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ネオモバポイントサービス規約 新旧対照表（2021 年 11 月 1 日） 

(下線部分変更箇所) 

新 旧 

 
第 2 条（本サービスの概要） 
1. 当社が提供する本サービスの概要は、次の各号により
ます。 
（1）本規約に基づく T ポイント、またはネオモバ限定 T
ポイント（Tポイントとネオモバ限定Tポイントの違いは、
第 6 条に規定。以下、総称して「ポイント」といいます。）
の付与 
（2）第 9 条に規定する金融商品取引に付随したポイント
買取 
（3）当社が別途定めるサービス（前号を除きます。）への
ポイントの利用 
（4）前三号の他、保有ポイントの管理等本サービスの運
営に必要な事項 
2.          （略） 
 
第 3 条（ポイントの付与） 
1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したと
き、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポ
イントをお客様に対し付与します。 
2.           （略） 
3.           （略） 
 
 
第 4 条（ポイントの種別） 
ポイントには次の 2 つの種別があり、当社は対象サービス
等毎にどの種別のポイントを付与するかを決定します。 
また、お客様は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。 
（1）T ポイント 

T ポイント利用手続き（第 3 条および 4 条の手続きを
いいます。）を行うことにより、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。 
（2）ネオモバ限定 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。 
 
 
第 7 条（本サービスの停止） 
 
1.           （略） 
2. 次の各号に定める事由が発生した場合、当社はお客様
に事前に通知することなく本サービスの提供を停止する
場合がございます。なお、この場合、原則として事前にお
客様にお知らせしますが、緊急の場合は事後となる場合が
あります。 
（1）当社及び TPJ（同社の関係会社を含みます。以下、
本条において同じ。）のシステムメンテナンス（定期・不
定期を問いません。） 
（2）天変地変 

 
第 2 条（本サービスの概要） 
1. 当社が提供する本サービスの概要は、次の各号により
ます。 
（1）本規約に基づく T ポイントまたは期間固定 T ポイン
ト（以下、総称して「ポイント」といいます。）の付与 
（2）第 9 条に規定する金融商品取引に付随したポイント
買取 
（3）当社が別途定めるサービス（前号を除きます。）への
ポイントの利用 
（4）前三号の他、保有ポイントの管理等本サービスの運
営に必要な事項 
2.          （略） 
 
 
 
第 3 条（ポイントの付与） 
1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したと
き、その他当社が相当と認めた場合に、ポイントをお客様
に対し付与します。 
2.           （略） 
3.           （略） 
 
 
第 4 条（ポイントの種別） 
当社が付与するポイントの種別は次の各号に定めるもの
とします。 
（1）T ポイント：第 15 条の T ポイント利用手続きを取
ることにより、当社を含む他の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 
（2）期間固定 T ポイント（SBI ネオモバイル証券限定） 
：当社が指定するサービスのみで利用可能なポイント 
なお、有効期限は付与のたびに定められます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 7 条（本サービスの停止） 
 
1.           （略） 
2. 次の各号に定める事由が発生した場合、当社はお客様
に事前に通知することなく本サービスの提供を停止する
場合がございます。なお、この場合、原則として事前にお
客様にお知らせしますが、緊急の場合は事後となる場合が
あります。 
（1）当社及び TPJ（同社の関係会社を含みます。以下、
本条において同じ。）のシステムメンテナンス（定期・不
定期を問いません。） 
（2）天変地変 
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（3）通信回線やコンピュータなどの障害によるシステム
の中断・遅滞・中止 
（4）本サービスに関連するデータの消失 
（5）ポイント利用に関する障害 
（6）システム等への不正アクセスにより生じた障害 
（7）その他、本サービスの提供を停止する必要があると
当社または TPJ が判断した場合 
 
 
第 8 条（ポイントの取消・失効） 
1.           （略） 
2.           （略） 
3. ポイントには当社または TPJ が定める有効期限があ
り、有効期限内に利用されなかったポイントは自動的に失
効します。なお、ポイントの有効期限内に第 7 条で定める
事由等が発生しポイントを利用できない期間があった場
合でも、お客様が保有するポイントの有効期限は延長され
ません。 
4.           （略） 
 
 
第 11 条（充当後の取消） 
お客様は、第 2 条第 1 項第 2 号または第 3 号に規定する
サービスにポイントを利用した後、本規約の定めによりポ
イントの付与が取消または失効した場合、当該取消または
失効による当該決済代金等にかかる不足金相当額を、ただ
ちに現金にて支払わなければならないものとします。 
 
 
第 14 条（税金及び費用） 
ポイントの取得、ポイントの充当、利用にともない発生す
る税金や費用は、お客様がすべてを負担し、確定申告等必
要な手続きをとるものとします。 
 
 
第 16 条（本サービスの終了） 
1.            （略） 
2. 前項に基づき、本サービスの提供を終了する場合、終
了日以降の本サービスの利用に関する一切の権利を失う
ものとし、また当社に対して何ら請求権も取得しないもの
とします。 
3.             （略） 
4. 次の各号に定める事由に該当した場合、当社は本サー
ビスの全部または一部の提供を終了する場合があります。 
（1）第 7 条第 2 項に定める本サービスの停止の状態が継
続し、本サービスの終了が相当であると当社が判断した場
合 
（2）本サービスの継続が困難と当社が判断した場合 
（3）その他、当社または TPJ が必要と判断した場合 
 
 
第 18 条（免責） 
1. 当社は、本サービスの提供にあたり、その時点での技
術水準に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証
するものではありません。天変地変、通信回線やコンピュ
ータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・デー
タの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正ア
クセスにより生じた障害、その他本サービスに関してお客
様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないもの
とします。 

（3）通信回線やコンピュータなどの障害によるシステム
の中断・遅滞・中止 
（4）本サービスに関連するデータの消失 
（5）ポイント利用に関する障害 
（6）データへの不正アクセスにより生じた障害 
（7）その他、本サービスの提供を停止する必要があると
当社または TPJ が判断した場合 
 
 
第 8 条（ポイントの取消・失効） 
1.           （略） 
2.           （略） 
3. ポイントには当社または TPJ が定める有効期限があ
り、有効期限内に利用されなかったポイントは自動的に失
効します。 
4.           （略） 
 
 
 
 
 
第 11 条（充当後の取消） 
お客様は、第 2 条第 1 項第 2 号または第 3 号に規定する
サービスにポイントを利用した後、第 8 条の定めによりポ
イントの付与が取消または失効した場合、当該取消または
失効による当該決済代金等にかかる不足金相当額を、ただ
ちに現金にて支払わなければならないものとします。 
 
 
第 14 条（税金及び費用） 
ポイントの取得、ポイントの充当、利用にともない発生す
る税金や費用は、お客様がこれらを負担するものとしま
す。 
 
 
第 16 条（本サービスの終了） 
1.           （略） 
2.  前項に基づき、本サービスの提供を終了する場合、
お客様は保有するポイント、その他本サービスの利用に関
する一切の権利を失うものとし、また当社に対して何ら請
求権も取得しないものとします。 
3.             （略） 
4. 次の各号に定める事由に該当した場合、当社は本サー
ビスの提供を終了する場合があります。 
（1）第 7 条第 2 項に定める本サービスの停止の状態が継
続し、本サービスの終了が相当であると当社が判断した場
合 
（2）本サービスの継続が困難と当社が判断した場合 
（3）その他、当社または TPJ が必要と判断した場合 
 
 
第 18 条（免責） 
1. 当社は、本サービスの運用において、その時点での技
術水準に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証
するものではありません。天変地変、通信回線やコンピュ
ータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・デー
タの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正ア
クセスにより生じた障害、その他本サービスに関してお客
様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないもの
とします。 
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2. 前項に定める場合のほか、本規約中の当社の責任を免
責する規定に関わらず、当社の故意または重過失によりお
客さまに損害が生じた場合は、免責規定は適用されませ
ん。当社が損害を賠償する場合であっても、当該損害賠償
責任の範囲は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、
逸失利益を含まないものとします。 
 

 

2. 前項に定める場合のほか、本規約中の当社の責任を免
責する規定に関わらず、当社の故意または重過失によりお
客さまに損害が生じた場合は、免責規定は適用されませ
ん。当社が損害を賠償する場合であっても、当該損害賠償
責任の範囲は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、
逸失利益を含まないものとします。 
 

 

 以上 


