
 

 
2016年 3月 22日 

KDDI フィナンシャルサービス株式会社 

KDDI株式会社 

沖縄セルラー電話株式会社 

 

 

「au WALLET クレジットカード」にゴールドカードが新登場！ 
 

 

KDDI フィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石月 貴史）、KDDI株式会社

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 孝司）、沖縄セルラー電話株式会社（本社：沖縄県那覇市、

代表取締役社長：北川 洋）は、「au WALLET クレジットカード」に「au WALLET ゴールドカード」（以下、「ゴール

ドカード」という。）を追加し、2016年 3月 22日より、申し込み受け付けを開始します。 

 

「au WALLET クレジットカード」は、au通信サービスのご利用料金をはじめ、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、ご利用金額に応じて貯まった「WALLET ポイント」を au ご利用

料金への充当や、「au WALLET プリペイドカード」へのチャージにご利用いただけるなど、auのお客さまにとっ

ておトクなクレジットカードとして、2014年 10月より申し込み受け付けを開始しました。 

この度、多くのお客さまからご要望をいただいていた「ワンランク上のサービスが付帯したカード」としてゴー

ルドカードをご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴールドカードでは、会員特典として、クレジットカードのご利用金額に応じて貯まる通常のWALLET ポイン

トに加え、ご利用金額に応じて最大 4,500ポイント（注 1）のボーナスポイントが貯まります。 

さらに、提案購入型ショッピングサービス「au WALLET Market powered by LUXA」（http://web.wm.auone.jp）で

ご利用いただける 5,000 円分のギフト券を毎年プレゼント、会員制レストラン予約サービス「LUXA RESERVE」

（ルクサ リザーブ）（http://reserve.luxa.jp/）の無料利用（通常年会費 6,000円）のほか、国内外の提携空港ラ

ウンジや海外アシスタンスサービスの無料利用、国内旅行中のケガをカバーする付帯保険（注 2）や「au 

WALLET クレジットカード」の付帯保険よりもさらに充実した最高補償額など、ゴールドカードだけの多くの特

典をご用意しています。 

 

（注 1） 会員特典のうち、入会・利用ボーナスポイントおよび年間利用ボーナスポイントのプレゼント条件をともに満たした場合です。 

（注 2） ゴールドカードでの事前のお支払いなどが条件となります。 

http://web.wm.auone.jp/
http://reserve.luxa.jp/


 

■概要 

1. au WALLET ゴールドカードの仕様 

 au WALLET ゴールドカード （参考）au WALLET クレジットカード 

ポイント付与条件 ■通常のショッピング利用 

ショッピングのご利用 200円（税込）ごとに 2ポイント 

■ポイントアップ店のご利用 

「ポイントアップ店」は au WALLET ご利用で通常よりも更に WALLET ポイントが貯まります。 

決済ブランド VisaまたはMasterCard®  

 

 

 

 

 

 

VisaまたはMasterCard®  

 

発行条件 ・au携帯電話、auひかり、auひかり ちゅらのいずれかの個人名義の契約があること。 

また、そのご契約に有効な au IDが設定されていること。（法人名義の場合は発行できません） 

・満 20歳以上で安定収入のある方 

（学生、無職、パートアルバイト除く） 

・満 18歳以上（高校生は除く） 

・ご本人さま、または配偶者に定期収入のある方 

カード有効期限 初回 5年/更新 5年 

支払方法 ・翌月 1回払い 

・2回払い 

・ボーナス一括払い 

・リボ払い※ 

・分割払い※ 

 

※ご利用の後からでもリボ払いや分割払いへの変更が可能です。 

キャッシング機能 有 （キャッシングサービス、カードローン） 

発行審査 有 

発行手数料 無料 

年会費 10,000円（税抜） 

 

※家族会員さまは 1名無料、2名以降１名ごと

に 2,000円（税抜） 

無料 

 

※au ID に紐づく au 携帯電話もしくは au ひか

り、au ひかり ちゅらの契約をすべて解約さ

れた場合は、本会員さま1,250円（税抜）、家

族会員さま 400円（税抜）がかかります。 

追加可能 

サービス 

ETCカード（発行料、年会費無料） 



付帯特典 ■ポイント特典（注） 

①入会・利用ボーナスポイント 

入会翌々月までに 100,000 円（税込）以上の

ショッピング利用で 1,000ポイントプレゼント。 

（初回のみ） 

 

②年間利用ボーナスポイント 

 （毎年最大 3,500ポイント） 

 カード発行月から翌年のカード発行月前月末 

までの間が対象。ショッピング利用額の下記

金額の達成翌月にボーナスポイントを最大、

計 3,500ポイントプレゼント。 

 

≪付与タイミング≫ 

100万円到達時（税込）：1,000ポイント 

150万円到達時（税込）：1,000ポイント 

（計 2,000ポイント） 

200万円到達時（税込）：1,500ポイント 

（計 3,500ポイント） 

 

■「au WALLET Market powered by LUXA」の 

ギフト券プレゼント 

・毎年「au WALLET Market powered by LUXA」の 

ギフト券 5,000 円分をプレゼント。 

(詳細は http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_03） 

 

■「LUXA RESERVE」（ルクサ リザーブ）の

無料利用 

・通常、年会費 6,000円（税抜）が必要となる 

サービスを無料でご利用いただけます。 

 

■空港ラウンジサービスの無料利用 

・国内 28空港とハワイホノルル空港ラウンジを 

無料でご利用いただけます。 

(詳細は http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_04) 

 

■海外アシスタンスサービス（ハローデスク） 

・会員の皆様が安心して立ち寄ることができる 

 海外アシスタンスサービスの窓口（ハローデス

ク）を世界各地にご用意。 

(詳細は http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_05) 

 

■海外・国内レンタカーサービス 

・ハーツレンタカーをはじめ世界各国のレンタカー 

サービス、およびトヨタレンタカーをはじめとした 

国内のレンタカー各社のサービスを特別優待価 

格でご利用いただけます。 

(詳細は http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_06) 

 

※会員特典の詳細は http://www.kddi-

fs.com/rd.php?aid=rel_07 をご確認ください。 

－ 

http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_03
http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_04
http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_05
http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_06
http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_07
http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_07


付帯保険 ①紛失・盗難保険 

カードを紛失した場合や盗難被害にあった場 

合の不正利用について補償します。 

 

①紛失・盗難保険 

カードを紛失した場合や盗難被害にあった場 

合の不正利用について補償します。 

 

②「海外旅行あんしん保険」 

（海外旅行傷害保険：最高 5,000 万円） 

「au WALLET ゴールドカード」での渡航費など

のお支払い有無にかかわらず、海外旅行中

のケガや病気の治療費から、カメラなどの携

行品の破損・盗難、ホテルの設備破損時の損

害賠償に加え、航空機遅延時の補償まで自

動付帯します。ご出発前の手続きは不要で

す。 

 

②「海外旅行あんしん保険」 

（海外旅行傷害保険：最高 2,000 万円） 

「au WALLET クレジットカード」で渡航費など

を事前にお支払いいただいた海外旅行中の

ケガや病気の治療費から、カメラなどの携行

品の破損・盗難、ホテルの設備破損時の損害

賠償を補償します。ご出発前の手続きは不要

です。 

 

③「国内旅行あんしん保険」 

（国内旅行傷害保険：最高 5,000 万円） 

「au WALLET ゴールドカード」で事前にお支

払いいただいた、国内の公共交通乗用具搭

乗中のケガ、募集型企画旅行参加中のケガ

を補償します。 

 

－ 

④「お買物あんしん保険」  

（動産総合保険） 

国内外で「au WALLET ゴールドカード」でご

購入された品物の破損・盗難などの損害を購

入日より 90日間補償します。 

（年間最高 300万円、免責金額 3,000 円） 

 

③「お買物あんしん保険」 

（動産総合保険） 

国内外で「au WALLET クレジットカード」でご

購入された品物の破損・盗難などの損害を購

入日より 90日間補償します。 

（年間最高 100万円、免責金額 3,000 円） 

 

※補償内容は、保険規定に基づき提供します。 

※各付帯保険に関する条件はホームページ http://www.kddi-fs.com/をご確認ください。 

（注）2016年 3月 31日まで実施の「au WALLET クレジットカード新規入会キャンペーン」とあわせて 

最大 8,500ポイントプレゼント。(詳細は http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_08) 

 

http://www.kddi-fs.com/
http://www.kddi-fs.com/rd.php?aid=rel_08


 

2. 申込方法について 

2016年 3月 22日より、以下の方法で申し込み受け付けを開始します。 

 

（1） 新規申し込みのお客さま 

・店頭 

全国の auショップおよび KDDI直営店でお申し込み可能です。 

 

・インターネット 

「au WALLET クレジットカードサイト」（http://www.kddi-fs.com/）よりお申し込み可能です。 

 

 

（2） 「au WALLET クレジットカード」をお持ちのお客さま（ランクアップ） 

・インターネット 

「au WALLET クレジットカード」会員さま専用サイトの「各種カードお申し込み」メニューから、現在の

登録情報を引き継いで「au WALLET ゴールドカード」へのランクアップをお申し込み可能です。 

    ※ランクアップも発行条件は新規申込と同様です。発行手数料は無料です。 

 

 

■参考 

・「au WALLET Market powered by LUXA」について 

「au WALLET Market powered by LUXA」とは、LUXA（ルクサ）と提携した、お得に贅沢体験を購入できる

ネットショッピング。膨大な品揃えの中からお客さまが自ら目的のものを探して購入する「目的購入型」では

なく、KDDIやルクサが全国各地から厳選した商品をお客さまにオススメ、提案する「提案購入型」のショッピ

ングサイトである事が特徴です。 

 

・「LUXA RESERVE」について 

選りすぐりのレストランを予約できるサービスとして、2014 年 3 月 12 日よりサービス開始。会員は 24 時間

365 日、PC やスマートフォンからレストラン予約ができるだけでなく、会員特典として、優待プランや優待価

格など会員限定のサービスを受けることができ、特別な時間が過ごせるように、有名ガイドブックの星付

きレストランをはじめとした選りすぐりの店舗のみを掲載。 

 

 

※資料内の表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。 

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 

 

 

以 上 
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