
au WALLET ポイント運用サービス 

 

ご利用規約および個人情報の取り扱いについて 

au WALLET ポイント運用サービス利用規約 

 

KDDI 株式会社(以下「当社」といいます)は、au WALLET ポイント運用サービス (以下「本サービス」といいます) を、この au WALLET

ポイント運用サービス利用規約 (以下「本利用規約」といいます) および当社が本サービスのご利用に関してお客様に提供する au 

WALLET ポイント運用サイト (https://wallet-inv.auone.jp/) (以下「本 WEB サイト」といいます) 、当社が au PAY アプリ利用

規約に従い提供する au PAY アプリ (以下「本アプリ」といいます) 、その他当社が設置、運営する本サービスに関連する WEB サイト (au

ホームページ (https://www.au.com/) を含みますがこれに限られないものとします) 等に随時掲載する本サービスのご利用等に関す

るルール、注意事項、ガイドライン (以下、併せて「諸規定」といいます) に従って提供します。お客様が本利用規約に同意されない場合、

本サービスをご利用いただくことはできません。ご利用の前に、必ず本利用規約をご確認のうえ、本利用規約にご同意ください。 

 

第 1 条 (適用) 

1. 本利用規約は、ご利用者 (本利用規約に同意し、当社との間で本サービスの利用にかかる契約が成立した者を意味します。以

下同じ。) による本サービスのご利用に関する条件およびご利用者と当社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、ご利用

者と当社との間の本サービスのご利用に関する全てに適用されます。 

2. ご利用者が本サービスをご利用するためには、本利用規約を遵守していただくものとします。 

3. お客様の本利用規約への同意により、お客様と当社との間で本サービスのご利用にかかる契約 (以下「本サービス利用契約」と

いいます) が成立するものとします。 

4. 諸規定は、本利用規約の一部を構成し、以下、本利用規約内において本利用規約という場合には、特段の表示のない限り、

諸規定を含むものとします。 

5. 本利用規約の内容と、諸規定その他本利用規約以外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本利用規約の規定が優

先して適用されます。 

 

第 2 条 (本利用規約の変更) 

1. 当社は、ご利用者の承諾を得ることなく、いつでも本利用規約を変更できるものとします。 

2. 当社は、本利用規約を変更する場合、あらかじめ変更後の本利用規約の内容及び当該変更の効力発生時期を、本 WEB サ

イト及び本アプリに掲載して周知するものとします。ただし、諸規定の変更手続については、諸規定の定めに従うものとします。 

3. 前二項に基づき本利用規約を変更した場合、ご利用者による本サービスのご利用に関する条件およびご利用者と当社との間の

権利義務関係については、変更の効力発生時期以降、当該変更後の本利用規約が適用されます。なお、本利用規約の変更

の効力は、当該効力発生時期が到来した時点で生じるものとします。 

 

第 3 条 (本サービスの運営) 

1. 当社は、善良な管理者の注意義務をもって、本サービスを運営します。 

2. 当社は、前項に定める本サービスの運営に関する業務の一部を第三者に委託することができます。 



 

第 4 条 (本サービスの性質)  

1. 本サービスは、当社および沖縄セルラー電話株式会社がポイントプログラム利用規約に基づき提供する au WALLET ポイントプ

ログラムのポイント (以下「WALLET ポイント」といいます) の利用対象となるサービスの１つとして、ご利用者が、本 WEB サイト

または本アプリを利用して擬似的に投資を体験できるサービスです。 

2. 本サービスは、当社がご利用者との関係において、有価証券の売買の媒介、取次ぎもしくは代理、募集もしくは私募または募集も

しくは私募の取扱い、勧誘、紹介等を行うものではありません。また、本サービスは、当社が金融商品取引業者として、利用者の

ために投資一任業務を行い、ご利用者の財産を運用・管理するものでもありません。 

3. 本サービスでは、当社所定の投資信託 (以下「本件投資信託」といいます) の基準価額の値動きに連動して、運用ポイント数

が増減します。運用ポイントの追加、引き出し等の本サービスのご利用については、ご利用者の判断と責任で行ってください。な

お、本サービスは、ご利用者の WALLET ポイントまたは運用ポイントを本件投資信託に投資して運用しているものではなく、ご利

用者は、本件投資信託に関して何らの権利も取得しません。 

4. 本利用規約に定めがある場合を除き、当社が恣意的にご利用者の運用ポイント数を増減させることはありません。 

 

第 5 条 (利用条件) 

本サービスのご利用条件は、以下の各号に定めるとおりとします。 

(1) お客様が、au WALLET ポイントプログラムの対象者であること 

(2) お客様が、日本に在住する個人であること 

(3) お客様が、本利用規約にご同意のうえ、ご自身の au ID で、本 WEB サイトまたは本アプリへログインすること 

(4) お客様が、当社所定の方法で、本 WEB サイトまたは本アプリを利用することができること 

(5) お客様が、その費用と責任において、本サービスを利用するために必要な当社対応端末 (第 9 条第 1 項第 1 号に定める

au 通信サービスに対応する、当社所定のスマートフォン等の端末を意味します。以下同じ。)、コンピューター、ソフトウェアそ

の他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持 (ウィルス感染の防止対策等、セキュリティ対策を含みま

す) を行っていること 

(6) お客様が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」とい

います。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。) 、暴力団員 (暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴

力団員をいいます) 、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その

他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者 (以下「反社会的勢力」といいます) でなく、過去にも、反

社会的勢力でなく、反社会的勢力を利用したことがないこと 

 

第 6 条 (運用ポイントの追加)  

1. ご利用者は、本 WEB サイトおよび本アプリにおいて、追加したい運用ポイント数の入力等の所定の手続きを行うことにより、当社

所定の時期および単位で、ご利用者が保有している WALLET ポイントを、１WALLET ポイントを 1 運用ポイントとして運用ポ

イントに交換することで、運用ポイントを追加することができます。 

2. 運用ポイントは、本利用規約に定めがある場合を除き、本サービス以外では一切利用できません。なお、ポイントプログラム利用

規約第 2 章第 4 条に基づいて利用することもできず、また、運用ポイントを現金と交換することもできません。 

 



第 7 条 (運用ポイントの増減) 

1. ご利用者が保有する運用ポイント数は、本件投資信託の基準価額の値動きに連動して増減します。 

2. ご利用者は、本 WEB サイトおよび本アプリ上で、運用ポイント数の増減の状況を確認することができます。 

 

第 8 条 (運用ポイントの引き出し)  

1. ご利用者は、本 WEB サイトおよび本アプリにおいて、引き出したい運用ポイント数の入力等の所定の手続きを行うことにより、当

社所定の時期および単位で、ご利用者が保有している運用ポイントの全部または一部を、1 運用ポイントを１WALLET ポイント

として WALLET ポイントに交換することで、運用ポイントを引き出し、WALLET ポイントに戻すことができます。 

2. 前項の手続きにより、WALLET ポイントに戻される運用ポイント数は、当該手続き後の当社所定の時点に適用される、本件投

資信託の基準価額を基に決定されます。なお、その結果、運用ポイント数に小数点以下の端数が発生したときは、それを切り捨

てます。 

 

第 9 条 (au ID の失効、放棄、統合による運用ポイントの失効)  

1. 以下の各号に定める場合には、ご利用者が本サービスのご利用に際して本 WEB サイトまたは本アプリのログインに使用する au 

ID (以下「使用 ID」といいます) に関して保有する全ての運用ポイントは、直ちに失効するものとします。 

(1) ご利用者が、使用 ID と紐づく通信サービス (当社および沖縄セルラー電話株式会社 (以下、併せて「当社等」といいます) 

が au (WIN) 通信サービス契約約款および au (LTE) 通信サービス契約約款に定める au 通信サービス (以下、併せて

「au 通信サービス」といいます) 、FTTH サービス契約約款に定める FTTH サービス、インターネット接続サービス契約約款

に基づき提供するサービス、マンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話サービス、ホームプラス

電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービス、BIGLOBE 会員規約に定める BIGLOBE サービスのご利用料

金を当社から請求するサービス、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話サービス、ケーブルプ

ラス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話サービス、ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定

めるケーブルプラスホーム電話サービス、株式会社ジュピターテレコムが提供する J:COM PHONE プラスサービスおよび

J:COM PHONE ひかりサービス、ならびに提携通信事業者が提供するモバイル通信サービスおよび当社等が提携するケー

ブルテレビ事業者の提供する当社所定のケーブルテレビサービス) 、電気サービス (当社が au でんき需給約款もしくは au

でんき供給約款に基づき提供する au でんきサービス、またはケーブルプラスでんき需給約款に基づき提供するケーブルプラス

でんきサービス) 等にかかる契約を解約し、使用 ID が失効した場合 

(2) ご利用者が、当社所定の手続きを行うことにより、使用 ID を放棄した場合 

(3) ご利用者が、当社所定の手続きを行うことにより、使用 ID 以外の自身が保有する au ID (以下「統合 au ID」といいま

す) を選定し、統合 au ID に使用 ID を統合した場合 

(4) 前各号に定めるほか、ご利用者の使用 ID が失効した場合 

2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項各号に定める使用 ID の失効、放棄、統合を原因とする、ご利用

者が保有する運用ポイントの失効その他のご利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

 

第 10 条 (ID 等)  

1. au ID およびパスワード (以下、au ID を「ID」といい、各 ID に対応するパスワードを単に「パスワード」といい、ID およびパスワー

ドを併せて「ID 等」といいます) は、本サービスの利用に必要なものです。ID 等の使用、管理等 (なお、パスワードについては、適

宜の変更を含みます) は、ご利用者の責任において行っていただきます。 



2. ID 等が使用された本サービスのご利用については、当該 ID 等を当社所定の手続きでご取得、ご設定、ご登録等されたご利用

者によるご利用とみなすものとします。当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、第三者による ID 等の不正使用を含

め、ID 等の使用、管理等について、何ら責任を負いません。 

3. ID 等を紛失した場合、当社所定の手続きによる再取得が必要となります。 

 

第 11 条 (利用料)  

本サービスのご利用にあたっては、入会金、会費その他のご利用料金はかかりません。なお、本サービスのご利用にかかる通信料

等は、ご利用者のご負担となります。 

 

第 12 条 (禁止事項)  

ご利用者は、本サービスのご利用にあたり、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。   

(1) 違法行為、公序良俗に反する行為または不正の目的をもって利用する行為 

(2) 虚偽、不正確な情報を登録する行為 

(3) 当社グループその他第三者等の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行

為、および侵害するおそれのある行為 

(4) ID 等を不正に使用する行為 

(5) 他のお客様の ID 等を不正に使用する行為 

(6) ID 等を第三者に譲渡または使用させる行為 

(7) 他のお客様による本サービスの利用を妨害する行為 

(8) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 

(9) 当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為 

(10) 当社グループの営業活動を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為 

(11) 本 WEB サイトまたは本アプリにつき、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等、またはその他ソースコード、構

造、アイディア等を解析するような行為 

(12) 本 WEB サイトまたは本アプリを複製、改変、翻案等し、または他のソフトウェアと結合等する行為 

(13) 本利用規約に基づく本サービスの利用権を第三者に再許諾、譲渡、移転し、またはその他の方法で処分する行為 

(14) 本サービス、本 WEB サイトまたは本アプリに付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去または変更する行為 

(15) 第三者が前各号の行為を行うことを助⾧する行為 

(16) その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第 13 条 (知的財産権の取り扱い) 

本サービス、本 WEB サイトおよび本アプリに関する著作権、商標権等の知的財産権は、全て当社または当社にライセンスを許

諾しもしくはシステムの使用を許諾している者に帰属します。 

 

第 14 条 (通知、情報の配信等)  

1. 当社が、ご利用者に対して通知を行う場合、または本サービスにかかる運営上のお知らせ、もしくはご利用者にとって当社が有益と

考える情報 (当社グループまたは第三者の提供する商品またはサービスに関する広告等を含みます。以下「お知らせ等」といいま



す。) の配信 (以下「通知、配信等」といいます) を行う場合、当社は、本 WEB サイトまたは本アプリ上に掲載 (当社からの通

知またはお知らせ等を記載した WEB ページ、アプリ等にリンクを貼る行為を含みます) する方法により、これを行うものとします。 

2. 当社は、通知、配信等を行う場合、前項に定める方法に加えて、ご利用者の当社対応端末の上部通知等 (notification 枠) 

上に掲載 (当社からの通知またはお知らせ等を記載したページ、アプリ等にリンクを貼る行為を含みます) し、またはご利用者の

当社対応端末にインストールされたクライアントソフトウェアにより表示されるプッシュ通知を送信 (当社からの通知またはお知らせ

等を記載したページ、アプリ等にリンクを貼る行為を含みます) する方法により、これを行うことができるものとします。ただし、ご利用

者は、当社所定の方法により、本項に定める方法での通知、配信等上のお知らせ等の掲載または当該方法での通知、配信等

の受信をしないよう設定することができます。 

3. 前二項に定める通知、配信等は、ご利用者の当社対応端末の電源、電波等の状況により掲載、送信ができない場合や遅延す

る場合があります。なお、当社は、これらの場合に、ご利用者に対して、一切の責任を負いません。 

 

第 15 条 (ご利用者に関する情報の利用)  

1. ご利用者は、本サービスを利用するにあたり、当社が、次の各号に定めるご利用者に関する情報 (以下「ご利用者情報」といいま

す) を取得することについて、同意するものとします。 

(1) ID 

(2) 端末識別情報 (IMEI、MEID 等) 

(3) 本 WEB サイトおよび本アプリの閲覧・利用履歴 (画面表示・クリック・手続き等) 

(4) 本 WEB サイトおよび本アプリ内でご利用者が入力した情報等 

(5) WALLET ポイントに関する情報 (保有ポイント数、付与実績等) 

2. ご利用者情報の利用目的は、個人情報取扱共通規約によります。 

3. 当社は、ご利用者の個人情報を、法令の規定による場合を除き、ご利用者の同意を得ることなく、第三者に提供しないものとしま

す。 

4. 本サービスに関して取得したご利用者に関する情報の取扱いについては、当社所定のプライバシーポリシー (以下「当社プライバ

シーポリシー」といいます) および「ポイント運用サービス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「本アプリプラポ

リ」といいます) に従って取り扱います。 

 当社プライバシーポリシー 

 Android 向け本アプリプラポリ 

 iOS 向け本アプリプラポリ 

 

第 16 条 (本サービス利用契約の終了、解除等について)  

1. 当社は、ご利用者が本利用規約に違反した場合、何ら通知または催告を行うことなく、当該ご利用者による本サービスの全部ま

たは一部のご利用を制限もしくは停止し、または当該ご利用者との間の本サービス利用契約を解除することができるものとします。 

2. 第 9 条第 1 項各号に定める場合、ご利用者の使用 ID の利用が禁止、制限もしくは停止された場合、または当社が使用 ID

にかかる au ID 会員の登録を抹消しもしくは使用 ID の利用にかかるご利用者と当社との間の契約を解約した場合、当社は、

当該ご利用者による本サービスの全部または一部のご利用を制限もしくは停止し、または当該ご利用者との間の本サービス利用

契約を解除することができるものとします。 

3. 当社が本サービスの全部の提供を終了した場合には、当該終了時をもって、本サービス利用契約は終了します。 



4. 事由の如何を問わず本サービス利用契約が終了した場合 (第 9 条第 1 項に基づき、すでにご利用者の運用ポイントが失効し

ている場合は除きます。) 、ご利用者の保有する運用ポイントは直ちに失効するものとします。お客様が、再度、本サービスのご利

用を希望される場合、改めて本サービスのご利用にかかる当社所定の手続きが必要となります。ただし、第 1 項または第 2 項に

基づき本サービスの全部または一部のご利用が制限もしくは停止され、または当社との間の本サービス利用契約が解除されたお客

様による再度の本サービスのご利用はお断りする場合があります。 

5. 当社は、事由の如何を問わず本サービス利用契約が終了した場合、ご利用者にかかる個人情報等その他ご利用者に関する一

切の情報を削除することができるものとします。 

6. 当社は、本条に基づくご利用者の保有する運用ポイントの失効その他のご利用者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき

事由による場合を除き、一切の責任を負いません。 

 

第 17 条 (本サービスの変更および終了) 

1. 当社は、ご利用者の承諾を得ることなく、いつでも本サービスの全部または一部を変更し、その提供を停止し、または終了すること

ができるものとします。 

2. 当社は、前項の場合には、あらかじめまたは事後すみやかに、ご利用者に対して通知を行います。 

3. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの全部または一部の提供を終了した場合で当社が必要と認めたときには、当社所定の時期

および単位で、当該終了時点でご利用者が保有する全ての運用ポイントを、1 運用ポイントを１WALLET ポイントとして

WALLET ポイントに交換することで、運用ポイントを引き出し、WALLET ポイントに戻すことができます。なお、当該手続きによ

り、WALLET ポイントに戻される運用ポイント数は、当社所定の時点に適用される、本件投資信託の基準価額を基に決定され

ます。なお、その結果、運用ポイント数に小数点以下の端数が発生したときは、それを切り捨てます。 

 

第 18 条 (保証の否認および免責)  

1. 当社は、本サービス、本 WEB サイトおよび本アプリがご利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、正

確性、有用性等を有すること、ならびに本サービス、本 WEB サイトおよび本アプリに不具合または不正アクセス、ハッキング等のサ

イバー攻撃が生じないこと、コンピュータウィルスが含まれていないことについて、何ら保証するものではありません。 

2. 当社は、当社による本サービス、本 WEB サイトおよび本アプリの提供の制限、停止、終了、利用不能または変更、本サービス利

用契約の解除、終了、本サービスのご利用によるご利用者の機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関連してご利用者が

被った損害につき、賠償する責任を一切負いません。なお、何らかの理由により万一当社が何らかの責任を負う場合であっても、

当社は、ご利用者に生じた直接の損害についてのみ、当社が提供する LTE NET の月額料金を上限として賠償する責任を負

い、付随的損害、間接損害、特別損害 (当社またはご利用者が当該特別損害を予見できたかどうかを問わないものとしま

す) 、将来の損害および逸失利益にかかる損害については賠償する責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失に

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 19 条 (地位の譲渡等) 

ご利用者は、運用ポイント、本サービス利用契約上の地位または本利用規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し譲

渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 

 



第 20 条 (分離可能性) 

本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本利用規約

の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第 21 条 (準拠法および管轄裁判所)  

1. 本利用規約は、日本法に従って解釈、適用されるものとします。 

2. 本サービス、本利用規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。 

 

附則: 本利用規約は 2020 年 4 月 1 日から実施します。 

  



お客さま情報のお取扱いについて 

 

お客さまが、au ID を使用して、KDDI 株式会社（以下「KDDI」）が運営する「ポイント運用サービス（以下「本サービス」）」を利用され

る場合、以下の同意事項を承諾いただく必要があります。 

 

また、以下の「同意事項」に対する承諾は、KDDI 宛てとなります。以下の同意事項を承諾いただくことにより、KDDI からお客さまに対して、

お客さまのニーズに合った各種商品やサービスのご案内が可能となります。 

 

つきましては、以下の同意事項をご確認の上、承諾いただける場合は、ページ下部のチェックボックス「利用規約を確認しました」にチェックい

ただき、「同意する」のボタンを押してください。 

 

 

同意事項 

 

■ KDDI 株式会社（以下「KDDI」）によるお客さまの個人情報の第三者提供について 

 

お客さまには、本サービスに関し、KDDI が au アセットマネジメント株式会社（以下「au アセットマネジメント」）に対し、以下の〔KDDI が

提供する個人情報〕欄に記載するお客さまの個人情報を提供し（au アセットマネジメントを通じて、au アセットマネジメントの業務委託先

に提供することを含みます。）、当該提供に関する個人情報を au アセットマネジメント及び au アセットマネジメントの業務委託先が以下の

〔利用目的〕欄に記載する目的において利用することに同意いただきます。 

 

〔個人情報を取得する第三者〕 

･ au アセットマネジメント 

 

〔KDDI が提供する個人情報〕 

① au ID 

② 氏名、住所、生年月日、性別、連絡先電話番号、メールアドレス、職業、お客さまの属性に関する情報 

③ KDDI が提供する各種サービス・オプション等（以下、「KDDI サービス」）に関するお客さまのお申込み内容・ご契約内容（サービス内

容、加入登録・変更日、ご契約日、ご契約料金プラン等を含みます。）・ご利用状況に関する情報 

④ KDDI が提供する各種ポイント利用・履歴に関する情報（ポイント等の付与、利用方法、残高、利用履歴等を含みます。） 

 

〔利用目的〕 

• お客さまからのお問い合わせ対応を適切かつ円滑に推進又は履行するため 

• au アセットマネジメントが提供する各種商品やサービス・特典等に関する提案や案内を行うため 

• au アセットマネジメントが提供する各種商品やサービス・特典等の分析・研究・企画・開発・提供・運営を行うため 

• au アセットマネジメントが検討する各種商品やサービス・特典等に伴い市場分析・研究を行うため 

 

■ au アセットマネジメントが取得したお客さまの個人情報の取扱いについて 



 

１．au アセットマネジメントは、本サービスにおいて取得したお客さまの情報を、本サービス以外の au アセットマネジメントの事業（保険代

理業を含むがこれに限られません。）に利用させていただく場合があります。 

 

２．この同意事項に定めるほか、au アセットマネジメントは、au アセットマネジメントの「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」に従

って、個人情報を取り扱います。 

 

【ご質問等の受付窓口】 

KDDI アセットマネジメント 内部管理統括部 

電話番号:03-5657-7185 

受付時間:平日 9:00～17:00 

【KDDI アセットマネジメント個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）】  

https://www.kddi-am.com/privacy/ 

 


