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T ポイント利用手続きに関する同意事項 新旧対照表 

(下線部分変更箇所) 

新 旧 

 
T ポイント利用手続きに関する同意事項 

 
株式会社 SBI ネオモバイル証券 

 
株式会社 SBI ネオモバイル証券(以下、「SBI ネオモバイル
証券」といいます。)が提供する「ネオモバポイントサー
ビス」(以下、「当サービス」といいます。)において T ポ
イントご利用手続きをされる方は、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 ネオモバイル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。)および
株式会社 T ポイント・ジャパン（以下、「TPJ」といい、
CCC とあわせて「CCC 等」といいます。）への個人情報
の提供 
 
SBI ネオモバイル証券は、当サービスの対象となる金融商
品において、お客さまが T ポイントサービスを利用される
すべての取引に関し、以下の個人情報を CCC 等に対し提
供します。 
(1) 当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 ポイントの数  
(3) T ポイントを利用するお客さまの取引に係る情報 
（取引口座開設日、取引日、T ポイントを利用する金融商
品の詳細、取引の価額、売買の別、証拠金等に関する事項、
取引状況に関する事項等を含む取引に係る明細・履歴） 
 
CCC 等は、提供された個人情報を、ポイントの付与、CCC
等の定める「個人情報保護方針」、「T 会員規約」および「ポ
イントサービス利用規約」に記載する目的のためにのみ利
用します。 
 
なお、本手続き以前に当サービスでお客さまが獲得または
ご利用した T ポイントのご利用履歴も、連携時に、CCC
等おいて、「T 会員規約」に規定する T 会員の個人情報と
して取り扱われます。 また、当サービスにおいてお客さ
まが 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 等が定める T 会員規約およびポイ
ントサービス利用規約に基づきます。 
 
 
2.       （略） 
 
 

（2022.04.01） 
 

 
T ポイント利用手続きに関する同意事項 

 
株式会社 SBI ネオモバイル証券 

 
株式会社 SBI ネオモバイル証券(以下、「SBI ネオモバイル
証券」といいます。)が提供する「ネオモバポイントサー
ビス」(以下、「当サービス」といいます。)において T ポ
イントご利用手続きをされる方は、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 ネオモバイル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 ネオモバイル証券は、当サービスの対象となる金融
商品において、お客さまが T ポイントサービスを利用さ
れるすべての取引に関し、以下の個人情報を CCC に対し
提供します。 
(1) 当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 ポイントの数 
(3) T ポイントを利用するお客さまの取引に係る情報 
（取引口座開設日、取引日、T ポイントを利用する金融商
品の詳細、取引の価額、売買の別、証拠金等に関する事項、
取引状況に関する事項等を含む取引に係る明細・履歴） 
 
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
載する目的のためにのみ利用します。 
 
 
なお、本手続き以前に当サービスでお客さまが獲得または
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」に規定する T 会員の個人情報
として取り扱われます。 また、当サービスにおいてお客
さまが 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
び株式会社 T ポイント・ジャパンが定めるポイントサー
ビス利用規約に基づきます。 
 
2.       （略） 
 
 

（2020.04.25） 
 

 

 以上 



T ポイント利用手続きに関する同意事項 
 

 

株式会社 SBI ネオモバイル証券 

 

 

株式会社 SBI ネオモバイル証券(以下、「SBI ネオモバイル証券」といいます。)が提供する「ネオモバ

ポイントサービス」(以下、「当サービス」といいます。)において T ポイントご利用手続きをされる方は、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 ネオモバイル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。)

および株式会社 T ポイント・ジャパン（以下、「TPJ」といい、CCC とあわせて「CCC 等」といいます。）

への個人情報の提供 

   SBI ネオモバイル証券は、当サービスの対象となる金融商品において、お客さまが T ポイントサ

ービスを利用されるすべての取引に関し、以下の個人情報を CCC 等に対し提供します。 

(1) 当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 ポイントの数  

(3) T ポイントを利用するお客さまの取引に係る情報 

（取引口座開設日、取引日、T ポイントを利用する金融商品の詳細、取引の価額、売買の別、

証拠金等に関する事項、取引状況に関する事項等を含む取引に係る明細・履歴） 

 

 CCC 等は、提供された個人情報を、ポイントの付与、CCC 等の定める「個人情報保護方針」、「T 会員

規約」および「ポイントサービス利用規約」に記載する目的のためにのみ利用します。  

 

なお、本手続き以前に当サービスでお客さま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 等おいて、「T 会員規約」に規定する T 会員の個人情報として取り扱われます。 また、当

サービスにおいてお客さまが 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 等が定める T 会員規約およびポイ

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 ポイント利用手続きの解

除を実施していただく必要があります。 T ポイント利用手続きの解除、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ポイント利用手続きの解除に関するお問い合わせ先 

SBIネオモバイル証券カスタマーセンター 

(https://www.sbineomobile.co.jp/support/contact/) 

 

■ 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］（https://tsite.jp） 

 

 なお、Tポイント利用手続きの解除が完了しますと、当サービスにおける Tポイントサービ

スをご利用いただけなくなりますので、予めご了承ください。 

 

（2022.04.01） 

 

https://www.sbineomobile.co.jp/support/contact/
https://tsite.jp/


 T ポイント利用手続きに関する同意事項  

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

 

 

  株式会社 SBIネオモバイル証券(以下、「SBIネオモバイル証券」といいます。)が提供する「ネ

オモバポイントサービス」(以下、「当サービス」といいます。)において T ポイントご利用手続

きをされる方は、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. 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。）から SBIネオモバイル

証券への情報の提供 

 CCCは、当サービスにおいて Tポイントサービスをご利用いただいた場合に、次に掲げるお

客さまの個人情報を SBIネオモバイル証券へ提供します。 

(1) T会員番号と当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ネオモバイル証券は、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、当サービスにおいてお客さまが 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会員規約および株式会社 Tポイント・ジャパン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ポイント利用手続

きの解除を実施していただく必要があります。 Tポイント利用手続きの解除、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 ポイント利用手続きの解除に関するお問い合わせ先 

 SBIネオモバイル証券カスタマーセンター

(https://www.sbineomobile.co.jp/support/contact/)  

 

■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］（https://tsite.jp）  

 

なお、Tポイント利用手続きの解除が完了しますと、当サービスにおける Tポイントサービス

をご利用いただけなくなりますので、予めご了承ください。  

 

（2022.04.01） 

https://www.sbineomobile.co.jp/support/contact/
https://tsite.jp/

