については、こちら(https://myna.go.jp/html/account_information.html)よりご確認

ください。 

 

(注 1)「公金受取口座の登録完了で 7,500 円分のマイナポイント」をお申し込み希望の方は、別途マイナポータルから公金受取

口座の登録ならびに登録状況が完了となることも必要です。 
(注 2)支援端末では「au PAY」以外の決済手段も選択いただけます。 

(注 3) 

・公金受取口座の登録が完了するまで１カ月程度かかる金融機関があります。 

・公金受取口座の登録に不備がある場合、お客さまにて不備を修正いただき、公金受取口座の登録が完了になった際、(3)のマ

イナポイントを付与いたします。 

https://myna.go.jp/html/account_information.html


 

(3)「公金受取口座の登録完了で 7,500 円分」の付与時期の目安 

・お申し込み時に既にマイナポータルで公金受取口座の登録が「完了」の場合：最短翌日または翌々日以降 

・申し込み時に公金受取口座が未登録の場合：マイナポータルで公金受取口座の登録が「完了」となった翌日または翌々日以

降 

（口座登録時間・金融機関によって変動が発生する場合があります） 

 

 

※記載の内容は 2022 年 6 月 29 日時点の情報です。 

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

 

以 上 

 


