2017 年 2 月 20 日
《お知らせ》
K D D I 株 式 会 社
KDDI コマースフォワード株式会社
株式会社丸井グループ

総合ショッピングモール「Wowma!（ワウマ）」に
（マルイ）が 2 月 20 日より登場!
～ブランドファッション専門売場「Wowma! Brand Square」オープンを記念して、
2,000 円クーポンプレゼントなど、「WOW!」な特典をご用意!～
KDDI (本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 田中 孝司、以下 KDDI)、KDDI コマースフォワ
ード株式会社 (本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 八津川 博史、以下 KCF)は、2017 年 2 月
20 日より、ショッピングモール「Wowma!」にブランドファッション専門売場「Wowma! Brand
Square」をオープンします。本カテゴリのパートナーとして株式会社丸井グループ（本社：東京都
中野区､代表取締役社長：青井浩）が参画します。

これにより 1,000 ブランド、10 万品以上（2 月 20 日時点）の豊富な商品数が加わり、魅力的で
利便性の高いお買いもの体験を提供することが可能になります。
「Wowma! Brand Square」は、今年オープン 10 周年を迎えた丸井グループが運営する、
「マルイウェブチャネル」の EC 事業の強みやノウハウを活かしながら、お客さまのニーズの高いレ
ディース・メンズ・キッズをはじめとした豊富なファッションアイテムをとり揃え、お客さまに「Wo
ｗ!」な体験をお届けする取り組みを展開します。また、今後も順次ブランド・アイテムを拡大して
いきます。
＜サイトイメージ＞

au をご利用のお客様は「Wowma! Brand Square」でのお買い物に、au のご利用料金や「au
WALLET クレジットカード」「au WALLET プリペイドカード」のご利用料金に応じて貯まる
「WALLET ポイント」でのお支払いも可能で「WALLET ポイント」のご利用範囲がますます広が
ります。また au 以外のお客さまは、
「Wowma!」でのお買い物金額に応じて貯まる「Wowma!ポイ
ント」をご利用いただけます。
【報道機関からのお問い合せ先】
K D D I 広 報 部 辻下 TEL (03）6678-0690
KDDI コマースフォワード 鈴木 TEL (03）4366-7294
丸井グループ総務部広報室 山本 TEL (03）3384-0101

またこの度、「Wowma! Brand Square」オープンを記念して、「Wowma! Brand Square」全品
送料無料キャンペーン（2017 年２月２０日～2017 年 3 月６日）や、
「Wowma! Brand Square」
でご利用頂ける最大 2,000 円クーポンのプレゼントキャンペーン（第１弾・第 2 弾）といったおト
クな 3 つの「Wowma! Brand Square オープン記念キャンペーン」を実施します。
この他にもお買い物の合計金額に応じて 1%のポイントプレゼントや、（注１）毎週月・水・土曜
の還元率 10%キャンペーン等、お客さまにご満足頂けるお買物体験を提供します。
なお KDDI は、au の直営ファッション通販サイト「au Brand Garden」を 2017 年６月３０日を
もちまして終了します。
（注 2）ご愛顧頂きました「au Brand Garden」の会員のみなさまに、感謝
の気持ちを込めまして、
「Wowma! Brand Square」で使える 3,000 円分のクーポン券をプレゼン
トします。
（注 3）
（注 1）毎週月・水は 2017 年 3 月 31 日（金）までの期間限定キャンペーンです。
（注２）新規会員登録受付は 2017 年６月１日（木）１０：００で終了します。
（注３）クーポンのプレゼントは 2017 年 2 月 19 日（日）時点で au Brand Garden に会員登録
頂いているお客さまが対象となります。
「Wowma! Brand Square」、「Wowma！Brand Square」オープン記念キャンペーンについての
詳細は＜別紙 1＞をご確認ください。
「au Brand Garden」終了については＜別紙 2＞をご確認くだ
さい。
「Wowma!」について
http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/01/11/2241.html

au のお客さま

：https://m.aumall.jp

au 以外のお客さま

：https://wowma.jp
以上
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■「Wowma! Brand Square」について
「Wowma! Brand Square」は、総合ショッピングモールサイト「Wowma!（ワウマ）
」内にある
ファッションブランド専門の会場です。丸井グループが運営するネット通販「マルイウェブチャネ
ル」のＥＣ事業の強みやノウハウを活かしながら、お客さまニーズの高いレディース・メンズ・キ
ッズの 1,000 以上のブランド、
約 10 万点のファッションアイテムをとり揃え、お客さまに「Wow!」
な体験をお届けします。

１．概要
(１）取扱いブランド
「Wowma! Brand Square」では、レディース・メンズ・キッズの 1,000 以上のブランド、約
10 万点のファッションアイテムをとり揃えております。今後、お客さまにとってより魅力的で価値
の高い商品と店舗の拡充も進めてまいります。
主要ブランド 一部抜粋

「Wowma! Brand Square」でのお買い物には、au のご利用料金や「au WALLET プリペイド
カード」
「au WALLET クレジットカード」のご利用料金に応じて貯まる『WALLET ポイント』での
お支払いも可能で「WALLET ポイント」のご利用範囲がますます広がります。また au 以外のお客
様は Wowma!でのお買い物金額に応じて貯まる「Wowma!ポイント」をご利用いただけます。

２．ご利用方法
「Wowma! Brand Square」は、「Wowma!」からご利用いただくことができます。
「Wowma!」のＴＯＰ →

「Wowma! Brand Square」をクリック

「Wowma!」は Web サイト (スマートフォン・ケータイ・PC)、スマートフォンアプリから
ご利用いただくことが可能です。
（Web サイトアクセス方法）
au のお客さま
・スマートフォン/ＰＣ https://m.aumall.jp/brandsquare

・ケータイ

http://aumall.jp/user/38919370

au 以外のお客さま
・スマートフォン/ＰＣ https://wowma.jp/brandsquare
・ケータイ

http://i.wowma.jp/user/38919370

※au ショッピングモール、DeNA ショッピングをご利用のお客さまには、これまでどおりご利用いただけます。
※au のお客さまは、会員登録・ログインに au ID をご利用いただきます。
※au 以外のお客さまもご利用いただけます。会員登録時にログイン用のメールアドレス、パスワードを設定
いただきます。

３．提供開始日
2017 年 2 月 20 日（月） 15:00

■「Wowma! Brand Square」オープン記念キャンペーン
「Wowma! Brand Square」オープンを記念して、「Wowma! Brand Square オープン記念キャン
ペーン」を実施します。
(1)

全品送料無料キャンペーン
・実施期間：
2017 年 2 月 20 日（月）１５:００ ～ 2017 年 3 月 6 日（月）９:５９

(2)

「Wowma! Brand Square」でご利用頂ける
最大 2,000 円クーポンプレゼントキャンペーン（第 1 弾）
・実施期間：
2017 年 3 月１日（水）１０:００ ～ 2017 年 3 月 9 日（木）９:５９
（注）クーポンの数には限りがあります。
※クーポンのご利用はお一人さま 1 枚限りとなります。
※クーポンは「送料」のお支払にはご利用いただけません。
※その他ご利用条件についはプレゼントされたクーポン情報をご確認ください。

(3)

「Wowma! Brand Square」でご利用頂ける
最大 2,000 円クーポンプレゼントキャンペーン（第２弾）
・実施期間：
2017 年３月 15 日（水）１０:００ ～ 2017 年 3 月 31 日（金）９:５９
（注）クーポンの数には限りがあります。
※クーポンのご利用はお一人さま 1 枚限りとなります。
※クーポンは「送料」のお支払にはご利用いただけません。
※その他ご利用条件についはプレゼントされたクーポン情報をご確認ください。

＜別紙 2＞
■「au Brand Garden」終了について
KDDI は au の直営ファッション通販サイト「au Brand Garden」を、2017 年 6 月 30 日をもち
まして終了します。ご愛顧いただいた「au Brand Garden」の au 会員の方に「Wowma！Brand
Square」で使えるクーポン券 3,000 円をプレゼントします。詳細はサービスサイトならびに E メ
ール等でご案内しますのでお待ちください。
（注）クーポンのプレゼントは 2017 年 2 月 19 日（日）時点で au Brand Garden に会員登録頂いているお客さまが対象
です。

1．提供終了サービス
「au Brand Garden」

2．提供終了日
2017 年 6 月 30 日（金）

15:00

※「購入履歴」
「ポイント履歴」は 2017 年 8 月 1 日（火）10:00 までご確認いただけます。
※2017 年 6 月 1 日（木）10:00 をもって新規お申込みを終了します。

「au Brand Garden」 https://aubg.auone.jp/
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