
 

 

 

2019 年 9 月 30 日 

＜報道発表資料＞ 

KDDI 株式会社 

au フィナンシャルホールディングス株式会社 

株式会社じぶん銀行 

KDDI フィナンシャルサービス株式会社 

株式会社ウェブマネー 

 

経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する 

KDDI グループの取り組みについて 
 

KDDI と KDDI グループの、じぶん銀行、KDDI フィナンシャルサービス、ウェブマネーは、経済産業

省が推進する「キャッシュレス・消費者還元事業」のキャッシュレス事業者として登録しています。 

KDDI グループで「キャッシュレス・消費者還元事業」に参画する決済サービスは、「au PAY」「au WALLET 

プリペイドカード」「じぶん銀行スマホデビット」「au WALLET クレジットカード（ゴールドカード含

む）」「WebMoney プリペイドカード」「WebMoney プリペイドカード Lite」となります。 

 

 お客さまは KDDI グループのキャッシュレスサービスの利用を通じて最大 5%の還元を受けることが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

事業者名や登録型、還元方法などの詳細は以下のとおりです。 

 

■KDDI 

 

対象サービス au PAY 

登録型 A、B 型 

期間 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30 日 

内容 

対象となる加盟店（キャッシュレス・消費者還元事業に登録済の対象店舗）で決済いただ

くと通常の au WALLET ポイント※に加え、さらに最大 5%の au WALLET ポイントを

還元。 

※通常 200 円毎に 1 ポイント、au スマートパスプレミアム会員の場合は 200 円毎に 3 ポイント 

条件 

還元上限 

・対象となる店舗で利用すること 

・ポイント還元の上限は 15,000P/月 

還元方法 ご利用金額に応じて au WALLET ポイントを付与。au WALLET アプリから確認可能。 

還元タイミング 買い物をした日から翌月に au WALLET ポイントで還元。 

対象加盟店 
対象加盟店は au PAY HP「使えるお店を探す」(https://aupay.wallet.auone.jp/store/) 

より確認いただけます。 

https://aupay.wallet.auone.jp/store/


 
 
■じぶん銀行 

 
 
■KDDI フィナンシャルサービス 

対象サービス au WALLET プリペイドカード 

登録型 A 型 

期間 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30 日 

内容 

対象となる加盟店（キャッシュレス・消費者還元事業に登録済の対象店舗）で決済いただ

くと通常の au WALLET ポイント※に加え、さらに最大 5%の au WALLET ポイントを

還元。 

※通常 200 円毎に 1 ポイント、ポイントアップ店で利用の場合は 200 円毎に 2 ポイント 

条件 

還元上限 

・対象となる店舗で利用すること 

・ポイント還元の上限は 15,000P/月 

還元方法 ご利用金額に応じて au WALLET ポイントを付与。au WALLET アプリから確認可能。 

還元タイミング 買い物をした日から翌月に au WALLET ポイントで還元。 

対象加盟店 

対象加盟店はキャッシュレス・消費者還元事業に登録済で Mastercard または QUICPay

が対象になる店舗、対象店舗はキャッシュレス・消費者還元事業の対象店舗 HP

（https://map.cashless.go.jp/search）をご確認ください。 

対象サービス じぶん銀行スマホデビット 

登録型 A 型 

期間 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30 日 

内容 

対象となる加盟店（キャッシュレス・消費者還元事業に登録済の対象店舗）で決済いただ

くと、決済金額に応じて 5%または 2%分の JCB キャッシュレス利用ポイントを 1 ポイ

ント＝1 円としてお客さまのじぶん銀行口座へ現金で還元。 

条件 

還元上限 

・対象となる店舗で利用すること 

・ポイント還元の上限は 15,000P/月 

還元方法 
ご利用金額に応じて付与される JCB キャッシュレス利用ポイントを、1 ポイント＝1 円

としてお客さまの円普通預金口座へ現金で入金。 

還元タイミング 
毎月 16 日～翌月 15 日に当行に売上情報が届いたご利用分に対するポイントを 

1 ポイント＝1 円として、翌々月末にお客さまの円普通預金口座に入金。 

対象サービス au WALLET クレジットカード(ゴールドカード含む） 

登録型 A 型 

期間 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30 日 

内容 

対象となる加盟店（キャッシュレス・消費者還元事業に登録済の対象店舗）で、 

au WALLET クレジットカード・au WALLET ゴールドカードをご利用いただくと、 

通常の au WALLET ポイントに加え、さらに最大 5%の au WALLET ポイントを還元。 

条件 

還元上限 

・対象となる店舗で利用すること 

・ポイント還元の上限は 15,000P/月 

還元方法 ご利用金額に応じて au WALLET ポイントを付与。 

還元タイミング 

・毎月 16 日から翌月 15 日までの対象決済に対して、翌々月 10 日に付与。 

ボーナス一括払いのときは請求月 10 日に付与。 

※10 日が土曜・日曜・祝日の場合、金融機関翌営業日。 

 

https://map.cashless.go.jp/search


 

 
 
■ウェブマネー 

 

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」を始動しています。今後も「通信とライフデザ

インの融合」を推進し、"お客さまに一番身近に感じてもらえる会社"として、日本の現金文化からキャ

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。 

 

キャッシュレス・消費者還元事業についてこちら(https://cashless.go.jp/)をご参照ください。 

 

※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 

 

 

 

（例） 

①2019 年 10 月 16 日～2019 年 11 月 15 の場合：付与日＝2019 年 12 月 10 日 

②2020 年 5 月 16 日～2020 年 6 月 15 日の場合：付与日＝2020 年７月 10 日 

対象サービス WebMoney プリペイドカード/WebMoney プリペイドカード Lite 

登録型 A 型 

期間 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30 日 

内容 

対象となる加盟店（キャッシュレス・消費者還元事業に登録済の対象加盟店）で

WebMoney プリペイドカード、WebMoney プリペイドカード Lite（旧名称含む）を 

ご利用いただくと最大 5％のポイントを還元。 

※一部店舗では還元率 2%もしくは直接還元の場合があります。 

条件 

還元上限 

・対象となる店舗で利用すること 

・ポイント還元の上限は以下のとおり 

＜WebMoney プリペイドカード（WebMoney Card）＞ 

25,000P/月 

＜WebMoney プリペイドカード Lite（WebMoney Card Lite）＞ 

5,000 P/月 

還元方法 

・ご利用されたカードに WebMoney ポイントを付与 

・WebMoney ポイントはコンビニや飲食店などのお店、インターネットなどで 1POINT

＝1 円としてご利用いただけます。 

還元タイミング 
ご利用された都度、システム上の処理が完了し次第、ご利用金額と対象の還元率に 

応じた WebMoney ポイントを付与。 

https://cashless.go.jp/

