
SBI証券 Tポイントサービス規約（T会員用） 

 

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 CCCMK ホールディングス株式会社（以下、

「MKHD」といいます。）及びカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、「CCC」といい

ます。）をポイント運営会社等とする Tポイントサービスを選択し、かつ、Tカード番号登録手続

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、「T対象顧客（T 会員）」

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、T対象顧客（T

会員）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、T対象顧客（T会員）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（T対象顧客（T会員）） 

 

 項目 内容 

1 ポイントサービス名称 
Tポイントサービス 

https://tsite.jp/ 

2 ポイント運営会社等 
CCCMKホールディングス株式会社（MKHD） 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCC） 

3 
ポイント運営会社等の主な 

規約等※ 

■CCC 

T会員規約 

  

■MKHD 

 ポイントサービス利用規約 

 

※上記は、2023年 2月 27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。 

https://tsite.jp/


 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）CCCが定める T会員規約に同意した T会員であること 

（2）お客様ご本人様名義の Tカードまたは指定 ID（ヤフー

ID をいいます、以下同じ）との紐づけ登録を行っている

モバイル Tカードの発行を受けていること（以下、Tカー

ドまたはモバイル T カードを総称して、「T カード」とい

います） 

5 申込方法 

当社ウェブサイトで Tカード番号の登録手続き(以下、「登録

手続き」といいます。)を行ってください。（登録手続きには

指定 IDが必要です） 

6 利用可能ポイント種別 

Tポイントには次の 2種類のポイントがあり、当社はポイン

トの付与の対象となるサービス等毎にどの種類のポイント

を付与するかを決定します。 

また、お客様は各ポイントごとに定められた条件に従い、本

サービスにおいてポイント買取を請求し、また利用すること

ができます。 

 

①Tポイント 

当社を含むポイントプログラム参加企業等でも利用可能

で、Tポイントの変動から 1年の有効期限をもって自動的

に失効するポイントをいいます。 

ただし、付与元の企業等が任意の有効期間を設定する場合

があります。 

 

②SBI証券限定 Tポイント 

 当社が指定するサービスのみで利用可能で、当社が任意に

定める有効期限をもって自動的に失効する T ポイントを

いいます。 



 項目 内容 

7 ポイント情報の確認 

本サービスにおいて獲得または利用したポイント数、ポイン

トの有効期限および T カードに貯めた保有ポイントについ

ては、当社ウェブサイトにて確認が可能です。 

なお、当社以外のポイントプログラム参加企業等に係る情報

等を含む Tカード及び Tポイントの情報については、CCCが

提 供 す る 「 T サ イ ト ［ T ポ イ ン ト /T カ ー ド ］

（https://tsite.jp/）」でご確認ください。 

8 本サービス提供に係る制約 ありません 

9 Tカード番号の変更 

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 Tカードを変更することが可能です。 

なお、変更前の T カードに貯めたポイントを変更後の T カ

ード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 Tカード名義 

必ずお客様ご本人様名義の Tカードをご登録ください。 

ご登録された T カードがお客様ご本人様名義ではない疑い

があると当社が判断した場合、当社はお客様に対し登録され

る Tカードの変更を申し入れます。また、本申し入れにご対

応いただけない場合、当社の判断により登録手続きを解除し

ます。 

11 
Tカード番号登録の解除時の 

取扱い 

登録手続きが解除された場合、T ポイントサービス（SBI証

券限定）をメインポイントサービスとして選択されているも

のとみなし、本サービスを提供します。 

 

 

以上 

2021年 11月 1日制定 

2022年 4月 1日改定 

2023年 2月 27日改定 

  



Tカード番号登録に関する同意事項 

 

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 T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.SBI証券からカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、「CCC」といいます)への個人

情報の提供 

SBI証券は、お客様が本サービスにおいてメインポイントサービスとして T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 CCC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) 付与および利用する Tポイント数 

(3) 利用に係る情報（口座開設日、取引明細（取引日、銘柄、取引価額）） 

 

CCCは、提供された個人情報を、ポイントの付与、及び CCCの定める個人情報保護方針並びに T会

員規約に記載する目的のため利用します。 

なお、本手続き以前に本サービスでお客様が獲得またはご利用した Tポイントのご利用履歴も、連

携時に、CCCにおいて、「T会員規約」第 4条第 2項に記載する T会員の個人情報として取り扱われ

ます。 

また、本サービスにおいてお客様が Tポイントを不正に取得している、もしくは不正に利用してい

る、またはこれらの疑いがあると判断した場合、Tポイント付与の停止もしくは付与した Tポイン

トの失効を行う場合がございます。T会員資格の停止（Tポイントの失効含む）は、CCCが定める T

会員規約および CCCMKホールディングス株式会社が定めるポイントサービス利用規約に基づきま

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 Tカード番号登録の解除を実

施していただく必要があります。 

Tカード番号登録の解除、および T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。 

 

■Tカード番号登録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 

 

■T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 

Tサイト［Tポイント/Tカード］ http://tsite.jp 

 

Tカード番号登録の解除が完了しますと、Tポイントサービス（SBI証券限定）をメインポイント

サービスとして選択されているものとみなし、本サービスを提供します。  

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
http://tsite.jp/


Tカード番号登録に関する同意事項 

 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

 

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 T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. CCCから SBI証券への情報の提供  

CCCは、お客様が本サービスにおいてメインポイントサービスとして T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を SBI証券へ提供します。 

(1) T 会員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、および推計の分

析結果 

(2) 氏名など、T会員として登録された情報(TSUTAYAレンタル利用登録時の本人確認書類の提示

についての情報を含みます) 

 

SBI証券は、提供された個人情報を、T会員に対してより適切な商品のご案内、当サービスにかか

る T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 Tポイントを不正に取得している、もしくは不正に利用してい

る、またはこれらの疑いがあると判断した場合、Tポイント付与の停止もしくは付与した Tポイン

トの失効を行う場合がございます。T会員資格の停止（Tポイントの失効含む）は、CCCが定める T

会員規約および CCCMKホールディングス株式会社が定めるポイントサービス利用規約に基づきま

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 Tカード番号登録の解除を実

施していただく必要があります。 

Tカード番号登録の解除、および T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。 

 

■Tカード番号登録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 

 

■T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 

Tサイト［Tポイント/Tカード］ http://tsite.jp 

 

Tカード番号登録の解除が完了しますと、Tポイントサービス（SBI証券限定）をメインポイントサー

ビスとして選択されているものとみなし、本サービスを提供します。 

 

（2023.02.27） 

 

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
http://tsite.jp/

