
 

 
 

2021 年 8 月 6 日 

 

KDDI 株式会社 

au コマース＆ライフ株式会社 

au フィナンシャルサービス株式会社 

 

au PAY ふるさと納税、 

au PAY カードを利用した寄附でポイントを最大 3％還元 
 

KDDI、au コマース＆ライフ、au フィナンシャルサービスは、2021 年 8 月 9 日から 2021 年 9 月 25

日までの間、au PAY ふるさと納税（注 1）において、au PAY カードで 15,000 円以上寄附いただくと最

大 3％のポイントを還元するキャンペーン(以下 本キャンペーン)を開催します。 

キャンペーンページ（https://furusato.wowma.jp/announce/campaign_aupaycard_210809/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

au PAY ふるさと納税において、au PAY カードを利用して期間中累計で 15,000 円以上寄附していた

だいたお客さまを対象に、還元率を 1％加算します。 

au PAY ふるさと納税で実施中の「寄附額に対して 1％の Ponta ポイント（au PAY マーケット限定）

を還元するキャンペーン（注 2）」(https://furusato.wowma.jp/announce/point_back2021/)を加えると、最

大 3%のポイント還元（注 3）となります。 

  
今回追加 本キャンペーンによる還元 +1％ 
実施中 au PAY カードご利用による通常の還元 +1％ 

実施中 寄附額の 1％Ponta ポイント（au PAY マーケット限定）還元キャンペーン

による還元 

+1％ 

  合計 3％ 

 

 また、au スマートパスプレミアム会員のお客さまは三太郎の日（2021 年 8 月 13 日、8 月 23 日、9 月

https://furusato.wowma.jp/announce/point_back2021/


3 日、9 月 13 日、9 月 23 日）に 15,000 円以上寄附すると、+2%の Ponta ポイント（au PAY マーケッ

ト限定）の還元率となり、最大 5%のポイント還元となります（注 4）。 

 

２．実施期間 

2021 年 8 月 9 日から 2021 年 9 月 25 日まで 

 

３．適用条件 

以下①②すべての条件を満たすお客さまが対象です。 

①キャンペーン期間中およびポイント加算タイミングにおいて au PAY ふるさと納税の会員であること

（注 5） 

②キャンペーン期間において、お支払い方法「au PAY カード/au PAY 残高/au かんたん決済」を選択

し、かつ、ご利用内容の確認にて「au PAY カードで支払う」を選択して累計 15,000 円以上寄附決済し

ていただくこと（注 6）（注 7） 

条件などの詳細はこちら（https://furusato.wowma.jp/announce/campaign_aupaycard_210809/）を参

照ください。 

 

 

お支払い方法の画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDDI、au コマース＆ライフ、au フィナンシャルサービスは、「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、お客さまに新しい体験価値を創造していきま

す。 

 

 

（参考） 

 

■「au PAY カード」の特長 
「au PAY カード（https://www.kddi-fs.com/）」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、ご利用に応じてたまった Ponta ポイントを、クレジットカードの請求額

への充当や au PAY 残高へのチャージなど、おトクにご利用いただけるクレジットカードです。 



年会費無料（注 8）で発行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 9）、「au PAY 残高」へのチャージと「au PAY」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。 

au の利用でさらにオトクな「au PAY ゴールドカード」も提供しています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

■「au PAY マーケット」の特長 
「au PAY マーケット」（https://wowma.jp/）は、au に限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総

合ショッピングサイトです。 
 

①条件に応じて最大 16％還元する「お買い物特典プログラム」

（https://wowma.jp/campaign/benefit/index.html） 

「au PAY カード」での支払いや「au PAY ふるさと納税寄附」の利用といった条件を満たすことで、ポ

イント還元率が最大 16％までアップします。 

 

➁誰でも Ponta ポイントを 50%増量できる「お得なポイント交換所

（https://wowma.jp/event/ptexchg/index.html）」 

誰でもお持ちの Ponta ポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに 1.5 倍増量でき、よ

りおトクにお買い物をお楽しみいただけます。 

 
 

（注 1）ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、2,000 円を超える部分が所得税や住民税から控除される制度で

す。 

（注 2）当月分の寄附金額の合計を集計し、翌月末に Ponta ポイント（au PAY マーケット限定）加算します。ポイント有効

期限は約 1 カ月です。 

（注 3）本キャンペーン還元は、「au PAY カード」を支払い方法一覧から選択して決済した場合です。「クレジットカード決

済」を選択した場合は対象外です。 

【3%の内訳】au PAY カードの利用: 1％（加算上限なし）、本キャンペーン: 1％（加算上限: 5,000 ポイント/キャンペ

ーン期間中）、「1％Ponta ポイント（au PAY マーケット限定）還元キャンペーン」の特典:1%（加算上限:50,000 ポイ

ント/月） 

（注 4）au スマートパスプレミアム会員（有料）のお客さま限定で、対象期間のふるさと納税合計寄付額 15,000 円以上に対し

て、2%分の Ponta ポイント（au PAY マーケット限定）を加算します。 

（注 5）本キャンペーンのポイントは 2021 年 11 月末頃を目処に加算します。諸事情により前後する場合がございますのでご

了承ください。 

（注 6）ポイント利用分はポイント加算対象になりません。キャンペーン期間中においてポイント利用分を差し引いた決済額

が 15,000 円以上である必要があります。 

（注 7）カードのご利用額は、ご利用明細上の利用日に基づき集計いたします。 

（注 8）「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。ただし povo のご契約は対象外)、au ひかり、au ひかり ちゅら、UQ mobile のご契約がない場合、かつ、当社所

定の基準日から 1 年間カード利用がない場合（＊）、その翌年度は年会費 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。ポイント加算上限は月間

合計 3,000 ポイントです。 

（注 9）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。 

以 上 


