
 

 

 

2020 年 1 月 28 日 

 

KDDI 株式会社 

株式会社じぶん銀行 

au じぶん銀行×au PAY、 

毎週、50 名に 10 万ポイントを還元するキャンペーン開催 
 

KDDI、じぶん銀行は、2020 年 2 月 9 日に予定している「au じぶん銀行」への行名変更（注１）を記念

して、2020 年 2 月 10 日から 2020 年 3 月 29 日の期間中、じぶん銀行口座からスマホ決済サービス 

「au PAY 残高」へのオートチャージ利用かつ、「au PAY」でお買い物いただくことで、毎週 50 名さま

に 

10 万ポイントを還元する「au じぶん銀行行名変更記念 毎週 50 名さまに 10 万 WALLET ポイント！ 

チャージ＆au PAY 利用であたるキャンペーン」（以下 本キャンペーン）を開催します（注 2）。 

本キャンペーンは、au じぶん銀行の口座をお持ちのすべてのお客さまが対象となります（注 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「au PAY」は、会員数が 2,200 万超、利用可能カ所は 170 万カ所（2020 年 5 月以降）で、お手持ちの

「au PAY アプリ」から簡単な操作でご利用いただけるスマホ決済サービスです。アプリ上に表示される

バーコードや QR コードを店舗の POS レジや各種端末で読み取る、または店舗が提示した QR コードを

アプリで読み込むことで、お買い物・お支払いにご利用いただけます。 

 

au フィナンシャルグループのじぶん銀行は、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 KDDI、au フィナン

シャルホールディングスとともに推進しています。今後もスマートフォンを中心とした金融サービスを

提供し、“お客さまに一番身近に感じてもらえる銀行”として、お客さまやパートナー企業さまとともに 

新しい体験価値を創造していきます。 



■「au じぶん銀行行名変更記念 毎週 50 名さまに 10 万 WALLET ポイント！ 

チャージ＆au PAY 利用であたるキャンペーン」について 

特典概要 
適用条件を達成したお客さまの中から抽選で 350 名さま(毎週 50 名さま)に 

一人あたり au WALLET ポイントを 10 万ポイントプレゼントします。 

適用条件 

① 期間中、じぶん銀行口座から au PAY 残高（au WALLET 残高）へのオート
チャージを利用すること 

② au PAY を利用すること(決済金額は問いません) 
※対象は au PAY（コード決済）のみです。 

※じぶん銀行口座からオートチャージ設定の方法はこちら

（https://www.jibunbank.co.jp/service/au_wallet/apply/）をご確認ください。 

※適用条件達成者を週単位で区切り抽選、期間内の重複当選はありません。 

キャンペーン期間 2020 年 2 月 10 日～2020 年 3 月 29 日 

対象店舗 「au PAY」が可能なすべての加盟店舗（注 2） 

対象者 

じぶん銀行口座をお持ちのお客さま 

（スマートフォン・タブレットでの口座利用者に限ります。au 以外のお客さまも

対象となります） 

ポイント付与時期 2020 年 4 月末の付与を予定 

キャンペーン URL 
https://www.jibunbank.co.jp/landing/aujibunbank/ 

※本キャンペーンに関する詳細や適用条件は、2020 年 2 月 10 日 11 時以降、ご確認いただけます。 

注意事項 ① 「口座開設」について 

・口座開設のお申し込み後、キャッシュカードのお届けまで約 2 週間～3 週間 

かかります(口座開設方法により、期間は異なります)。本キャンペーンを 

ご利用される場合は上記日数を考慮の上お申し込みください。 

・口座開設日は当行の本人確認が終了した日付となります。 

キャッシュカード到着日とは異なりますので、ご注意ください。 

・口座開設日は、スマートフォン・パソコンの場合はログイン後、 

「各種手続き・照会」―「登録情報照会・変更」から、ケータイの場合は 

ログイン後、「各種手続き・照会」―「登録情報照会・利用限度額」から 

確認可能です。 

 

②「特典付与について」 

・特典付与時点で以下の場合は、特典付与の対象外となります。 

au ID が削除または無効となっている、もしくは譲渡・承継している場合。 

au ID 統合により au ID を変更された場合。 

・キャンペーン条件について以下両方を満たしていない場合には特典付与 

対象外となります。 

-じぶん銀行口座から au PAY 残高（au WALLET 残高）へのオートチャージ利

用（設定だけではなく利用が条件） 

-au PAY（コード決済）利用 

・ポイント付与時点で、じぶん銀行の円普通預金口座を解約されている場合 

にはポイント付与の対象外となる場合があります。 

・特典の au WALLET ポイントは、au PAY をご利用時の au ID へ付与します。 

・ポイントは「au じぶん銀行行名変更記念 WALLET チャージキャンペーン」 

の名称でプレゼントします。 

 

 

https://www.jibunbank.co.jp/service/au_wallet/apply/
https://www.jibunbank.co.jp/landing/aujibunbank/


 

（参考） 

■「au PAY」特長 

① スマートフォンだけでお買いもの 

au に限らずスマートフォン・タブレットをお持ちのすべてのお客さまが利用できお手持ちの 

「au PAY アプリ（au WALLET アプリ）」から簡単な操作ですぐに利用可能。 

※iOS8.0 以上/Android™4.2 以上のスマートフォン・タブレット（4G LTE） 

 

② 「au PAY アプリ」からいつでも au PAY 残高（au WALLET 残高）へチャージ可能 

au PAY 残高へのチャージ方法は、au WALLET ポイント、じぶん銀行、クレジットカード、 

店頭での現金チャージ（ローソン、au ショップ）などさまざまなチャージ方法が選択可能。 

さらに au のお客さまは、「au かんたん決済（通信料金合算支払い）」チャージも利用できる。 

※ローソンでのチャージには「au PAY プリペイドカード（au WALLET プリペイドカード）」が必要です。 

 

条件など詳細は、こちら（https://aupay.wallet.auone.jp/）をご確認ください。 

 
（注 1）株主総会における定款変更の決議、関係当局の認可を前提としています。 

（注 2）利用可能店舗はこちら（https://aupay.wallet.auone.jp/store/）よりご確認ください。 

なお、一部ご利用いただけない場合があります。 

（注 3）au PAY はスマートフォンで利用できる決済サービスです。フィーチャーフォンからの利用はできません。 

 

※「ポイント」は「au WALLET ポイント」を指します。 

※2020 年 5 月以降、au WALLET ポイントは Ponta ポイントになります。 

※au PAY プリペイドカードのお申込みと au PAY アプリが必要です。 

※au 携帯電話をご利用でないお客さまは au ID と au PAY アプリが必要です。 

<対象機種>iOS8.0 以上/Android™4.2 以上のスマートフォン・タブレット（4G LTE） 

※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 


