
金融サービスセット割利用規約  

  

第１条  （本規約の適用）  

１. ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」とい

います。）は、この金融サービスセット割利用規約（以下、「本規約」といいま

す。）に基づき、金融サービスセット割（以下、「本割引」といいます。）提供し

ます。  

２. 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、ａｕ 

（５Ｇ）通信サービス契約約款、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款、ａｕ 

（ＷＩＮ）通信サービス契約約款に定めるところによります。  

３. 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本割引の提供に係る条

件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、本規約の変更は、変更後

の本規約を本割引に係るＷＥＢサイトに掲載することにより行い、当該掲載が

なされた時点で効力を生じるものとします。  

４. 本規約本文のほか、当社が定める本割引に関する諸規程（当社が別にＷＥＢサ

イト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。 

以下、「諸規程」といいます。）は、本規約の一部を構成するものとします。  

５. 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先し

て適用するものとします。  

  

第２条  （本割引の概要）  

１. 本割引は、ａｕサービス（ａｕ（５Ｇ）通信サービス、ａｕ（ＬＴＥ）通信サ

ービス及びａｕ（ＷＩＮ）通信サービスをいいます。以下同じとします。）及び

別表に定める対象金融商品（以下、「対象金融商品」といいます。）を利用する

場合に、本規約に定める方法によりａｕサービスに係る料金（以下、「通信料

金」といいます。）の割引を行うこと等をその内容とします。  

２. 本割引は、別表に定めるところに従い、「ａｕ ＰＡＹプリペイドカード（ａｕ

ＷＡＬＬＥＴプリペイドカード）」（当社及び auペイメント株式会社が、「「ａｕ

ＰＡＹ プリペイドカード（ａｕ ＷＡＬＬＥＴプリペイドカード）」利用規約」

に基づき発行するプリペイドカードをいいます。以下、「対象カード」といいま

す。）の利用可能残高を加算する方法（以下、「本件チャージ」といいます。）、

又は通信料金を減算する方法（以下、「本件通信料金減算」といいます。）によ

り行います。  

  



第３条  （本割引の申込み）本割引の適用を希望する者 （以下、「本割引申込者」といい

ます。）は、本規約を承諾の上、当社が別に定めるところにより当社に申込み

（以下、「本割引申込み」といいます。）を行うものとします。  

  

第４条  （本件契約の成立）  

１. 当社は、本割引申込者が次の各号に定める条件のすべてを満たす場合、これを

承諾するものとし、かかる承諾の日において、当社と本割引申込者との間で本

割引の適用を受けるための契約（以下、「本件契約」といいます。）が成立する

ものとします（本件契約が成立した場合、その本件契約に係る本割引申込者

を、以下、「本件契約者」といいます。）。  

① 対象金融商品に係る契約（以下、「対象金融商品契約」といいます。）の申込み

に際し、ａｕ ＩＤ（以下、「申込者ＩＤ」といいます。）による認証が完了し

ていること（対象金融商品がａｕ住宅ローンの場合は、申込者ＩＤの登録が完

了していること）。  

② 本割引申込者が、対象金融商品を提供する事業者（以下、「提供会社」といい

ます。）との間で対象金融商品契約を締結していること又は対象金融商品契約 

の申込みを完了していること（その申込みが承諾されない場合を除きます）。  

③ 申込者ＩＤに登録されたａｕ（５Ｇ）通信サービスに係る契約者回線、ａｕ

（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約者回線又はａｕ（ＷＩＮ）通信サービスに

係る契約者回線（以下、併せて「対象契約者回線」といいます。）があること

（及び対象金融商品がａｕ住宅ローン以外の場合は、対象契約者回線を、当社

所定の方法により指定すること）。  

④ 対象契約者回線が、次の各号に定める条件の全てを満たしていること。  

ア 本割引申込みの時点で、その対象契約者回線について、現にａｕサービス

の提供を受けていること。  

イ その対象契約者回線の契約者が、法人でないこと。  

ウ その対象契約者回線がプリペイド電話契約でないこと。  

２. 前項の規定にかかわらず、当社は、業務遂行上支障があるとき又はその他当社

が不適当と判断したときは、本割引申込みを承諾しないものとします。  

  

第５条 （本件チャージ）  

１. 前条に従って本件契約が成立した場合であって、その割引方法が本件チャージ

であるとき、当社は、申込者ＩＤに紐づく対象カードの利用可能残高に、別表 

に定める割引額相当額（以下、「本件チャージ額」といいます。）を加算します。  



２. 本件チャージは、別表に定める割引期間（以下、「割引期間」といいます。）に

おいて行います。  

３. 前項の規定にかかわらず、割引期間における各月の末日において、次の各号の

いずれかに該当することが判明した場合、当社は、当該末日の属する月の翌々

月分の本件チャージを要しないものとし、当該チャージに係る当社の債務は消

滅するものとします。  

① 対象金融商品契約に基づく債務の完済または義務が履行されていないとき。  

② 第４条第１項各号のいずれかが満たされていないとき。  

４. 本件チャージにあたり、当該チャージの時点で対象カードに係る利用可能残高

の上限額に達している場合、又はそのチャージにより対象カードに係る利用可

能残高の上限額を超える場合は、その上限額を超える本件チャージ額を翌月以

降、当社が別に定める期間の範囲で繰り越すものとします。  

５. 対象カードの未発行若しくは失効又は割引期間の超過（前項の繰り越しによる

場合を含みます。）等により、割引額相当額の利用可能残高への加算を行うこと

ができなかった場合、当社は、当該加算の実施を要しないものとし、当該加算

に係る当社の債務は消滅するものとします。  

  

第６条 （本件通信料金減算）  

１. 第４条に従って本件契約が成立した場合であって、その割引方法が本件通信料

金減算であるとき、通信料金から、別表に定める割引額を減算します。  

２. 本件通信料金減算は、割引期間において行います。  

３. 前項の規定にかかわらず、割引期間における各月の末日において、次の各号の

いずれかに該当することが判明した場合、当社は、当該末日の属する月の翌々

月分の本件通信料金減算を要しないものとし、当該通信料金減算に係る当社の

債務は消滅するものとします。  

① 対象金融商品契約に基づく債務の完済または義務が履行されていないとき。  

② 第４条第１項各号のいずれかが満たされていないとき。  

４. 本件通信料金減算にあたり、通信料金が割引額に満たない場合は、当該通信料

金相当額を上限に減算するものとし、当該上限を超える本件通信料金減算に係

る当社の債務は消滅するものとします。  

  

第７条 （対象契約者回線の変更）  

１. 本件契約者は、本割引申込時に指定した対象契約者回線の変更を希望する場

合、当社所定の方法で当社に申し出るものとします。  



２. 本件契約者は、前項の申し出において、第４条第１項第４号に定める条件を満

たすａｕサービスに係る契約者回線を新たな対象契約者回線として指定するも

のとします。  

３. 前二項に定める他、当社は、対象契約者回線の契約者から第１項に定める申し

出があった場合は、本件契約者がその申し出を行ったものと見做して取り扱い

ます。  

  

第８条 （割引期間の計算）  

１. 割引期間は、本件契約の成立日を含む月の翌々月を１ヶ月目として起算するも

のとします。  

２. 割引期間において本規約に基づき本件チャージ又は本件通信料金減算が実施さ

れない期間が生じた場合であっても、当該期間は割引期間に含まれるものとし

ます。  

  

第９条 （本件契約の終了）  

１. 本件契約者は、当社所定の方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約

することができるものとします。  

２. 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に

終了するものとします。  

① 対象契約者回線のａｕサービスに係る契約が終了したとき（但し、別の回線を

指定している場合は除く）。  

② 対象契約者回線について、利用権の譲渡があったとき。 

前二項の定めにより本件契約が終了した場合、当社は、その終了日が属する月

の翌月をもって、本件チャージ又は本件通信料金減算を終了します。   

③ 対象金融商品がａｕ住宅ローンの場合は、２０２０年１２月１日以降に本割引

申込みがされた場合、同一の住宅ローン契約において適用金利を引下げする他

の方法等による割引が適用になったとき。 

  

第１０条（割引額の返還）当社は、本件契約者が、対象金融商品契約又はａｕサービスその

他の当社のサービスに係る料金の全部又は一部を支払わなかった場合、本件契約の割引

方法に応じて以下のいずれかの対応を行うことができるものとします。  

①本件チャージの場合、既に加算した本件チャージ額相当額の金銭の返還を求めるこ

と、又は本件チャージ額相当額を対象カードの利用可能残高から減算すること  

②本件通信料金減算の場合、既に減算した通信料金相当額の金銭の返還を求めること  

  



第１１条（損害賠償）当社は、本件契約に関して本割引申込者又は本件契約者に生じた損害

について、損害が発生した月の割引額を上限として当該損害を賠償するものとします。

但し、当社の故意 

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１

２条（権利義務の譲渡禁止）本件契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合

を除き、本件契約に係る権利義務 

の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。  

  

第１３条（顧客情報の取扱い）  

１.当社は、本割引の提供に関して取得した本割引申込者、本件契約者及び対象契約者回

線に係る情報について、本割引の提供に必要な範囲で利用する他、当社が以下の 

サイトで公開するプライバシーポリシーに従って取り扱います。   

http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/  

２．当社は、前項に定める情報のうち、申込者ＩＤ、当該申込者ＩＤに登録された対象

契約者回線のａｕサービスに係る契約の契約状況、本割引の申込の事実及び本件契約

の状況に係る情報を、本割引の提供のため、及びライフネット生命保険株式会社又は

auじぶん銀行株式会社におけるセット割に係る問い合わせへの対応を可能とするた

め、ライフネット生命保険株式会社又は auじぶん銀行株式会社に対して提供するも

のとします。  

３.本件契約者は、当社が取得した本件契約者の情報を、当社が次の各号に従って取り扱

うことを承諾するものとします。  

①当社が対面・郵便・電話・インターネット等を通じて行う保険募集に係る業務及び

これに関連する業務（保険商品等のご案内、保険商品に関するお問い合わせへの対

応等を含み、総称して、以下「保険代理業」といいます。）において取得した本件

契約者の情報（ライフネット生命保険株式会社が提供する生命保険商品（以下、

「ａｕの生命ほけん」といいます。）及び au損害保険株式会社が提供する損害保険

商品（以下、「ａｕ損保」といいます。）のご契約内容や、ａｕの生命ほけん及びａ

ｕ損保のお申し込みにあたりご提供いただいたご職業、年収及び保険金の受取人に

関する情報等を含みます。）を、当社が対面・郵便・電話・インターネット等を通

じて行う銀行代理業及びこれに関連する業務（金融商品等のご案内、銀行代理業に

関するお問い合わせへの対応等を含み、総称して、以下、「銀行代理業」といいま

す。）並びに当社が行う電気通信事業等及び保険代理業を含む当社の事業のために

利用すること。  

②当社が、電気通信事業等、銀行代理業及び保険代理業以外の当社の事業により取得

した本件契約者の情報（ａｕＩＤ及びａｕＩＤに紐づく氏名、住所、生年月日、性

別、連絡先電話番号、メールアドレス、電気通信サービス等の利用状況等を含みま



す。）を、保険代理業及び銀行代理業に関するご案内を含む当社の事業のために利

用すること。  

③当社が銀行代理業において取得した本件契約者の取引に関する情報（円預金、外貨

預金の受入れに関する情報、個人向けローンの貸付に関する情報等を含みます。）

を当社が対面・郵便・電話・インターネット等を通じて行う保険代理業並びに電気 

通信事業等及び銀行代理業を含む当社の事業のために利用すること。  

  

第１４条（合意管轄）本割引に係る紛争については、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。  

  

第１５条 （本割引に関する疑義等）本規約の解釈や本割引の適用について疑義が生じ、又

は本規約に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するもの

とし、本割引申込者及び本件契約者は予めこれを承諾するものとします。  

  

附則  

（適用期日）  

１ 本規約は、２０１６年４月５日から適用します。  

附則  

（適用期日）  

１ 本改正規定は、２０１６年６月２８日から適用します。  

附則  

（適用期日）  

１ 本改正規定は、２０２０年２月９日から適用します。  

附則  

（適用期日）  

１ 本改正規定は、２０２０年４月１日から適用します。  

 附則  

（適用期日）  

１ 本改正規定は、２０２０年１２月１日から適用します。  

 

  



 

 

本割引の名称  対象金融商品  提供会社  割引方法  割引額  

（月額）  

割引期間  

ａｕ  

定期ほけんセ

ット割  

ａｕ定期ほけ

ん  

ライフネット

生命保険株式

会社  

本件通信料金

減算  

２００円  ６０ヶ月ただ

し、２０１６

年６月２８日

以降に本割引

申込みがなさ

れた場合、２

０１７年１月

ご利用分で割

引期間は終了

するもの 

とします。  

ａｕ  

医療ほけんセ

ット割  

ａｕ医療ほけ

ん  

ライフネット

生命保険株式

会社  

本件通信料金

減算  

２００円  ６０ヶ月ただ

し、２０１６

年６月２８日

以降に本割引

申込みがなさ

れた場合、２

０１７年１月

ご利用分で割

引期間は終了

するもの 

とします。  



ａｕ  

医療ほけん  

レディースセ

ット割  

ａｕ  

医療ほけん  

レディース  

ライフネット

生命保険株式

会社  

本件通信料金

減算  

２００円  ６０ヶ月ただ

し、２０１６

年６月２８日

以降に本割引

申込みがなさ

れた場合、２

０１７年１月

ご利用分で割

引期間は終了

するものとし

ます。  

ａｕ  

住宅ローンセ

ット割  

 

ａｕ住宅ロー

ン  

au じぶん銀行

株式会社  

本件チャージ  ５００円  ６０ヶ月 

（別表）  


