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三井住友カード株式会社

三井住友カードが Google PayTM でVisaのタッチ決済に対応開始！
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大西 幸彦）は、2022 年 3
月 1 日（火）より Google Pay で Visa のタッチ決済への対応を開始しました。Google Pay に三井住
友カード発行の Visa ブランドカードをご登録いただくことで、 AndroidTM スマートフォンをお使いのお客さま
も、タッチ決済対応マークのある国内外の Visa 加盟店にて、 Visa のタッチ決済がご利用できます。
また、本対応を記念して、 Google Pay の Visa のタッチ決済のご利用に対して、ご利用金額の 20％を
還元するキャンペーンを実施しております。（2022 年 3 月 31 日（木）まで、上限 1,000 円を還元）
この機会にお持ちの三井住友カードの Visa カードを Google Pay に設定いただき、便利でお得なキャッシ
ュレスライフをお楽しみください。

■ Google Pay とは
Android スマートフォンで利用できる、非接触型のモバイル決済サービスです。クレジットカードなどを紐づけ
登録していただくことで、スマートフォンで決済ができます。 Google の他のサービスと同じセキュリティ技術で、
アカウントとデータもしっかりガードするため、安心・安全にご利用いただける決済手段です。
詳細はこちらをご覧ください。https://pay.google.com/intl/ja_jp/about/
■Visa のタッチ決済とは
日本を含む世界約 200 の国と地域で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用しており、
レジにあるリーダーにタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要で、スピーディーかつ安全にお支払いが
完了します。ご利用頂ける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグス
トア、書店、百貨店、商業施策など、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.visa.co.jp/pay-with-visa/featured-technologies/contactless/contactless.html

■サービス概要
三井住友カードが発行する以下の Visa ブランドのクレジットカード※1
対象カード
各種スタンダードカード/各種 ANA カード/Visa LINE Pay クレジットカード

以下のタッチ決済対応マークがある国内外の Visa 加盟店で
新たにご利用いただけるようになります。
ご利用いただけるお店
※ Google Pay アプリから設定された場合、従来通り iD が使えるお店で
ご利用いただけます。

１．「Vpass」アプリ※を
ダウンロードしてください。

＜Vpass アプリホーム画面＞

※アプリは、最新バージョンにアップロードしてください。

２．「Vpass」アプリを起動し、
ホーム「 Google Pay の設定」ボタンから
「Visa のタッチ決済の設定」を行ってください。
設定方法

※ご選択しているカードやご利用の端末によっては、
Visa のタッチ決済の設定ができない場合がございます。
※別途「 Google Pay 」アプリから設定することで、
Google Pay 決済に対応したアプリ内やウェブ上
でのご利用、iD が使えるお店でのご利用が可能です。
詳細については、以下ページを参照してください

https://www.smbc-card.com/brand/googlepay_visa/

レジのスタッフに「Visa で！」と伝え※、スマートフォンの
画面をオンにしてから画面ロックを解除のうえ、
読み取り機にかざしてください。
ご利用方法

Vpass アプリや Google Pay アプリの起動は不要です。
※セルフレジをご利用いただく場合は、
「クレジットカード」を選択してください。

■対応記念キャンペーン
キャンペーン名称

キャンペーン内容

キャンペーン期間

留意点

Visa の Google Pay™ 対応記念！最大 1,000 円分プレゼントキャンペーン
期間中に、Visa のタッチ決済を Google Pay でご利用いただくと、
最大 1,000 円分（※ご利用金額の 20％）を還元します。
2022 年 3 月 1 日（火）～2022 年 3 月 31 日（木）
・Google Pay の iD でのご利用は対象外となります。
・特典還元は、2022 年 5 月末頃を予定しております。特典還元のタイミングで、
ご登録のメールアドレスに通知いたします。
・特典還元は、条件を達成したカード 1 枚につき最大 1,000 円となります。
・特典金額の算出は小数点以下切り捨てとなります。
＜詳細はこちらをご確認ください＞
https://www.smbc-card.com/rd/7242688_snt.jsp

※１ 対象カード一覧
三井住友カード プラチナ

One's CARD ゴールド

三井住友カード プラチナ プリファード

One's CARD ヤングゴールド

三井住友カード ゴールド

One's CARD エグゼクティブ

三井住友カード ゴールド（NL）

One's CARD クラシック

三井住友カード プライムゴールド

One's CARD クラシック A

三井住友カード ヤングゴールド

One's CARD アミティエ

三井住友カード エグゼクティブ

三井住友ビジネスカード for Owners プラチナ

三井住友カード

三井住友ビジネスカード for Owners ゴールド

三井住友カード（NL）

三井住友ビジネスカード for Owners クラシック

三井住友カード（CL）

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

三井住友カード A

三井住友カード ビジネスオーナーズ

三井住友カード デビュープラス

三井住友カード Tile

三井住友カード アミティエ

ANA VISA プラチナスーパーフライヤーズプレミアムカード

エブリプラス

ANA VISA プラチナ プレミアムカード

三井住友カード RevoStyle

ANA スーパーフライヤーズ ゴールドカード

三井住友カードゴールド VISA（SMBC）

ANA ワイドゴールドカード

SMBC CARD ゴールドカード

ANA スーパーフライヤーズカード

SMBC CARD プライム ゴールドカード

ANA ワイドカード

SMBC CARD クラシックカード

ANA 一般カード

SMBC CARD アミティエカード

ANA 学生カード

SMBC CARD Suica クラシックカード

ANA VISA Suica カード

SMBC CARD Suica アミティエカード

ANA VISA nimoca カード

三井住友カードプライムゴールド VISA（SMBC）

Visa LINE Pay クレジットカード

三井住友カード VISA(SMBC)

Visa LINE Pay クレジットカード（CL）

・Android、Google Pay は Google LLC の商標です。
・「iD」は株式会社 NTT ドコモの商標です。
三井住友カードは、より快適なキャッシュレスライフをみなさまにお届けできるよう、今後もサービス向上に取り
組んでまいります。
以

上

