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au でんきに関するポイント特典付与条件 新旧対照表 〔2020 年 4 月 1 日実施〕 

改定前（旧） 改定後（新） 

第１条（本条件の適用） 

（略） 

２ 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、au でんき需給

約款、auでんき供給約款（関西電力・KDDI）、auでんき供給約款（中国電力・KDDI）、

au でんき供給約款（北陸電力・KDDI） 、au でんき供給約款（中部電力・KDDI）、au

でんき供給約款（東京電力・KDDI）、au でんき供給約款（沖縄電力・沖縄セルラー）（以

下併せて「au でんき約款」といいます。）、当社の au（LTE）通信サービス契約約款、当社の

au（WIN）通信サービス契約約款、当社のＦＴＴＨサービス契約約款、KDDI の ID 利用

規約（以下「ID 規約」といいます。）及び当社のポイントプログラム利用規約（以下「ポイント

規約」といいます。）に定めるところによります。 

 

３ 当社は、本規定を変更することがあります。この場合、本規定の実施に係る条件等は、変更

後の本規定によるものとします。なお、本規定の変更は、変更後の本規定を当社の指定する

WEB サイトに掲載することにより行います。 

 

４ 本規定本文のほか、当社が定める本施策に関する諸規程（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、本規定の一部を構成するものとします。 

５ （略） 

 

第１条（本条件の適用） 

（略） 

２ 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、au でんき需給

約款、auでんき供給約款（関西電力・KDDI）、auでんき供給約款（中国電力・KDDI）、

au でんき供給約款（北陸電力・KDDI） 、au でんき供給約款（中部電力・KDDI）、au

でんき供給約款（東京電力・KDDI）、au でんき供給約款（沖縄電力・沖縄セルラー）（以

下併せて「au でんき約款」といいます。）、当社の au（LTE）通信サービス契約約款、当社の

au（WIN）通信サービス契約約款、当社の au（5G）通信サービス契約約款、当社のＦＴ

ＴＨサービス契約約款、KDDI の ID 利用規約（以下「ID 規約」といいます。）及び当社のポ

イントプログラム利用規約（以下「ポイント規約」といいます。以下、これらを併せて「関連規程」と

いいます。）に定めるところによります。 

３ 当社は、本規定を変更することがあります。この場合、本規定の実施に係る条件等は、変更

後の本規定によるものとします。なお、当社は、本規定の変更を、変更後の本規定及びその効

力発生時期を当社の指定する WEB サイトに掲載して周知することにより行い、当該変更は、当

該効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。 

４ 本規定本文のほか、関連規程及び当社が定める本施策に関する諸規程（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、本規定の一部を構成するものとします。 

５ （略） 

 

第５条（本ポイントの付与） 

 （略） 

２ 当社は、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日（以下「判定日」

といいます。）の時点において、本件契約者の au ID に指定通信サービス（au 約款に定める

au（LTE）通信サービスもしくは au（WIN）通信サービス、または UQ コミュニケーションズ株

式会社またはＵＱモバイル沖縄株式会社の定める UQ mobile 通信サービス契約約款に定め

る UQ mobile 通信サービスをいいます。以下同じとします。）が紐づけて管理されていない場

第５条（本ポイントの付与） 

 （略） 

２ 当社は、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日（以下「判定日」

といいます。）の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスのいずれも

が紐づけて管理されていない場合、au でんき約款に定める料金の算定期間における本件電気

料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費税相

当額を除いた額（以下「本件対象額」といいます。）に応じて、本件対象額に下表の還元率
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合、au でんき約款に定める料金の算定期間における本件電気料金のうち燃料費調整額、再

生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費税相当額を除いた額（以下「本件

対象額」といいます。）に応じて、本件対象額に下表の還元率（以下「還元率」といいます。）

を乗じることにより得られた金額に基づき、前項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算

出します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま

す。 

（表略） 

３ （略） 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定通信サービスが紐づけて管理され

ているとき。 

（５）（略） 

４ 当社は、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定通信サービスが紐づけて管

理されている場合、本件対象額に応じて、本件対象額に下表の還元率を乗じることにより得られ

た金額に基づき、第１項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算出し、下表に定める本

件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生じた場合は、その

端数を切り上げます。 

（表略） 

５ （略） 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）（略） 

６ （略） 

 

（以下「還元率」といいます。）を乗じることにより得られた金額に基づき、前項の定めに従い本

件付与ポイントのポイント数を算出します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生じた

場合は、その端数を切り上げます。 

 

 

 

（表略） 

３ （略） 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）判定日の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスのいずれ

かが紐づけて管理されているとき。 

（５）（略） 

４ 当社は、判定日の時点において、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれかが紐づけて管理されている場合、本件対象額に応じて、本件対象額に下表の還元率を

乗じることにより得られた金額に基づき、第１項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算

出し、下表に定める本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数

が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

（表略） 

５ （略） 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）（略） 

６ （略） 

 

第１２条（本ポイントの付与に係る特約） 

（略） 

２ （略） 

第１２条（本ポイントの付与に係る特約） 

（略） 

２ （略） 
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（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

３ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に指定通信サービスが紐づけて管

理されておらずかつ第 5 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合、本件付与ポイントの算

出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日の属する月にお

いて、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一方につき料金

の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量料金が含ま

れるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出においては、

本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生じた場

合は、その端数を切り上げます。 

（表略） 

４ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に指定通信サービスが紐づけて管

理されておりかつ第 5 条第５項各号のいずれにも該当しない場合、本件付与ポイントの算出

に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日の属する月におい

て、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいずれか一方につき料金の

請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量料金が含まれ

るものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出においては、本

条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り上げます。 

（表略） 

 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

３ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれも紐づけて管理されておらずかつ第 5 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合、本

件付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与され

る日の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいず

れか一方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金ま

たは従量料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイント

の算出においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満

の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

（表略） 

４ 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に別表１で定める指定サービスの

いずれかが紐づけて管理されておりかつ第 5 条第５項各号のいずれにも該当しない場合、本

件付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与され

る日の属する月において、でんきＭプラン（関西）または関電ガス for au の双方またはいず

れか一方につき料金の請求（関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金ま

たは従量料金が含まれるものとします）が行われない場合、当該月に付与される本件ポイント

の算出においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、１円未満

の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

（表略） 

 

附則 

（適用期日） 

1. 本規定は、２０１８年６月６日（以下「適用開始日」といいます。）から適用しま

す。 

2. 本規定第 4 条の定めにかかわらず、au でんき契約が適用開始日において有効に成立し

かつ存続している場合、当該 au でんき契約にかかる au でんきサービス契約者に対し、

適用開始日から本規定の適用を開始します。 

 

附則 

（適用期日） 

3. 本規定は、２０１８年６月６日（以下「適用開始日」といいます。）から適用しま

す。 

4. 本規定第 4 条の定めにかかわらず、au でんき契約が適用開始日において有効に成立し

かつ存続している場合、当該 au でんき契約にかかる au でんきサービス契約者に対し、

適用開始日から本規定の適用を開始します。 
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附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１８年７月１日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１８年９月３日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１９年２月２１日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１９年６月２４日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１9 年９月１日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１９年１１月１９日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０２０年３月 2 日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１８年７月１日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１８年９月３日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１９年２月２１日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１９年６月２４日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１9 年９月１日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０１９年１１月１９日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 

本改正規定は、２０２０年３月 2 日から適用します。 

 

附則 

（適用期日） 



 

5 

本改正規定は、２０２０年４月１日から適用します。 

 

別表１ （新設） 

 

別表１ 指定サービス 

指定サービスは、次のとおりとします。 

 

（1）当社の au 約款に定める au（LTE）通信サービス、au（WIN）

通信サービスもしくは au（5G）通信サービス 

（2）UQ コミュニケーションズ株式会社および UQ モバイル沖縄株式会社

の UQ mobile 通信サービス契約約款に定める UQ mobile 通信

サービス 

（3）KDDI のビッグローブ提供サービスについての「通信サービスご利用料

金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に定める通信サービスご

利用料金等の請求・回収の取り扱い（以下「KDDI 請求」といいま

す。）。 

但し、次の各号に定めるサービスのいずれかが、KDDI 請求の適用を

受けている場合に限ります。 

イ BIGLOBE 株式会社（以下「BIGLOBE」といいます。）の

BIGLOBE サービ ス「BIGLOBE モ バ イル」特約に定める

BIGLOBE モバイル 

ロ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約

に定める BIGLOBE WiMAX 

ハ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX 2+」

特約に定める BIGLOBE WiMAX 2+ 

二 BIGLOBE の BIGLOBE サービス「ビッグローブ光」特約に定め

るビッグローブ光 

ホ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE 光 au ひかり」

コース特約に定める「BIGLOBE 光 au ひかり」コースおよび

「BIGLOBE 光 au ひかり・プラス」コース 

ヘ BIGLOBE の「BIGLOBE 光パック Neo with フレッツ」特約に

定める BIGLOBE 光パック Neo with フレッツ 
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ト BIGLOBE の「BIGLOBE 光 with フレッツ」特約に定める

BIGLOBE 光 with フレッツまたは「ひかり」コース 

チ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「ひかり」コース with ドコモ

光 特約に定める「ひかり」コース with ドコモ光 

リ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「コミュファ光・Neo」および「コミ

ュファ光」コース特約に定める「コミュファ光・Neo」コースまたは「コミ

ュファ光」コース 

ヌ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE eo 光」コース特

約に定める「BIGLOBE eo 光」コース 

なお、本号の規定は 2020 年 4 月 1 日から適用します。 

 
 

 


