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■お金の管理 利用規約 

「お金の管理」サービスに適用される一般的な事項を定めています。 

■個人情報の取り扱いに関する同意条項 

「お金の管理」サービスに適用される事項のうち、お客様の情報の取り扱いについて定めています。 

 

お金の管理 利用規約 

第１条（総則） 

1. 本規約は、KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます。）が提供するお金の管理（以下「本サービ

ス」といいます。）を利用するにあたり適用されます。本サービスの利用に際しては、本規約のほか、

au PAY アプリ（旧 au WALLET アプリ）利用規約（以下「アプリ利用規約」といいます。）が適用

されます。本規約に特に定めが無い事項は、アプリ利用規約が適用されるものとし、本規約の内容と

アプリ利用規約の内容が抵触する場合は、本規約の内容が優先されるものとします。 

 

第２条（適用） 

1. KDDI は、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。その場合、本サービスの提供条件

は、変更後の本規約によるものとします。なお、KDDI は、本規約を変更する場合、変更後の本規約

及びその効力発生時期を、au PAY アプリ（旧 au WALLET アプリ）（以下「本アプリ」といいま

す。）内又は本サービス内の所定ページにおいて周知するものとし、変更後の本規約は当該効力発生

時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

2. KDDI は、本規約、アプリ利用規約その他関連する規約に違反または違反する恐れがある場合、その

他 KDDI が不適切と判断した場合、当該お客様による利用を承諾しない場合があります。 

3. KDDI は、本サービスの運営業務の一部を業務委託先に委託することが出来ます。 

 

第３条（本サービスの内容等） 

本サービスの内容は以下のとおりです。 

(1) お客様が、所定の項目（お客様が大切だと思うこと、お金の使い方）に回答することで、その回答内

容に即した金融関連情報（サポートコラム）を提供するサービス 

(2) お客様が、複数の質問項目に回答することで、お客様のライフプラン診断を自動で行う機能（資産形

成シミュレーション）を提供するサービス 

(3) 株式会社マネーフォワード（以下「マネーフォワード」といいます。）の提供する「アグリゲーショ

ン・サービス」及び「API 連携サービス」により、マネーフォワードが取得した口座情報及びマネー

フォワードが定める各種情報を、加工・編集等のうえ、本アプリ上に表示させるサービス（なお、本

号の「アグリゲーション・サービス」及び「API 連携サービス」とは、それぞれマネーフォワードが

定める「マネーフォワード利用規約」の第２条に規定されるサービスをいうものとします。） 

 

第４条（本サービスの利用） 



1. 本サービスは、携帯端末で本アプリを起動し、auID を用いてログインのうえ、本サービスのアイコ

ンを押下して本サービスを起動することで、ご利用いただけます。 

2. 本サービスを利用可能な携帯端末の機種、OS、ブラウザ、アプリ等については、KDDI 所定のもの

に限られます。また、本アプリの利用開始手続きが完了していない方は、利用することができませ

ん。 

3. お客様は、本サービスの利用に先立ち、マネーフォワードが定める「マネーフォワード利用規約」に

も同意いただく必要があります。 

4. KDDI は、本サービスの前身として、本アプリ上で提供していた「家計サポートサービス」において

取得済みのお客様の情報を、本サービスに引き継いで利用できるものとします。 

 

第５条（利用停止） 

KDDI は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、当該お客様に事前に何ら通知することなく、当該お

客様による本サービスの利用を停止することができます。 

(1) お客様が過去に又は現に本規約又はアプリ利用規約に違反し、又は第８条各号のいずれかの行為に

該当したと KDDI が判断した場合 

(2) お客様の au WALLET 会員資格の一時停止・除名が行われた場合 

(3) その他、KDDI が合理的な事由（KDDI の責に帰すべき事由を除く）により、お客様に本サービスを

提供することが不適当と判断した場合 

 

第６条（譲渡禁止） 

お客様は、本規約上の地位及び本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、貸与し、

又は担保に供してはならないものとします。 

 

第７条（利用料金） 

本サービス利用にあたり、発生するパケット通信費用等はお客様の負担となります。 

 

第８条（利用に係る禁止行為） 

お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為、又はその虞がある行為をしてはならな

いものとします。 

(1) 本サービス、WALLET サイト（https://wallet.auone.jp/）及び WALLET クレジットカードサイト

（https://www.kddi-fs.com/）を構成するコンテンツ又は本サービスを経由してアクセス可能なコン

テンツ（文字テキスト、ソフトウェア、音楽、音声、静止画、動画、グラフィックスその他の素材を

含み、以下、併せて「コンテンツ等」といいます。）の複製、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可

能化若しくは上映を行い、又は第三者をして行わせる行為 

(2) コンテンツ等の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他の改変行為 

(3) KDDI 又は第三者の財産、プライバシー、著作権等の知的財産権及びその他一切の権利を侵害する

行為 

(4) 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為 



(5) 本サービスの運営を妨害する行為、又は本サービスの信用を毀損する行為 

(6) 本サービスを商業目的で使用する行為（但し、KDDI が承認したものを除きます。） 

(7) 本サービスへの不正なアクセス（接続）を試みる行為 

(8) 本サービスに接続しているネットワークを妨害又は混乱させる行為 

(9) 他のお客様による本サービスの利用及び享受を妨害する行為 

(10) コンテンツ等に施された著作権を保護する技術的保護手段を回避する行為（技術的保護手段に用い

られている信号の除去又は改変を行うこと） 

(11) 前各号の他、KDDI、他のお客様若しくは第三者の名誉、人格若しくは信用等を毀損する行為又は不

利益を与える行為 

(12) その他 KDDI が不適切と判断する行為 

 

第９条（免責） 

1. KDDI は、本サービス及びコンテンツ等の安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、合法性等に

ついて、いかなる事項に関して何ら保証するものではありません。 

2. お客様は、お客様の判断と責任において本サービス及びコンテンツ等を利用するものとし、本サー

ビス及びコンテンツ等の利用の結果について、その一切の責任を負うものとします。 

3. お客様が、KDDI 対応端末又は KDDI が推奨する機器以外で本サービス又はコンテンツ等を利用し

たことにより被った一切の損害又は不利益に関して、KDDI は、第 5 項の定めによる場合を除き、

その一切責任を負わないものとします。 

4. 本サービス及びコンテンツ等の利用に関連して、お客様が第三者と紛争を生じた場合又は第三者に

対して損害を与えた場合、お客様は自己の費用と責任で解決するものとし、KDDI にはいかなる迷

惑又は損害をも与えないものとします。 

5. 本サービスのご利用にあたり、KDDI の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、

KDDI は LTE NET の基本利用料相当額である 300 円を上限として当該損害を賠償するものとしま

す。但し、KDDI の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとし

ます。 

 

第１０条（サービス停止・変更・終了） 

KDDI は、運用上その他の KDDI が必要と認める場合に、事前の通知・催告なく本サービスの一部また

は全部を停止または変更することができるものとします。また、KDDI は、KDDI 所定の方法で事前に通

知することにより、本サービスの提供を全面的に終了することができるものとします。 

 

第１１条（知的財産権） 

本サービスに関する知的財産権は、KDDI または正当な権利を有する第三者に帰属するものとします。

会員は、本サービス及び本サービス情報等の転載・複製・改変をできないものとします。 

 

第１２条(お問合せ相談窓口)  

本サービスに対するお問合せ・相談窓口等は、本規約末尾をご参照ください。 



 

＜各種お問い合わせ窓口＞ 

au 携帯電話から 157（無料） ※携帯電話・スマートフォンからもご利用になれます 

一般電話から 0077-7-111（無料） 

上記番号がご利用になれない場合 0120-977-033（無料） 

受付時間 9:00～20:00（年中無休） 

 

＜金融商品に関するお問合せ＞ 

au フィナンシャルサポートセンター 0120-907-100（無料） 

受付時間 土日祝含む 全日 9:00～20:00（年末年始・ビル設備点検日を除く） 

 

＜au WALLET サイト＞ 

https://wallet.auone.jp/ 

  



個人情報の取り扱いに関する同意条項 

お客様は、以下の各条項に従って、お客様の個人情報が取り扱われることにご同意いただいたうえで、お

金の管理（以下「本サービス」といいます。）を利用するものとします。以下の各条項に定めの無い用語・

事項については、「お金の管理 利用規約」（以下「本規約」といいます。）の定めに従うものとします。 

 

第１条（お客様に関する情報の利用等） 

1. お客様は、本サービスの利用に際し、KDDI が、次に掲げる各情報（以下総称して「お客様情報」

といいます。）を取得することに同意します。 

(1) au ID 及び au ID に紐づくお客様情報（ニックネーム、メールアドレス、電話番号、住所、氏

名、年齢、性別及び au 通信料金・au WALLET クレジットカードの支払い方法の種別等） 

(2) 本サービス（本規約第 4 条第 4 項に定める「家計サポートサービス」を含みます。）上でお客

様が選択・入力した本規約第 3 条第 1 号及び第 2 号に定める各項目への回答その他の情報 

(3) 本規約第 3 条第 3 号のサービスに基づき取得した以下の情報 

① 口座情報（本サービスにおいてお客様が登録することのできる普通預金、定期預金、カー

ドローン、株式、投資信託、ポイントその他の表示項目をいいます。） 

② au PAY、au WALLET プリペイドカード、au WALLET クレジットカード、au ポイント

/au WALLET ポイント及び au かんたん決済のご利用に伴う購買履歴・利用履歴 

2. お客様は、KDDI が、お客様情報を KDDI が提供する各種サービスで保有する情報と組み合わせ

て、次に掲げる目的及び KDDI の定める「個人情報取扱共通規約」に記載する目的で利用すること

に同意します。 

(1) お客様に本サービス、金融サービス、及びその他当社がお客様との間で締結した契約に基づくサ

ービスを提供するため 

(2) お客様からの問い合わせ対応のため 

(3) 当社からお客様に対する連絡、通知、情報提供及び広告の表示又は配信を行うため 

(4) ポイントに係る各種キャンペーン若しくはイベントの案内、KDDI が適切若しくはお客様にと

って有益と判断した様々な情報、KDDI が提供する商品・サービス等（KDDI 以外の第三者の商

品・サービス等を含みます。）に関する連絡、通知若しくは情報提供又は広告の表示若しくは配

信を行うため 

(5) KDDI の商品・サービス等の販売状況・利用状況の調査及び分析、当該調査及び分析データの無

償、有償を問わない提供、KDDI の商品・サービス等の運用改善・品質向上及び新商品・新サー

ビス等の企画、開発、並びに、アンケート調査その他マーケティング分析のため 

3. お客様は、前項に定めるほか、KDDI が、お客様情報を、KDDI の定める「個人情報取扱共通規約」

に従って取り扱うことに同意します。 

 

第２条（お客様に関する情報の第三者提供） 

お客様は、KDDI が、グループ各社の専門性を活かした連携の強化による、より付加価値の高い各種金融

商品・サービスの提供及び金融分野における経営管理・リスク管理の高度化のために、以下の定めに従っ

て、お客様に関する情報の第三者提供を行うことに同意します。 



１．第三者提供を行う個人データの項目 

 本サービスで取得するお客様情報 

２．第三者提供の範囲 

 au フィナンシャルホールディングス株式会社並びにその連結子会社及び持分法適用会社（以下総称

して「auFＨグループ」といいます。） 

３．第三者提供先の利用目的 

 次に掲げる目的のために利用するものとします。 

(1) お客様へサービス等を提供するため 

(2) お客様又は利用者からの問い合わせ対応のため 

(3) auFH グループによるカードローン、住宅ローン等の各種サービスにおける与信判断及び与信後

の管理のため（銀行業、証券業又はクレジットカード事業等を営む企業に限る） 

(4) 各種キャンペーン若しくはイベントの案内、auFH グループが適切若しくはお客様にとって有益

と判断した様々な情報、auFH グループが提供する商品・サービス等（auFH グループ以外の第

三者の商品・サービス等を含みます。）に関する連絡、通知若しくは情報提供又は広告の表示若

しくは配信を行うため 

(5) auFH グループの商品・サービス等の販売状況・利用状況の調査及び分析、当該調査及び分析デ

ータの無償、有償を問わない提供、auFH グループの商品・サービス等の運用改善・品質向上及

び新商品・新サービス等の企画、開発、並びに、アンケート調査その他マーケティング分析のた

め 

 

第３条（アプリケーション・プライバシーポリシー） 

前二条に定めるほか、KDDI は、本アプリの提供にあたり取得するお客様に関連する情報について、「au  

PAY アプリ（旧 au WALLET アプリ）に関するアプリケーション・プライバシーポリシー」（以下「本

ポリシー」といいます。）の内容に基づき取り扱うものとします。本ポリシーは、以下に記載する Web サ

イト上で確認することができます。 

 Android 向け本ポリシーはこちら 

 http://img.au-market.com/mapi/policy/2581500000001 

 iOS 向け本ポリシーはこちら 

 http://www.kddi.com/app-policy/ios/app-policy-auWALLET-5.2.1.html 

 

 

 


