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新しい電子マネーカード「au WALLET カード」

2014年5月、新しい電子マネーカード「au WALLET カード」が誕
生しました。「au WALLETカード」は、コンビニエンスストアなど
のリアル店舗や、インターネットのオンラインショップなど、世界
中のMasterCard®加盟店で、チャージ式で繰り返し利用できる
プリペイド型の電子マネーカードです。電子マネーの利用や、au

携帯電話など毎月の通信料金の支払い金額に応じて「WALLET  

ポイント」が貯まり、さらに「ポイントアップ店」での支払いに利用
すると、通常よりも多くのポイントが貯まる特典があります。貯
まったポイントは、「au WALLET カード」の残高にチャージして
次回の買い物に利用できるほか、毎月の通信料金の支払い *や
機種変更・オプション代金の割引にも利用できます。
* 2014年8月以降開始予定

“au WALLET Card,” the New e-Money Card

We launched our new e-money card, the “au WALLET Card,” in 

May 2014. The “au WALLET Card” serves as a prepaid e-money 

card that can be charged repeatedly and used at convenience 

stores and other physical locations, as well as for online  

shopping—wherever MasterCard® is accepted. Customers earn 

“WALLET points” whenever they make e-money purchases or 

pay for monthly communications on their au mobile phones. 

Certain shops even offer bonus points. Accumulated points can 

be applied to the “au WALLET Card” balance for future shop-

ping. They can also be used to pay communications charges* 

and applied toward discounts when switching phone models  or 

making optional purchases.

* Scheduled to become effective sometime after August 2014 

「auスマートパス」がさらに進化

「auスマートパス」トップ画面では、ニュース、天気、乗り換え案内
など日常的にご利用いただける情報に加え、「auスマートパス」
会員におすすめの、便利で楽しい、最も旬なコンテンツをお届け
します。「au WALLET」に関連する情報も合わせてお届けするこ
とで、ネットとリアルを融合させた、スマートフォンでの、便利で
スマートな生活がさらに広がります。auは、お客さまのライフス
タイルに寄り添い、日常をよりシンプルで驚きのあるものに変え
るさまざまなサービスを拡充し、これからも進化し続けます。

auスマートフォンでもっと楽しく、ラッキーに

1,000万人以上のお客さまにご利用いただいている「auスマー 

トパス」は、「人気アプリが使い放題」「ラッキーな会員特典」 
「さまざまな安心」をワンプライス月額372円（税抜）でご利用で
き、初心者でもスマートフォンを安心して楽しく使いこなせる
サービスです。「会員特典」では、飲食店やコンビニの人気スイー
ツのクーポンが入手できたり、人気ライブの先行チケットの購入
やレストランの予約、さらに旅行もお得な価格でご利用いただけ
ます。また、各種エンタメコンテンツを定額でお楽しみいただける
「ビデオパス」「うたパス」「ブックパス」に加え、新たに「ディズニー
パス」「アニメパス」を追加し、お客さまの好みやライフスタイル
に合わせた楽しみ方が、さらに広がりました。

“au Smart Pass” Advances Further

In addition to the convenient everyday information on the main 

page of the “au Smart Pass” site, such as news, weather, and 

information on mass transit transfers, the site also recommends 

convenient, enjoyable, and new seasonal content for “au Smart 

Pass” members. Combining these features with information 

related to “au WALLET” blurs the boundaries between the virtual 

and the physical and promotes the use of smartphones for 

smarter and more convenient lifestyles. As part of its continuing 

advancement, au is expanding its offering of services that can 

change customers’ everyday lifestyles in simple yet surprising 

new ways. 

 

Making au Smartphones More Fun and Luckier

More than 10 million customers, even smartphone novices, 

enjoy using “au Smart Pass,” which is available at the flat rate of 

¥372 per month (excluding taxes), for a number of reasons, such 

as unlimited access to popular apps, special member benefits, 

and various features that provide peace of mind. Special member 

benefits include coupons redeemable at restaurants or for 

sweets at convenience stores, advance ticket purchases for 

popular live music events, restaurant reservations, and even 

special prices on travel items. In addition to providing access to 

a variety of fixed-price entertainment content, such as “Video 

Pass,” “Uta Pass,” and “Book Pass,” the service also offers the 

new “Disney Pass” and “Anime Pass,” so that customers can 

enjoy customizing their smartphones to fit their lifestyles. 

Supporting Motivated Entrepreneurs and Venture Companies

KDDI supports the entrepreneurs of tomorrow through the “KDDI ∞ Labo (Mugen 

Labo)” cultivation and support program and the “KDDI Open Innovation Fund,” a 

corporate venture fund targeting venture companies designing next-generation 

breakthroughs. “KDDI ∞ Labo” maximizes the platforms that KDDI possesses to pro-

vide everything from service development and management support to specialized 

advice, including support from KDDI Group companies. The “KDDI Open Innovation 

Fund” had invested in a total of 19 companies as of March 31, 2014. Via this fund, we 

are working to promote the generation of highly innovative businesses that have syn-

ergy with those in operation throughout the KDDI Group.

意欲ある起業家とベンチャー企業を支援
KDDIでは、将来を担う起業家に対しては、育成／支援プログラムの
「KDDI ∞ Labo（ムゲンラボ）」、次世代を見据えた新しい取り組み
を行うベンチャー企業に対しては、コーポレートベンチャーファンド
の「KDDI Open Innovation Fund」と、2つの支援を行っています。
「KDDI ∞ Labo」は、KDDIの有するプラットフォームを最大限に活
用し、サービス開発と経営支援の双方から専門的なアドバイスを提

供するとともに、グループ会社も含めたサポートを行っています。 
また、「KDDI Open Innovation Fund」は、2014年3月末時点で計
19社へ出資し、KDDIグループ傘下のさまざまな事業とのシナジー
により、高レベルのイノベーションを生み出す事業の創出を推進し
ています。

第6期「KDDI ∞ Labo」参加メンバー
Participants in the sixth-phase “KDDI ∞ Labo” program

アプリ
Apps

WALLET 
ポイント

WALLET points

「au WALLET」 
ポイントアップ店

Shops offering bonus 
WALLET points

あんしん
Peace of mind

天気
Weather

乗換
Mass transit 

transfers

会員特典
Member 
benefits

ニュース
News

au スマートパス
au Smart Pass

 Value Services Segment
バリューセグメント

ネットでもリアルでも新たなバリューを生み出す
Generating New Value—On the Internet and in the Physical World 

auの各種サービスをご利用いただくための認証キー「au ID」に、リアル店舗でも利用可能な決済機能を追加すること
で、ネットとリアルを融合。日常を、より便利にスマートに変えていく新しいサービス「au WALLET」を開始しました。
We have added a settlement function to “au ID,” an authentication key that gives customers access to a variety of services, 

allowing its use at brick-and-mortar shops and blurring the boundaries between the Internet and the physical world.  

The resulting new service, “au WALLET,” aims to make everyday life smarter and more convenient.

New New

7          KDDI CORPORATION    Corporate Profile 2014–2015 KDDI CORPORATION    Corporate Profile 2014–2015         8


