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2022年 2月 10日 

各位 

株式会社 SBI証券 

 

「d ポイントサービス」開始のお知らせ 

d ポイント加盟店共同キャンペーンや取引に応じて d ポイントを還元するキャンペーンも同時開催予定 

 

 

 

株式会社 SBI 証券（代表取締役社長：髙村正人、以下「SBI 証券」）は、株式会社 NTT ドコモ（代表取締役社

長：井伊基之、以下「NTT ドコモ」）と提携し、2022 年 2 月 21 日（月）から、d ポイントがたまる「d ポイントサービ

ス」を開始することとなりましたので、お知らせします。 

 

「d ポイントサービス」では、メインポイント設定画面で「d ポイント」を選択することで、取引実績等に応じて d ポ

イントをためることが可能となります。約 8,500 万人以上の会員数を有する共通ポイントサービス「d ポイント」を

導入することで、SBI 証券の商品・サービスの魅力を高め、これまで以上に多くのお客さまの資産形成を支援で

きるものと期待しています。 

このたびの「d ポイントサービス」の開始により、SBI 証券のポイントサービスは、「T ポイント」および「Ponta ポ

イント」に加えて「dポイント」から、連携するポイントを選択できるようになります。 

詳細は以下のページをご確認ください。 

https://go.sbisec.co.jp/lp/lp_choice_point_inv_20210820.html 

 

また、2022 年 2 月 21 日（月）から、日本マクドナルド株式会社、株式会社マツキヨココカラ&カンパニーとの共

同キャンペーンとして、新規でSBI証券の口座開設後にdポイントカードを提示してマクドナルド、マツモトキヨシ、

ココカラファイン店舗でお買い物をすると、d ポイントを最大 50%還元するキャンペーンを実施します。（詳細 3項） 

 

https://go.sbisec.co.jp/lp/lp_choice_point_inv_20210820.html
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さらに、「dポイントサービス」開始記念キャンペーンとして、2022年2月21日（月）から、国内株式、米国株式、

ＦＸ取引を行うと、d ポイントを還元するキャンペーンを実施します。（詳細 4項） 

 

1．「d ポイントサービス」の概要 

取引実績等に応じた d ポイント付与（ポイントがたまる） 

新規口座開設 100ポイント 

投資信託取引 

（投信マイレージ） 

通常銘柄 

・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満：年率

0.1%相当のポイント 

・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上：年率

0.2%相当のポイント 

※一部のファンドは付与率が異なります。 

SBI プレミアム

チョイス銘柄 

・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満：年率

0.15%相当のポイント 

・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上：年率

0.25%相当のポイント 

国内株式現物取引 

（国内株式手数料マイレージ） 
スタンダードプランおよび現物 PTS取引の月間手数料の 1.1%相当のポイント 

国内株式入庫 1回の移管入庫につき 100ポイント 

金・プラチナ取引 

（金・プラチナ・銀マイレージ） 
スポット取引及び積立買付の月間合計手数料の 1.0%相当のポイント 

※金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客さまは、一部対象外となる場合があります。 

※dポイントをためるには、dポイント会員規約に同意いただく必要があります。 
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2．「d ポイント」の概要 

NTT ドコモが運営する「d ポイント」は、2015 年 12 月にサービスを開始し、約 8,500 万人以上の会員数を有す

る共通ポイントサービスです。「便利・おトク・楽しい」をコンセプトに、日常消費から生活インフラ、ネットサービス

まで、全国の約 8万店舗でご利用いただけます(dポイント加盟店・サービス一覧はこちら)。 

 

 

3．【新規会員様向け】dポイント加盟店共同キャンペーン 

SBI 証券は、このたびの d ポイントの導入を機に、総合口座未開設の方向けに、d ポイント加盟店様との共同

キャンペーンを実施します。 

第一弾として、2022 年 2 月 21 日（月）から「【d ポイント×SBI 証券 提携開始記念】マクドナルド・マツモトキヨ

シ・ココカラファイン 50%還元キャンペーン」と題して、ポイント還元のキャンペーンを実施します。期間中にキャン

ペーンにエントリーしたうえで、SBI 証券の証券総合口座開設と d アカウント®の連携をし、マクドナルド、マツモト

キヨシ、ココカラファインで d ポイントカードを提示してお買い物をすると、お会計金額の 50%分の d ポイントを還

元します。  

 

キャンペーン概要 

キャンペーン名 
【d ポイント×SBI 証券 提携開始記念】マクドナルド・マツモトキヨシ・ココカラファ

イン 50%還元キャンペーン 

キャンペーン内容 

キャンペーンサイトからエントリーし、SBI証券の証券総合口座開設と dアカウント

の連携をし、対象の d ポイント加盟店（マクドナルド、マツモトキヨシ、ココカラファ

イン）で d ポイントカードを提示してお買い物※1すると、お会計金額の 50%をｄポイ

ントで還元します。 

参加条件 

以下の条件をすべて満たすお客さまが対象となります｡ 

(1)本キャンペーンに専用サイトからエントリーされた dポイントクラブ会員の方 

(2)期間中、SBI 証券で新規口座開設を実施し、d アカウントを連携した方 

(3)対象店舗にて 200円（税抜）以上のお買い物をした方 

キャンペーン期間 2022年 2月 21日（月）午前 0時～2022年 4月 20日（水）午後 11時 59分 

キャンペーン特典 

キャンペーン期間中の対象の d ポイント加盟店（マクドナルド、マツモトキヨシ、コ

コカラファイン）でのお会計金額の 50%の d ポイントを還元します。 

※還元対象の dアカウントはお一人さま一つまでとなります。 

※特典のキャンペーンポイントは d ポイント（期間・用途限定）、有効期限は付与から 1 年間と

なります。 

※還元ポイントの上限は期間内で 5,000 ポイントとなります。 

還元ポイント付与時期 

2022年 6月末予定 

※還元されたポイントは dポイントクラブのポイント通帳にてご確認ください。 

※システムの都合により、還元が遅れる場合がございます。 

https://dpoint.jp/store/index.html
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ご注意事項 

・お会計時に提示する d ポイントカードには、SBI 証券で連携された d アカウント

に紐づくカードをご提示ください（別の d ポイントカードを提示された場合、ポイン

ト還元の対象外となります）。 

・SBI 証券の証券総合口座を開設する前のお買い物であっても、キャンペーン開

始日のお買い物分まで遡って集計しポイントを還元します。 

・SBI 証券の口座開設において、SBI 証券のインターネットコースの申込に限り対

象となります。ダイレクト、IFA、対面コース、法人口座は本キャンペーンの対象

外となります。 

対象店舗 

マクドナルド、マツモトキヨシ、ココカラファイン 

※ただし、以下の店舗・商品・サービスはキャンペーン対象外となります。 

【キャンペーン対象外】 

＜マクドナルド＞ 

 一部店舗（横須賀基地店、厚木基地店、佐世保基地店、ローム店） 

 一部商品（マックカード） 

 一部サービス（マクドナルドモバイルオーダー、マックデリバリー®・UberEats・出前館などのデ

リバリーサービス等） 

＜マツモトキヨシ、ココカラファイン＞ 

 オンラインストア 

※一部対象外の商品・サービスがあります 

エントリー方法 

以下のキャンペーンサイトから対象のキャンペーンを選択しエントリーをお願いし

ます。 

※2 月 21 日（月）サービスリリース時公開予定 

https://dpoint.jp/campaign/index.html 

※1 本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。 

※2 詳細はdポイントクラブ内のキャンペーンページにてご確認ください（サービスリリース時公開予定)。 

 

 

 

 

 

 

  

https://dpoint.jp/campaign/index.html
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4．お取引応援 dポイント還元キャンペーン  

SBI証券は、このたびの dポイントの導入を記念して、国内株式（現物買・信用新規）、米国株式（現物買）、FX

取引を行った方向けに、d ポイントを還元するキャンペーンを実施します。商品ごとに最大 1 万ポイント獲得でき

るため、期間中のお取引で合計最大 3万ポイント獲得が可能になります。 

 

キャンペーン概要 

キャンペーン名 
【dポイント×SBI証券 提携開始記念】最大 3万ポイント！お取引応援 dポイン

ト還元キャンペーン 

キャンペーン内容 

キャンペーンにエントリ―し、d アカウントを連携したうえで、メインポイント設定で

「d ポイント」を選択したお客さまに、キャンペーン期間中の対象取引に応じて、

以下の還元率にて d ポイントを還元します。商品ごとの獲得ポイント上限は 1万

ポイントになります。 

【対象取引】 

 国内株式（現物買・信用新規）：取引手数料の 10% 

 米国株式（現物買）：取引手数料の 10% 

 FX取引：1取引単位（新規）ごと 1ポイント 

キャンペーン期間 
2022年 2月 21日（月）～2022年 3月 31日（木）（予定） 

※商品ごとに実施時間が異なります。 

還元ポイント付与時期 2022年 4月下旬予定 

参加条件 
キャンペーンにエントリ―し、SBI証券口座で dアカウントを連携し、ポイント付与

日時点に、メインポイント設定で「dポイント」を選択していること。 

ご留意事項 
対象口座や付与日程など、商品ごとに条件が異なりますので、詳細はキャン

ペーンページをご確認ください。 

エントリー方法 

以下のキャンペーンサイトをご確認ください。 

※エントリーは 2月 21 日（月）より開始予定 

https://go.sbisec.co.jp/lp/lp_dpoint_campaign_220221.html 

※1 本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。 

※2 対象口座や付与日程など、商品ごとに条件が異なります。詳細は当社のキャンペーンページをご確認ください（サービスリ

リース時公開予定)。 
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5．マルチポイントサービスの概要 

これまで SBI証券は、取引実績等に応じてたまるポイントおよび投資信託の買付代金につかえるポイントを「T

ポイント」と「Pontaポイント」に限定していましたが、お客さまの幅広いニーズにお応えするべく、取引実績等に応

じてたまるポイントとして「d ポイント」を追加で選択可能とします。以下のとおり、メインポイント設定画面でお客さ

まの希望するポイントを選択することができます。 

 

【PC画面】 

トップページの「メインポイントを選ぶ」からメインポイント設定画面へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【スマートフォン画面】 

トップページ＞投資信託トップ＞保有資産・注文状況＞設定変更する＞メインポイント設定 

 

  

使用したいポイントを選択 

使用したいポイントを選択 



7 

 

SBI証券は、これまでも投資信託の最低買付金額の 100円への引き下げや投信積立のクレジットカード決済、

保有残高に応じてポイントがたまる「投信マイレージサービス」など、若年層・投資初心者層にも資産形成を始め

やすい環境整備に取り組んできました。 

SBI 証券は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、より良い投資環境

の提供および商品・サービスの拡充に努め、投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。 

 

 

 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

商号等 株式会社 SBI証券 金融商品取引業者 

登録番号 関東財務局長（金商）第 44号 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業

協会、一般社団法人日本 STO協会 

 

＜手数料等及びリスク情報について＞ 

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。 

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場

合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプ

ション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回

る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎

に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る

表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 

******************************************************************************************** 

 


