
SBI証券 dポイントサービス規約 

 

第 1条（目的） 

1. 本規約は、株式会社 SBI 証券（以下、「当社」といいます。）が定める「SBI 証券ポイントサービ

ス規約」（以下、「SBI証券ポイントサービス規約」といいます。）第 5条の定めに基づき、定める

ものです。 

2. 本規約は、お客様がメインポイントサービスとして株式会社 NTTドコモ（以下、「NTTドコモ」と

いいます。）をポイント運営会社等とする dポイントサービスを選択し、かつ、dアカウント連携

手続き（第 2条 表－5に定めるものをいいます。）を完了したお客様（以下、「dポイント対象顧

客」といいます。）に適用されます。 

3.  SBI証券ポイントサービス（以下、「本サービス」といいます。）の利用にあたり、dポイント対

象顧客には、本規約のほか、ポイント運営会社等の規約等（以下、「規約等」といいます。）が適

用されます。なお、規約等に特段の定めのない事項および定義については、SBI 証券ポイントサ

ービス規約の定めによるところとします。 

 

第 2条（利用条件） 

当社は、dポイント対象顧客に対し、SBI証券ポイントサービス規約および以下の表に掲げる条件に従

い本サービスを提供します。 

 

■ SBI証券ポイントサービス利用条件等（dポイント対象顧客） 

 

# 項目 内容 

1 ポイントサービス名称 

dポイントサービス 

https://dpoint.jp/index.html?utm_source=corp&utm_med

ium=owned&utm_campaign=dpc_201804_gnav-top 

2 ポイント運営会社等 株式会社 NTTドコモ 

3 
ポイント運営会社等の主な 

規約等※ 

■NTTドコモ 

 dアカウント規約 

dポイントクラブ会員規約 

dポイントクラブ特約 

 モバイル dポイントカード特約 

 

※上記は、2022 年 2 月 21 日現在のものです。規約等の名

称も含め改定等が生じている場合がありますので、必ずポ

イント運営会社等のウェブサイト等で最新のものをご確認

ください。 



# 項目 内容 

4 
メインポイントサービスとして 

選択するための条件 

以下のすべての条件を満たしたうえで 5.に記載の方法に

よりお申込みください。 

 

(1)NTTドコモが定めるdポイントクラブ会員規約に同意し

た dポイントクラブ会員であり、本人名義の dアカウン

トを保有していること。 

(2)当社の証券口座のお客様名義と d アカウントの名義が

同一であること 

5 申込方法 

当社ウェブサイトより dアカウント連携手続き(以下、「連

携手続き」といいます。)を行ってください。（連携手続き

には dアカウントが必要です） 

なお、この際、当社はお客様の証券総合口座の名義と、dア

カウントの名義が合致していることを確認します。 

6 利用可能ポイント種別 

・dポイント 

当社を含む dポイントプログラム参加企業でも利用が可

能で、当該企業から進呈された月から起算して 48か月後

月末までを有効期限とするポイントをいいます。 

7 ポイント情報の確認方法 

本サービスにおいて付与されたポイント数、付与日等につ

いては、当社ウェブサイトにて確認が可能です。 

なお、当社以外の dポイントプログラム参加企業に係る情

報等を含む d ポイントの情報については、d ポイントクラ

ブ 会 員 向 け サ ー ビ ス 「 d ポ イ ン ト ク ラ ブ 」

（https://dpoint.jp/guide/howto_dpoint/lecture/index

.html）で確認することができます。 

8 本サービス提供に係る制約 

SBI証券ポイントサービス規約第 2条第 1項第 2号による

金融商品取引におけるポイント買取による決済代金への充

当は利用できません。（※2022年 2月 21日現在） 



# 項目 内容 

9 dアカウントの変更 

お客様は、当社所定の手続きにより本サービスのために利

用する dアカウントを変更することが可能です。（以下、こ

の手続きを「変更手続き」といいます。） 

なお、変更前の dアカウントに貯めたポイントを変更後の

d アカウントに移行するためには、ポイント運営会社等で

のお手続きが必要です。 

10 dアカウントの名義 

お客様ご本人様名義の dアカウントのみ利用可能です。 

連携手続き及び変更手続きの際には、お客様の証券総合口

座の名義と、d アカウントの名義が合致していることを確

認します。 

10 連携手続きの解除時の取扱い 

d アカウント連携が解除された場合、新たな d アカウント

での連携手続きがされるまたは他の連携ポイントサービス

を指定されるまでの間、本サービスの提供を停止します。 

停止期間中、本サービスに関するポイント付与は行われま

せん。また、本サービスの提供再開後、当該停止期間中に

付与される見込みであったポイントについて、遡って付与

を行うことはできませんのでご了承ください。 

*「dアカウント」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 

 

以上 

2022年 2月 21日制定 

  



 

dポイントサービス利用に関する同意事項 

 

株式会社 SBI証券 

 

株式会社 SBI証券(以下、「SBI証券」といいます)が提供する「SBI証券ポイントサービス」(以下、

「本サービス」といいます)においてメインポイントサービスとして dポイントサービスを選択され

る方は、以下に掲げるお客様の個人情報の取り扱いについてご確認の上、ご同意下さい。 

 

1.SBI証券から株式会社 NTTドコモ(以下、「NTTドコモ」といいます)への個人情報の提供 

SBI証券は、本サービスにおいて dポイントサービスを利用されるにあたり、以下の個人情報を

NTTドコモに提供します。 

(1) 本サービスの利用者であることをあらわすお客様独自の識別子 

(2) 付与する dポイント数 

(3) お客様の SBI証券における取引にかかる情報（口座開設日、取引内容（取引日、取引価

額、取引種類）） 

 

NTTドコモは、提供された個人情報を、dポイントクラブ会員規約、dポイントクラブ特約、プラ

イバシーポリシー等、その他 dポイントプログラムに関してご同意いただいた NTTドコモ規約に記

載する目的のため利用します。 

 

本サービスにおいてお客様が dポイントを不正に取得している疑いがあると SBI証券又は NTTドコ

モが判断した場合、dポイント付与の停止もしくは付与した dポイントの失効を行う場合がござい

ます。dポイントクラブ会員資格および特約会員資格の停止（dポイントの失効含む）は、dポイ

ントクラブ会員規約および dポイントクラブ特約に基づきます。 

 

2.情報提供の停止 

上記の情報提供の停止をご希望される場合には、本サービスにおける dアカウント連携の解除を実

施していただく必要があります。 

dアカウント連携の解除、および dポイントサービスにおける個人情報に関するお問い合わせ先

は、それぞれ以下のとおりです。 

 

■dアカウント連携の解除に関するお問い合わせ先 

SBI証券カスタマーサービスセンター 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR00

1Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=

on 

 

■dポイントサービスにおける個人情報に関するお問い合わせ先 

dポイントカスタマーセンター 

https://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/?icid=CRP_common_header_to_CRP_SUP_inquiry 

 

なお、dアカウント連携が解除された場合、新たな dアカウントが連携されるまたは他の連携ポイントサービ

スを指定されるまでの間、本サービスの提供を停止します。停止期間中、本サービスに関するポイント付与は

行われません。また、本サービスの提供再開後、当該停止期間中に付与される見込みであったポイントについ

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=on
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=on
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=on


て、遡って付与を行うことはできませんのでご了承ください。 

*「dアカウント」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 

  



 

dポイントサービス利用に関する同意事項 

 

株式会社 NTTドコモ 

 

株式会社 SBI証券(以下、「SBI証券」といいます)が提供する「SBI証券ポイントサービス」(以下、

「本サービス」といいます)においてメインポイントサービスとして dポイントサービスを選択され

る方は、以下に掲げるお客さまの個人情報の取り扱いについてご確認の上、ご同意下さい。 

 

1. 株式会社 NTTドコモ(以下、「NTTドコモ」といいます)から SBI証券への情報の提供  

NTTドコモは、本サービスにおいて dポイントサービスをご利用いただいた場合に、次に掲げる個

人情報等を SBI証券へ提供します。 

(1) dポイントカード番号と本サービスの利用者に関する識別子とが照合・識別できる符号 

(2) 氏名など、dポイントクラブ会員として登録された情報 

(3) dポイントサービスをご利用いただいたお客様の利用状況や属性に関する統計情報 

 

SBI証券は、提供された個人情報を、dポイントクラブ会員に対してより適切な商品のご案内、本

サービスにかかる dポイントの取得・使用等不正の防止、及び法令、金融商品取引所や自主規制機

関等の調査・報告要請に対応するために利用します。 

また、本サービスにおいてお客様が dポイントを不正に取得している疑いがあると NTTドコモ又は

SBI証券が判断した場合、dポイント付与の停止もしくは付与した dポイントの失効を行う場合が

ございます。dポイントクラブ会員資格および特約会員資格の停止（dポイントの失効含む）は、

当社が定める dポイントクラブ会員規約および dポイントクラブ特約に基づきます。 

 

2.情報提供の停止 

上記の情報提供の停止をご希望される場合には、当サービスにおける dアカウント連携の解除を実

施していただく必要があります。 

dアカウント連携の解除、および dポイントサービスにおける個人情報に関するお問い合わせ先

は、それぞれ以下のとおりです。 

 

■dアカウント連携の解除に関するお問い合わせ先 

SBI証券カスタマーサービスセンター 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR00

1Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=

on 

 

■dサービスにおける個人情報に関するお問い合わせ先 

dポイントカスタマーセンター 

https://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/?icid=CRP_common_header_to_CRP_SUP_inquiry 

 

なお、dアカウント連携が解除された場合、新たな dアカウントが連携されるまたは他の連携ポイントサービ

スを指定されるまでの間、本サービスの提供を停止します。停止期間中、本サービスに関するポイント付与は

行われません。また、本サービスの提供再開後、当該停止期間中に付与される見込みであったポイントについ

て、遡って付与を行うことはできませんのでご了承ください。 

*「dアカウント」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=on
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=on
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=support&file=home_support.html&getFlg=on


 

（2022.02.21） 

 


