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「ＳＭＢＣ日興証券 dポイントサービス利用規約」の改訂にかかる新旧対照表 

2022年 2 月 

 

以下、2022年 2月 24日を効力発生日として改定いたします。下線部分が改定箇所となります。 

 

旧利用規約 

記載箇所 

旧 新 

第 1条（目的） 1. 本規約は、ＳＭＢＣ日興証券株式会（以

下、「当社」といいます。）が、当社の約款・

規定集に基づき口座を開設されたお客さ

ま（以下、「お客さま」といいます。）に対

して、株式会社ＮＴＴドコモ（以下、「ド

コモ」といいます。）の運営・提供する共

通ポイント「dポイント」を利用した「Ｓ

ＭＢＣ日興証券 dポイントサービス」（以

下、「本サービス」といいます。）を提供す

るにあたり、その諸条件を定めるもので

す。 

 

1. 本規約は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以

下、「当社」といいます。）が、当社の「約款・

規定集」に基づき口座を開設されたお客さま

およびSMBC個人型プラン「日興iDeCoコース」

に加入されたお客さま（以下、「お客さま」と

いいます。）に対して、株式会社ＮＴＴドコモ

（以下、「ドコモ」といいます。）の運営・提

供する共通ポイント「dポイント」を利用し

た「ＳＭＢＣ日興証券 dポイントサービス」

（以下、「本サービス」といいます。）を提供

するにあたり、その諸条件を定めるものです。 

 

第 2 条（本サービ

スの概要） 

 

 

 

 

 

2. 当社は、当社の合理的な判断により、

前項で規定する本サービスの内容を変更

または中止する場合があります。この場

合、当社ウェブサイトにおいて、お客さま

に対し告知を行います。なお、第 5条第 4

項、及び第 7条第 4項においても同様の方

法で告知します。 

 

3. 本サービスは、当社の「日興フロッギ

ー+docomo」、および「日興イージートレー

ド」において提供されます。「日興フロッ

ギー+docomo」とは、第 3 条の条件を満た

したお客さまがご利用いただける、様々な

投資情報サービスの掲載に加えて、記事か

1.本サービスの概要は、次の各号によりま

す。 

（4）第8条に規定する、日興iDeCo for docomo

の情報提供 

 

2. 当社は、当社の合理的な判断により、前

項で規定する本サービスの内容を変更または

中止する場合があります。この場合、当社ウ

ェブサイトにおいて、お客さまに対し告知を

行います。なお、第 5条第 4項、第 7条第 4

項および第 8条第 3項における変更または中

止についても同様の方法で告知します。 

 

3. 本サービスは、当社の「日興フロッギー

+docomo」、「日興イージートレード」、および

「日興 iDeCo for docomo」において提供され

ます。「日興フロッギー+docomo」とは、第 3

条第 1項の条件を満たしたお客さまがご利用

いただける、様々な投資情報サービスの掲載
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旧利用規約 

記載箇所 

旧 新 

ら株式の購入が可能である当社独自のサ

ービスです。 

 

 

 

に加えて、記事から株式の購入が可能である

当社独自のサービスです。「日興 iDeCo for 

docomo」とは、第 3条第 2項の条件を満たし

たお客さまがご利用いただける、個人型確定

拠出年金（iDeCo）のサービスです。 

 

第 3 条（本サービ

スのご利用につい

て） 

 

1. 本サービスは以下の条件をすべて満た

したお客さまがご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. お客さまが第 1 項の条件を満たし

た場合でも、当社の合理的な判断に

よりサービスをご利用頂けないとき

があります。  

 

1. 第 2条第 1項第 1号から第 3号までに定め

るサービスは以下の条件をすべて満たしたお

客さまがご利用いただけます。 

 

2. 第 2条第 1項第 4号に定めるサービスは

以下の条件をすべて満たしたお客さまがご

利用いただけます。 

（1）SMBC個人型プラン「日興 iDeCoコース」

に加入されたお客さま 

（2）当社に d ポイントカード番号をご登録

されたお客さま 

（3）当社からドコモへの個人情報の第三者

提供に同意されたお客さま 

 

3. 

 

4. お客さまが第1項および第2項の条件を満

たした場合でも、当社の合理的な判断により

サービスをご利用いただけないときがありま

す。 

第 7 条（ポイント

ボーナスチケット

サービスの情報提

供） 

1.当社は、ドコモおよび「日興フロッギー

+docomo」のお客さまに対して、ドコモの

ポイントボーナスチケットサービスに参

加する企業（以下、「参加企業」といいま

す。）がポイントボーナスチケットを付与

するための情報（以下、「付与情報」とい

います。）を通知します。 

 

2.お客さまが当社ウェブサイトにおいて、

1.当社は、ドコモおよび「日興フロッギー

+docomo」のお客さまに対して、ドコモのポ

イントボーナスチケットサービスに参加す

る企業（以下、「参加企業」といいます。）が

ポイントボーナスチケットを付与するため

の情報（以下、「付与情報①」といいます。）

を通知します。 

 

2.お客さまが当社ウェブサイトにおいて、当
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旧利用規約 

記載箇所 

旧 新 

当社指定の金融商品について、または当社

指定の方法により、参加企業の金融商品の

買付を行った場合に、付与情報がドコモお

よびお客さまに通知されます。 

 

3.付与情報が通知される対象となる金融

商品、取引、サービス（以下、「付与対象

取引」といいます。）および条件は、当社

ウェブサイトにおいて確認することがで

きます。 

 

4.付与情報は、付与対象取引が行われてか

ら、当社が定める一定の期間を経た後に通

知されます。この期間内に、当社が付与対

象取引につき取消などがあったことを確

認した場合、付与情報は通知されません。

付与情報の通知については、当社の合理的

な判断により、変更または中止となる場合

があります。 

社指定の金融商品について、または当社指定

の方法により、参加企業の金融商品の買付を

行った場合に、付与情報①がドコモおよびお

客さまに通知されます。 

 

3.付与情報①が通知される対象となる金融

商品、取引、サービス（以下、「付与対象取

引」といいます。）および条件は、当社ウェ

ブサイトにおいて確認することができます。 

 

 

4.付与情報①は、付与対象取引が行われてか

ら、当社が定める一定の期間を経た後に通知

されます。この期間内に、当社が付与対象取

引につき取消などがあったことを確認した

場合、付与情報①は通知されません。付与情

報①の通知については、当社の合理的な判断

により、変更または中止となる場合がありま

す。 

 

  第 8条（日興 iDeCo for docomo の情報提供） 

1. 1.当社は、ドコモおよび「日興 iDeCo for 

docomo」サービス利用のお客さまに対して、

当社またはドコモが提供するキャンペーン

等で dポイントを付与するための情報（以下、

「付与情報②」といいます。）を通知します。 

2. 2.お客さまは、当社ウェブサイト上での手続

きにより付与情報②の通知を停止すること

ができます。 

3.付与情報②の通知については、当社の合理

的な判断により、変更または中止となる場合

があります。 

 

第 8 条（本サービ

スの停止） 

第8条（本サービスの停止） 

 

第9条（本サービスの停止） 
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旧利用規約 

記載箇所 

旧 新 

第 9 条（本サービ

スの終了） 

第9条（本サービスの終了） 

1. 次の各号のいずれかに該当した場合、お

客さまへの本サービスの提供を終了しま

す。 

（1）第 3条第 1項が満たせない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

第10条（本サービスの終了） 

1. 次の各号のいずれかに該当した場合、お客

さまへの第 2条第 1項第 1号から第 3号まで

に定めるサービスの提供を終了します。 

（1）第 3条第 1項各号に定める条件が満たさ

れていない場合 

 

2.次の各号のいずれかに該当した場合、お客

さまへの第 2条第 1項第 4号に定めるサービ

スの提供を終了します。 

（1）第 3 条第 2 項各号に定める条件が満た

されていない場合 

（2）SMBC個人型プラン「日興 iDeCoコース」

を脱退された場合 

（3）その他、当社が必要と判断した場合 

 

3.  

第 10条（個人情報

の利用） 

第10条（個人情報の利用） 

1.当社は、別途当社が定める「個人情報の

保護に関する基本方針」および「お客さま

情報の第三者提供に関する同意事項につ

いて（ＳＭＢＣ日興証券株式会社および株

式会社ＮＴＴドコモ）」に基づき、お客さ

まの個人情報を取り扱います。 

 

第11条（個人情報の利用） 

1. 当社は、別途当社が定める「個人情報の

保護に関する基本方針」および「お客さま情

報の第三者提供に関する同意事項について

（ＳＭＢＣ日興証券株式会社および株式会

社ＮＴＴドコモ）」および「日興 iDeCo for 

docomoに関するお客さま情報の第三者提供

に関するご同意事項」に基づき、お客さまの

個人情報を取り扱います。 

 

第 11条（第三者に

よる不正利用） 

第11条（第三者による不正利用） 

 

第12条（第三者による不正利用） 

 

第 12条（免責事項） 第 12条（免責事項） 

 

第 13条（免責事項） 
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旧利用規約 

記載箇所 

旧 新 

第 13条（本規約の

変更） 

第13条（本規約の変更） 第14条（本規約の変更） 

 

以上 


