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アメリカン・エキスプレスカードから
「au WALLET 残高」「WebMoney プリペイドカード Lite」への
チャージが可能に
～「au PAY」などの決済サービスがより便利に利用できる！～

KDDI が提供する「au WALLET 残高」およびウェブマネーが発行する「WebMoney プリペイドカ
ード Lite」
（注 1）
（注２）は 2019 年 11 月 14 日より、アメリカン・エキスプレスカードからチャージ
（入金）ができるようになります。

これまで、クレジットカードからのチャージ方法として au WALLET クレジットカード、すべての
Mastercard ブランド、一部の VISA や JCB ブランドのカードがご利用いただけましたが、このたび
クレジットカードでのチャージ方法にアメリカン・エキスプレスブランドのカードが加わることで、
チャージがより便利になります。
なお、チャージされた「au WALLET 残高」は、
「au PAY」や「au WALLET プリペイドカード」
としてお店でのお買い物やお支払いにご利用いただけます。

「au PAY」は、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る
スマホ決済サービスです。お手持ちの「au WALLET アプリ」から簡単な操作でご利用いただけ、
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。

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。
詳細は別紙をご参照ください。
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＜別紙＞
■アメリカン・エキスプレスカードからのチャージについて
１．ご利用方法
・「au WALLET 残高」へのチャージは、
「au WALLET アプリ」を起動して、チャージ(入金)よりクレ
ジットカードを選択後、クレジットカードを登録することでご利用いただけます。
・「WebMoney プリペイドカード Lite」へのチャージは、「WebMoney ウォレットアプリ」を起動して
チャージ(入金)よりクレジットカードを選択後、クレジットカードを登録することでご利用いただけま
す。
※アプリを最新バージョンへアップデートしてご利用ください。
※チャージ単位は、3,000 円、5,000 円、7,000 円、10,000 円、15,000 円、20,000 円、25,000 円、30,000 円、35,000
円、40,000 円、45,000 円となります。

２．対象クレジットカード
アメリカン・エキスプレスカード
※クレジットカード発行元に限らず、アメリカン・エキスプレスブランドがついたすべてのカードから
チャージいただけます。

３．提供開始日
2019 年 11 月 14 日 11:00

（参考）
■アメリカン・エキスプレスについて
1850 年米国ニューヨーク州にて創立したグローバル・サービス・カンパニーです。多様な商品・サー
ビスを通し個人顧客には「特別な体験」をお届けし、また優れたデータ分析や経費削減ツールを用い、
幅広い法人顧客のビジネス成長を支援しています。日本では 1917 年に横浜に支店を開設し、世界に広
がる独自の加盟店ネットワークと世界 140 カ国以上のトラベル・サービス拠点を通じ、最高品質のサー
ビスを提供し続けています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは JCB との提携により、従来か
らのホテル、レストランや小売店などに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど
日々の生活で使えるお店が拡大しています。

■「au PAY」特長
① スマートフォンだけでお買いもの
お手持ちの「au WALLET アプリ」から簡単な操作ですぐにご利用可能。
2019 年 8 月 29 日より 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るスマホ決済サービスに進化。
※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 WALLET アプリ」からいつでも au WALLET 残高へチャージ可能
au WALLET 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（セブン銀行 ATM、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 WALLET プリペイドカード」が必要です。
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③ おトクな特典ぞくぞく！
ご利用金額に応じて、200 円（税込）ごとに 1 ポイント（0.5％相当）が貯まる。さらに、au のお客
さまかつ au スマートパスプレミアム会員は 200 円（税込）ごとに 3 ポイント（1.5％相当）の「au
WALLET ポイント」を還元。2019 年 10 月 1 日以降は最大 20％の「au WALLET ポイント」を還
元。

■「au PAY」利用時のポイント還元 詳細（2019 年 10 月 1 日以降）
「au PAY」利用時のポイント還元
通常特典

期間

au スマートパス
プレミアム会員

キャンペーン

全てのお店（注 3）で

「au PAY」

三太郎の日に「au PAY」で

「au PAY」で決済

ポイントアップ店（注 4）

決済（注 5）

―

―

1.5%還元
（200 円/
3 ポイント）

0.5～1.0%還元

その他のお客さま

0.5%還元

（200 円/1～2 ポイント）

（au 以外の

（200 円/

お客さま含む）

1 ポイント）

三太郎の日
（毎月 3 日、13 日、23 日）

17.5％還元

合計で最大

（200 円/35 ポイント）

20%

―

合計で最大
1.5%

条件など詳細は、こちら（https://aupay.wallet.auone.jp/）をご確認ください。
※「au PAY」のご利用は「au WALLET プリペイドカード」のお申し込みと「au WALLET アプリ」が必要です。
au をご利用でないお客さまは、
「au ID」の取得と「au WALLET アプリ」が必要です。
また、一部ご利用いただけない機能があります。
※「au PAY」の 1 回あたりのお支払い上限額は 49,999 円（税込）です。

■「WebMoney プリペイドカード Lite」について
「WebMoney プリペイドカード Lite」は、クレジットカードのような審査が不要で、どなたでもお
申込みいただくことができる、国際ブランドプリペイドカードとして 2014 年 5 月のサービス開始以
来、多くのお客さまにご利用いただいています。
従来の WebMoney 加盟店に加えて App Store や Google Play などのインターネット領域や、飲食店
やコンビニエンスストアなどのリアル領域、世界 210 カ国以上、4,720 万店舗の Mastercard（R）加
盟店（注 6）でのお支払いにご利用いただけます。
また、2019 年 10 月から始まる「キャッシュレス・消費者還元事業」で承認された
カードで、対象店舗でご利用いただくと最大 5％のポイントが還元されます。
「WebMoney プリペイドカード Lite」の詳細はこちら
（https://www.webmoney.jp/masterwm/about.html）をご確認ください。
「キャッシュレス・消費者還元事業」についてはこちら（https://cashless.go.jp/）をご確認くださ
い。
（注1） 旧名称「WebMoney Card Lite」を含みます。
（注2） 「WebMoney プリペイドカード」は対象外です。
（注3） 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。
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（注4） 「au PAY」利用可能店舗に限ります。
（注5） 決済月の翌月末から翌々月上旬を目途にポイントを一括付与します。月間合計 5,000 ポイントが付与上限です。
（注 6）2018 The Nilson Report 調べ。なお、高速道路、ガソリンスタンド、公共料金や携帯電話など一部の Mastercard
加盟店ではご利用いただけません。
※その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
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