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2022 年 8 月 29 日 

＜報道発表資料＞ 

au フィナンシャルサービス株式会社 

KDDI 株式会社 

沖縄セルラー電話株式会社 

 

「au PAY カード」の会員数が 800 万人を突破 

～最大 8,000 万ポイント山分け！800 万会員突破記念キャンペーン開催～ 
 

au フィナンシャルサービス、KDDI、沖縄セルラーが提供する「au PAY カード」の有効会員数が

2022 年 8 月に 800 万人を突破したことをお知らせします。これを記念し、最大 8,000 万 Ponta ポイン

トを還元する「800 万会員突破記念キャンペーン」を 2022 年 9 月 1 日から 2022 年 10 月 31 日まで 

開催します。 

 

 

 「au PAY カード」は 2014 年 10 月 28 日の申込受付開始以降、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

いただいています。年間約 100 万人のペースで会員数を拡大し、サービス開始から 8 年で有効会員数

が 800 万人に到達しました。 

 

このたびの「800 万会員突破記念キャンペーン」では、2022 年 9 月 1 日から 2022 年 10 月 31 日 

までの期間中に、「au PAY カード」「au PAY ゴールドカード」を 20,000 円以上ご利用いただくと、

キャンペーンにご参加いただいたお客さまの人数に応じて、最大 8,000 万 Ponta ポイントを山分けし

て還元します。 

 

KDDI グループは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・

金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後も、お客さまに一番身

近に感じてもらえる会社として、キャッシュレス社会への変革を推進することで、お客さまの豊かな生

活をサポートし、新しい体験価値を創造していきます。 
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■「800 万会員突破記念キャンペーン」について 
概要 キャンペーン期間中、本キャンペーンにエントリーのうえ、「au PAY カード」「au 

PAY ゴールドカード」を 20,000 円以上ご利用いただくと、キャンペーンにご参加

いただいたお客さまの人数に応じて、最大 8,000 万 Ponta ポイントを山分けして還

元します。参加者が増えるほど山分けポイント数が増えます。 

 

■キャンペーン参加者と山分けポイント数 

参加者数 山分けポイント数 

～14 万 9,999 名さま 1,000 万 Ponta ポイント 

15 万～49 万 9,999 名さま 3,000 万 Ponta ポイント 

50 万名さま～ 8,000 万 Ponta ポイント 

山分けポイントの上限は条件達成者の数に関わらず、おひとりさま 

1,000Ponta ポイントまでとなります。 

 
※ 本キャンペーンは対象期間にエントリーかつ、対象期間中に 20,000 円以上のカードのご利用

（カードショッピング）が必要となります。 

※ 次のご利用はキャンペーンの対象外です。 

au/UQ mobile/povo1.0/povo2.0 のご利用料金、BIGLOBE ご利用料金、au でんき・UQ でん

き・その他 KDDI が提供するでんきサービス、au ガス、au かんたん決済（通信料払い）、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）」の年会費や各種手数料 

※ Ponta ポイントの還元は 2022 年 12 月末頃を予定しています。 

期間 2022 年 9 月 1 日から 2022 年 10 月 31 日まで 

参加方法 キャンペーン詳細をご確認のうえ、会員さま専用サイトにてエントリーが必要です。 

（https://www.kddi-fs.com/campaign/2208-8million/） 

※ 会員さま専用サイトは 2022 年 9 月 1 日以降にアクセスいただけます。 

 

  

https://www.kddi-fs.com/campaign/2208-8million/
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(参考) 

■「au PAY カード」（https://www.kddi-fs.com/index.php）の特長 
 

 

「au PAY カード」は、日々のお買い物や公共料金のお支払いにも幅広くお使いいただくことができる

クレジットカードです。ご利用に応じてたまった Ponta ポイントは、au PAY 残高へのチャージや 

クレジットカードの請求額への充当などにご利用いただけます。年会費無料（注 1）でご利用いただく 

ことができ、クレジットカードのご利用で 100 円（税込）ごとに 1 ポイントを還元（注 2・注 3）、 

au PAY 残高へのチャージと「au PAY（コード支払い）」の支払いを組み合わせることで最大 1.5%を 

ポイント還元します。 

また、年会費 11,000 円（税込）で、毎月の au 携帯電話利用料の最大 11％が Ponta ポイントとして 

還元される「au PAY ゴールドカード」もご利用いただけます。「au PAY ゴールドカード」では、au PAY 

残高へのチャージと「au PAY（コード支払い）」のご利用で合計最大 2.5%の Ponta ポイントが還元され

ます。最高 1 億円の海外旅行損害保険が自動付帯され、国内主要空港とハワイの空港でラウンジも無料

で利用できるなど、おトクな特長を持つカードです。 

 

 
（注 1）au PAY カードにご登録されている 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、povo1.0、povo2.0 のご契約がない場合、かつ、1 年間カード利用がない場合

（※）、年会費 1,375 円(税込)がかかります。 

（※）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)は利用に含みません。 

（注 2）ポイントは後日加算されます。最大 2 カ月程度かかる場合があります。一部加盟店は加算対象外です。 

（注 3）次のご利用はショッピング利用の集計対象外です。なお、当該集計対象外については、予告なく変更・追加・削除にな

る場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

au 料金、UQ mobile 料金、povo1.0 料金、povo2.0 料金、au PAY カード（ゴールドカード含む）年会費、リボ払い・分割払

い・カード切替や再発行手数料・明細書発送手数料等の各種手数料、ETC カードの新規発行や再発行手数料、キャッシング、カ

ードローン、au PAY 残高へのチャージを除く電子マネーやプリペイドカード等へのチャージ全般。 

※電子マネーとは、一定金額をチャージして、現金の代わりとして利用することのできる電子決済サービス全般を指します。 

 【例】 

モバイル Suica（モバイル Suica のご利用分には電子マネーへのチャージやモバイル Suica で購入されるモバイル Suica 特急

券・定期券・Suica グリーン券、モバイル Suica 年会費等も含まれます。）、SMART ICOCA（SMART ICOCA のご利用分には

電子マネーへのチャージ、ICOCA の発行や再発行等も含まれます。）、nanaco、楽天 Edy、ウェブマネー、Kyash など 

 

 
以 上 

https://www.kddi-fs.com/index.php

