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提携クレジットカード「au じぶん card」発行開始について 
～au のケータイ生活をもっとおトクにするカード「au じぶん card」誕生～ 

 
株式会社じぶん銀行（本社：東京都港区、代表取締役社長：中井雅人、以下 

じぶん銀行）と、株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役

社長：林野宏、以下クレディセゾン）、株式会社ジェーシービー（本社：東京都

港区、代表取締役兼執行役員社長：髙倉民夫、以下ジェーシービー）、トヨタ  

ファイナンス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：藤田泰久、   

以下トヨタファイナンス）、三菱 UFJ ニコス株式会社（本社：東京都千代田区、

代表取締役社長：佐々木宗平、以下三菱 UFJ ニコス）の各社は、クレジット   

カードに関する業務提携を行い、au のケータイ生活をもっとおトクにする  

クレジットカード「au じぶん card」を、2008 年 11 月 10 日（月）より発行開始     

します。 
 
これに伴い、KDDI 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼会長：

小野寺正、以下 KDDI）がクレディセゾン、トヨタファイナンス、三菱 UFJ ニコ

スと提携して発行してまいりました「KDDI THE CARD」は、2008 年 11 月 10
日（月）より｢au じぶん card｣に移行いたします。 
ジェーシービーと提携して発行してまいりました「KDDI THE CARD」につき

ましては、来年 1 月に会員様へ「au じぶん card」への移行のご案内をさせて  

いただく予定です。 
 

1. お申込受付について 
 お申込受付開始日：2008 年 11 月 10 日（月） 

 お申込方法：全国の au ショップ及びじぶん銀行ホームページにて、  

お申込みを受け付けます。注 1 

注 1
じぶん銀行とジェーシービーの提携による「au じぶん card」は、2009 年 4 月からお申込み

受付を開始する予定です。 
 
 



 
2.「じぶんポイント」について 

「au じぶん card」の会員様は、毎月のカードご利用料金に応じて「じぶん   

ポイント」が貯まります。「じぶんポイント」は、au 携帯電話料金のお支払

いのほか、「au ポイント」への移行やじぶん銀行口座へのキャッシュバック

など、さまざまな用途にご利用いただけます。 
  
3. ケータイクレジットの提供 

「au じぶん card」の会員様は、事前にチャージ（入金）の手間がいらない   

簡単でスピーディーなポストペイ（後払い）型の決済サービス「QUICPay」、
「Visa Touch / Smartplus」をご利用いただけます。ご利用代金は「au じぶん

card」のご利用代金とあわせてお支払いいただきます。もちろん、「じぶんポ

イント」も貯まります。 
 
4.「au じぶん card」発行開始キャンペーンの実施 

2008 年 11 月 10 日（月）から 2009 年 3 月 31 日（火）まで、「au じぶん card
誕生キャンペーン」及び「じぶんポイント 1.5 倍キャンペーン」を実施いた

します。注 2 
注 2 

各キャンペーンの条件等の詳細につきましては、じぶん銀行ホームページの「au じぶん card」に

てご確認ください。 
 
｢au じぶん card｣のサービスの詳細は、参考資料をご参照下さい。  
 

以 上 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
＜参考資料＞ 

 
 提携クレジットカード「au じぶん card」の概要 

 
1. カードデザイン 
 
（1）一般カード           （2）ゴールドカード 

   
 
 
2. 商品内容                        

  （2008 年 11 月 10 日現在） 
au じぶん card≪ｾｿﾞﾝ≫ 

（㈱クレディセゾン） 

au じぶん card TS3 

（トヨタファイナンス㈱）

au じぶん card UFJ カード 

（三菱 UFJ ニコス㈱） 

カード種類 

（提携ｸﾚｼﾞｯﾄ 

ｶｰﾄﾞ会社） ■一般カード ■一般カード 

■ゴールドカード 

■一般カード 

■ゴールドカード 

国際ブランド VISA、MasterCard 

■一般カード 

永久無料 

 

■一般カード 

・初年度無料 (*1)。 

・2 年目以降、毎月の KDDI

ご利用料金を「 au じぶん

card」でお支払いいただい

ている場合無料(*2)。 

 

 

■一般カード 

・初年度無料 (*1)。 

・2 年目以降も(A)または(B)で

無料(*2)。 

(A)毎月の KDDI ご利用料金を

「au じぶん card」でお支払いい

ただいている場合。 

(B)前年度の「au じぶん card」

ご利用総額が 10 万円（税込）

以上の場合。 

年会費 

（本人会員） 

― ■ゴールドカード 

10,500 円（税込） 

■ゴールドカード 

10,500 円（税込） 



（家族会員） ■一般カード 

永久無料 

 

■一般カード 

420 円（税込） (*3) 

■ゴールドカード 

・家族会員 1 名さま無料。 

・2 名さま以降 1 名さまにつき、1,050 円（税込）。 

au じぶん card 

ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

「au じぶん card」ご利用額 100 円（税込）ごとに、１ポイント付与 

ケータイクレ

ジット対応 

（モバイル） 

QUICPay (*4) 

 

QUICPay 

■専用プラスチックカードで

も対応 

QUICPay、Visa Touch/Smartplus

■専用プラスチックカードでも

対応 

海外旅行傷害

保険 

― 

 

■一般カード 

  ― 

■ゴールドカード 

高 5,000 万円 

■一般カード 

高 2,000 万円 

■ゴールドカード 

高 5,000 万円 

国内旅行傷害

保険 

― 

 

■一般カード 

  ― 

■ゴールドカード 

高 5,000 万円 

■一般カード 

高 1,000 万円 

■ゴールドカード 

高 5,000 万円 

ショッピング

保険 

― 

 

■一般カード 

100 万円（年間補償限度額）

(*5) 

■ゴールドカード 

300 万円（年間補償限度額）

■一般カード 

200 万円（年間補償限度額）

 

■ゴールドカード 

300 万円（年間補償限度額） 

ETC カード（年

会費無料）(*6) 

発行可能 

 

発行可能 

 

発行可能 

別途お申込みが必要です。 

非接触 IC チッ

プ搭載 

― 搭載 

その他特典 各クレジットカード会社にて提携しているホテル、レジャー施設、グルメなどでのご優待が

あります。(*7) 

お申込資格 ■一般カード 

・18 歳以上（高校生不可）、

かつ電話連絡可能な方 

・未成年および学生（成年

含む）の方は親権者同意が

必要。 

 

■一般カード 

・18 歳以上、安定継続収入の

ある方（高校生を除く） 

・未成年の方は親権者同意が

必要。(*8) 

 

■ゴールドカード 

30 歳以上、ご本人に安定継続

収入のある方 

�ゴールドカード独自の基準

の審査あり。 

■一般カード 

・原則として 18 歳以上でご本

人または配偶者に安定継続収

入のある方 

・未成年の方は親権者同意が必

要。(*8) 

■ゴールドカード 

原則として 30 歳以上、年収 500

万円以上、勤続年数または営業

年数（自営の場合）8 年以上の

方。 



(*1) 初年度は無条件で無料。 

(*2) 以下のいずれかの条件に満たない場合、入会 2 年目以降の年会費は 1,312 円（税込）となります。 

・au 携帯電話、au one net、ADSL one、メタルプラス電話、ひかり one(au one net の場合)、国内／国際固

定電話のいずれかの KDDI ご利用料金をお支払いいただかない場合。 

・前年度のご利用総額が条件に満たない場合（「au じぶん card UFJ カード」のみ） 

(*3) 本人会員様が年会費無料の場合は無料。 

(*4) 「au じぶん card《セゾン》」は、本クレジットカードお申込みと同時に QUICPay モバイルをお申込みす

ることはできません。本クレジットカード発行後にお申込みください。 

(*5) 海外ご利用分のみ付帯されます。付帯内容の詳細（適用条件等）はトヨタファイナンス㈱へお問い合わ

せください。 

(*6) ETC カード発行ご希望の場合は、お申込みが必要です。「au じぶん card《セゾン》」と「au じぶん cardTS3」 

は、本クレジットカードお申込時に ETC カードもあわせてお申込みいただけます。「au じぶん card  

UFJ カード」は、クレジットカード発行後にお申込みください。 

(*7) 優待の内容とご利用条件は、提携クレジットカード会社によって異なるため、各提携クレジットカード

会社にお問い合わせください。 

(*8) 本クレジットカードのお申込みにおいて親権者同意が必要なお客さまは、当行に資料請求のうえ、お申

込みください。 

 
 
3. 「au じぶん card ポイントプログラム」について 
 
（1）ポイントの貯め方 

「au じぶん card」ご利用額 100 円（税込）ごとに「じぶんポイント」が    

「1 ポイント」貯まります。 
au 携帯電話料金のお支払いはもちろんのこと、ショッピングなどのお支払

いでもポイントが貯まります。 
 

（2）ポイントの使い方 
① じぶん銀行口座へのキャッシュバック 
「じぶんポイント」をじぶん銀行口座にキャッシュバックできます。 
キャッシュバックのお申込みは「1 ポイント」から可能です。注 1、注 2 
注 1

「au じぶん card」ご利用代金のお支払いをじぶん銀行口座の自動お引落とし（口座振替）にし 

ていただく必要があります。 
注 2

キャッシュバックには、キャッシュバック予定ポイントに加え、キャッシュバック手数料とし 

て別途「100 ポイント」が必要です。 

 
② au ポイントへの移行 
「じぶんポイント」を「au ポイント」に移行して、au 携帯電話の機種   

変更や付属品の購入などにご利用いただけます。 
移行のお申込みは「１ポイント」から可能です。 



 
③ au 携帯電話料金を支払う（KDDI ご利用料金への充当） 
「じぶんポイント」を「au じぶん card」でお支払いの au 携帯電話料金   

（KDDI ご利用料金）に充当することができます。注 3、注 4、注 5  
充当のお申込みは「１ポイント」から可能です。 
注 3

「au じぶん card」で、KDDI ご利用料金をお支払いいただく必要があります。 
注 4

充当可能額は、ご請求月の KDDI ご利用料金の金額が上限額となります。対象となる KDDI

サービスは、au 携帯電話、au one net（旧 DION）、ADSL one、メタルプラス電話、ひかり one(au 

one net の場合)、国内／国際固定電話です（ご契約が法人名義のお客さまは対象外となります）。 
注 5

クレジットカード会社からの請求時に充当されます。 
 

④ au ショッピングモールポイントへの移行 
「じぶんポイント」を「au ショッピングモールポイント」に移行して、

au ショッピングモールでのお買物にご利用いただけます。 
移行のお申込みは「1 ポイント」から可能です。注 6 

注 6
「au ショッピングモールポイント」は、移行日の翌日から 1 年間有効です。 

 
⑤ KDDI ポイント大作戦のポイントへの移行 
「じぶんポイント」を「KDDI ポイント大作戦」注 7 のポイントに移行   

して、1,000 ポイント以上貯めると、au 電話の新規ご契約などにご利用  

いただける便利なクーポンと交換できます。 
移行のお申込みは「１ポイント」から可能です。 
注 7  KDDI ポイント大作戦とは、KDDI のサービス「ひかり one(au one net)・ADSL one・au one net・

メタルプラス電話・市外電話サービス（マイライン等）・国際電話サービス・0077 携帯宛電

話サービス」のご利用でたまるポイントを、「au 電話新規ご契約割引クーポン券」や買ったら

すぐに国際電話がかけられる国際電話プリペイドカード「KDDI スーパーワールドカード」

と交換できるサービスです。 
 

⑥ ポイントを贈る 
「じぶんポイント」を「au じぶん card」をお持ちのお友達などに贈る   

ことができます。 
贈答のお申込みは「１ポイント」から可能です。 

 
 
4. 「au じぶん card」発行開始キャンペーンについて 

2008 年 11 月 10 日（月）から 2009 年 3 月 31 日（火）まで、以下のキャン

ペーンを実施します。注 1 
 

 （1）「au じぶん card」誕生キャンペーン 
「au じぶん card」に新規にご入会いただき、au 携帯電話料金（KDDI    



ご利用料金）を「au じぶん card」で支払登録された会員様に、もれなく

「じぶんポイント」を 1,000 ポイントプレゼントいたします。  
   

（2）「じぶんポイント」1.5 倍キャンペーン 
au 携帯電話料金（KDDI ご利用料金）を「au じぶん card」で支払   

登録し、さらに「au じぶん card」ご利用代金のお支払いをじぶん  

銀行口座からの口座振替にすると、初回口座振替から 1 年間、KDDI
ご利用料金支払分の「じぶんポイント」の還元率を 1.5%相当に大幅

アップいたします（通常は 1.0%相当）。  
注 1

各キャンペーンの条件等の詳細につきましては、じぶん銀行ホームページにてご確認ください。 


