2020 年 8 月 20 日
au ペイメント株式会社

先着 3,000 枚限定「GAMECITY プリペイドカード」
8 月 20 日から受付開始
～特典付きの『my GAMECITY』10 周年記念カードを使ってゲームを楽しもう～

au ペイメント株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 正信)は、株式会社コーエーテク
モゲームス(本社：神奈川県横浜市、取締役社長：鯉沼 久史)と協力し、2020 年 9 月 15 日にサービス
開始 10 周年を迎えるゲーム SNS サイト『my GAMECITY』の周年記念イベントの１つとして、事前に
チャージしたポイントの範囲内でお買い物ができる「GAMECITY プリペイドカード」
（以下 本カード）
を 2020 年 8 月 20 日から 2020 年 10 月 31 日までの期間中、先着 3,000 枚限定（注１）で申込受
付を開始しました。

＜カードイメージ＞
特設サイト URL
https://my.gamecity.ne.jp/mygc/cp/GCPcard/
本カードは「WebMoney プリペイドカード Lite」をベースに『GAMECITY』にラインナップされて
いるゲームのキャラクターをあしらったオリジナルデザインカードです。
発行手数料、年会費ともに無料で、年齢問わずどなたでもお申込みいただけます。
※お申し込みはお一人様１枚限り

◆◆◆カード特典◆◆◆
【チャージ特典】
期間中に指定の条件で本カードにポイントをチャージされた方の中から抽選で 500 名にゲーム内アイ
テムをプレゼント。
＜実施期間＞
2020 年 9 月 1 日 10:00～2020 年 11 月 15 日 23:59 まで
＜抽選対象条件＞
本カードを用いて、ローソン店頭、セブン銀行 ATM、ローソン銀行 ATM、クレジットカード、au ショ
ップ、自遊空間（プリペイド番号引き継ぎ以外）のいずれかの方法で、1,000 円分以上 WebMoney を
チャージされた方
＜特典アイテム＞
■『信長の野望 20XX』
「開眼錬士（☆4）」×3
※1 つにつき武将の開眼率が 1.0%増加します
■『信長の野望 Online』
「開運之抽選券・子」×5
※使用すると有用なアイテム 1 つを入手できます
■『大航海時代 Online』
「ニャブラハム（オーメント）
」×１、
「プレミアムロット」×2
※ニャブラハムの置物と貴重な品々が当たるくじ引き券です

※本カード申込み時にご登録いただくゲームタイトルのゲーム内アイテムをプレゼントします。
【利用特典】
本カードを用いて、「GAMECITY」または「my GAMECITY」にて、月に 3,000 円分以上 WebMoney
決済をご利用された方に、ゲーム内アイテムをもれなくプレゼント。
＜実施期間＞
2020 年 9 月 1 日～2021 年 8 月 31 日まで
＜対象期間＞
毎月１日～月末まで（一ヶ月間）
＜特典アイテム＞
★当月合計利用額 3000 円分～5,999 円分
■『信長の野望 20XX』
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「名将招待状」×1
※1 枚につきスカウトガチャを 1 回実行できます
■『信長の野望 Online』
「夢幻の招喚鈴」×10
※1 個につき英傑 1 人を仲間できます
■『大航海時代 Online』
「航海者のための交換券」×5
※航海の役に立つアイテムと交換できる券です
※当月合計利用額 6,000 円分以上の場合、以下のアイテムも併せてプレゼント。
■『信長の野望 20XX』
「大霊石」×1
※使用すると霊力が最大値分回復します
■『信長の野望 Online』
「夢幻の功績帳・弐」×3
※1 つにつき、英傑の信頼度を 500 入手できます
■『大航海時代 Online』
「航海者のための交換券」×5
※航海の役に立つアイテムと交換できる券です
※本カード申込み時にご登録いただくゲームタイトルのゲーム内アイテムをプレゼントします。
■「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（R）や Google Play（TM） 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２）でのお支払いにご利用可能なプリペイド (前にチャージした金額の範囲内で利用可
能) 形式の磁気カードです。
なお、本カードは「WebMoney ウォレットアプリ」（注３）と併せてご利用ください。
「WebMoney プリペイドカード Lite」詳細は https://www.webmoney.jp/masterwm/about.html
をご確認ください。
（注 1）本カードは枚数限定のため、申込状況によっては早期終了となる場合があります。
（注 2）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。また、EU 圏でのマネーロンダ
リング防止に関する規制により、2020 年 7 月より EU 圏内の店舗および Mastercard 加盟
店管理会社（アクワイアラ）が本規制の対象であるオンラインサービス等でご利用いただけ
ません。
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（注３）「WebMoney ウォレットアプリ」とは、au ペイメント社が発行するカードのポイント
残高や利用明細がリアルタイムで確認できるほか、チャージやカードの情報変更等が手軽
に行えるカード利用者に特化したアプリです。
https://www.webmoney.jp/masterwm/app.html
au フィナンシャルグループの au ペイメント株式会社は、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。今後もお客さまにスマホ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
てもらえる会社”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。

■『my GAMECITY』について
『my GAMECITY』はコーエーテクモゲームスがお贈りする SNS(ソーシャルネットワーキングサー
ビス)の機能を持ったコミュニケーションサイトです。会員登録をすると、たくさんのゲームやお得な
情報を無料で楽しむことができます。
公式ホームページ： https://my.gamecity.ne.jp
■au ペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、
「au PAY」のプラットホームを支え、前払い式支払い手段型、資金移動業型サービスの登録事業者と
して活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サー
ビスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像な
ど、PC やケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツや EC サイトで個人情報を入力するこ
となく、「かんたん・安全・便利」な、お支払い手段として広くご利用いただいています。
会社名：au ペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20 階
親会社：au フィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：1.『au PAY プリペイドカード（au WALLET プリペイドカード）』の発行・販売
2.電子マネー『WebMoney』『WebMoney Card』の発行・販売
3.電子決済サービス、キャッシュレスソリューションの開発・提供
代表者名：代表取締役社長 田中 正信
公式ホームページ： https://www.au-payment.co .jp/
※Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※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
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