
                              

 

         2020 年 12 月 1 日  

au じぶん銀行株式会社 

 

au じぶん銀行、じぶん銀行スマホデビットを Apple Pay 対応に 

~対応開始を記念し先着で現金 500 円プレゼントや 20%キャッシュバック抽選キャンペーンも実施~ 

 

2020 年 12 月 1 日、au じぶん銀行株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:臼井 朋貴、以

下 au じぶん銀行）は、au じぶん銀行が発行するカードレスのデビット決済サービス「じぶん銀行ス

マホデビット」を本日から Apple Pay に対応いたします。これにより au じぶん銀行の iPhone ユーザ

ーが店頭で「じぶん銀行スマホデビット」をご利用いただくことが可能になります。 

Apple Pay はプラスチックカードを店員に手渡したり、暗証番号を入力するために決済端末に触れた

り、紙幣や硬貨をやり取りしたりすることなく安全に決済でき、セキュリティーとプライバシーにも配

慮した支払い方法と、iPhone の機能でユーザーを守ります。 

 

 

 

 

 

 

 

一度じぶん銀行スマホデビットを Apple Pay に設定いたしますと、au じぶん銀行に口座を持つお客様

は iPhone と Apple Watch でコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど、日

本全国で約 130 万台ある QUICPay+™加盟店で、タッチレスで支払いを済ませることが可能になりま

す。Apple Pay での支払いは、Face ID、Touch ID またはデバイス固有のパスコードと独自の取引コ

ードで認証されるため安全です。 

 

さらに Apple Pay は iPhone、iPad のスマートフォンアプリでショッピングしたり、Mac で Safari

を使ってウェブ上でお買い物をする際には、各サイト特有のアカウントを作ったり、送り先や請求先

情報を何度も入力することなく、より早く、簡単・便利に支払いを完了できます。 

 

Apple Pay の設定は、iPhone の Wallet アプリから簡単に設定できます。Apple Pay ご利用分は、

au じぶん銀行口座から、原則ご利用の都度引き落とされます。また、ご指定口座の預金残高内でご利

用でき、お客様ご自身でもご利用限度額を設定いただけます。 

 

■Apple Pay について 

安全性と個人情報の保護は Apple Pay の基礎となる重要な要素です。Apple Pay を iPhone 等の端末

に設定した場合も、お客様がお持ちのデビットカード番号はお客様のデバイスや Apple のサーバーに

保管されることはありません。お客様の端末には、各デバイス固有の番号が発行され、暗号化された

状態でデバイス内の業界標準の認定チップであるセキュアエレメントに安全に保管されます。 Apple 

Pay をご利用いただく際、お客様のデビットカード番号が、加盟店に通知されることはありません。 
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店頭でのお支払いは iPhone 7 以降と Apple Watch Series 2 以降が対応しており、コンビニエンスス

トアやスーパー、ドラッグストアの他、大型テーマパークなど、全国約 130 万台の端末でご利用いた

だけます。（2020 年 9 月末現在） 

 

アプリケーション、オンラインショッピングでの Apple Pay のご利用は iPhone 6 以降の iPhone、ま

たは iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3 以降の iPad が対応しています。また、2012 年以降の

macOS Sierra がインストールされた Mac でも Safari でのお支払いに Apple Pay をご利用いただけま

す。その際は、iPhone 6 以降の iPhone と Apple Watch、新しい MacBook Pro の Touch Bar で支払

いを承認していただきます。 

 

Apple Pay の詳細は apple.com/jp/apple-pay をご確認ください。 

 

 

■じぶん銀行スマホデビットについて 

「じぶん銀行スマホデビット」は 2019 年 4 月から提供している、カードレスのデビット決済サービスです。お申し込みから

最短 30 秒でご利用可能で、インターネット決済などの非対面決済とスマートフォンによる実店舗での対面決済の両方

に対応するカードレスのデビット決済サービスとしては国内初（注 1）です。 

 

なお、2020 年 12 月 1 日から 2021 年 1 月 31 日までの 2 カ月間、「Apple Pay 対応記念キャンペーン」キャ

ンペーン（以下 本キャンペーン）を実施します。 

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に「じぶん銀行スマホデビット」を Apple Pay などに登録を行ったお客さまの中

から、先着 25,000 名さまに現金 500 円をプレゼントします。さらに、スマホデビットでショッピング利用をされたお客さま

の中から、抽選で 1,500 名さまにご利用金額の 20％をキャッシュバック（注２）します。 

キャンペーンの詳細についてはこちらの HP

（https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_debit_apple_apy/）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

au フィナンシャルグループの au 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。 

以上 

 
（注 1）2019 年 4 月 3 日リリース時、au じぶん銀行調べ 

（注２）お一人さま当たりのキャッシュバック上限金額は 5,000 円です。 

・QUICPay＋は、JCB の登録商標です。 

・Apple、Apple のロゴ、Apple Pay、Apple Watch、iPhone、iPad、iOS は、米国および 

他国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

・iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 

・Apple Pay を利用するには iOS 10.1 以降が必要です。Apple Pay に対応している 

デバイスについては https://support.apple.com/ja-jp/KM207105 をご覧ください。 

 

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_debit_apple_apy/
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_debit_apple_apy/
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「Apple Pay 対応記念キャンペーン」について 
 

キャンペーン概要 

キャンペーン名 Apple Pay 対応記念キャンペーン 

キャンペーン実施期間 2020 年 12 月 1 日（火）～2021 年 1 月 31 日（日） 

特典内容 ＜特典①＞ 

対象期間中、じぶん銀行スマホデビットを Apple Pay（iOS 端末）などに登録されたお客さまの

中から、先着 25,000 名さまにに現金 500 円をプレゼント 

※対象人数が上限に達し次第、終了となります。 

 

＜特典②＞ 

対象期間中、じぶん銀行スマホデビットでショッピング利用をされたお客さまの中から、抽選で

1,500 名さまにご利用金額の 20％をキャッシュバック 

※ショッピング利用の金額は問いません。 

※お一人さま当たりのキャッシュバック上限金額は 5,000 円です。 

※Apple Pay などでの店頭支払いのほか、インターネットショッピングでのご利用も対象となりま

す。 

特典提供時期 2021 年 2 月下旬（予定） 

※「ｽﾏﾎﾃﾞﾋﾞｯﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾄｸﾃﾝ｣という明細表示にてお客さまの円普通預金口座に入金します。 

※適用条件や注意事項など、キャンペーンの詳細についてはキャンペーンページ

（https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_debit_apple_apy/）よりご確認ください。 

 

 

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_debit_apple_apy/

