PRESS RELEASE
2018 年 11 月 15 日
STOCK POINT 株式会社

日常のカードショッピングでポイント投資体験ができるクレジットカード
『STOCK POINT カード』誕生︕
世界初（※1）の個別企業株価に連動するポイント投資サービスを提供する STOCK POINT 株式会社（本社︓東
京都千代田区、代表取締役︓土屋清美、以下当社）は、株式会社ジャックス（本部︓東京都渋谷区、代表取締役
社長︓山﨑 徹、以下「ジャックス」
）と提携し、ポイント投資型クレジットカード『STOCK POINTカード』の
会員募集を 2018 年 11 月 15 日より開始いたします。

このたび、ジャックスが募集を開始する『STOCK POINT カード』（以下、「本カード」）はジャックスカード加
盟店または Mastercard 加盟店でご利用いただくと、STOCK POINT カードポイントが 100 円（税込）ごとに
1 ポイント付与される還元率 1％（※2）のクレジットカードです。
たまったポイントは毎月自動で「StockPoint」アプリ内で利用できる「フリーポイント」に交換され、株式銘柄
や ETF へポイント投資体験ができます。また、元手資金や証券口座の開設も不要なため、誰でも気軽にサービス
をお楽しみいただけます。
カード誕生を記念して、
「STOCK POINTカード誕生記念キャンペーン」と「入会キャンペーン」を実施いたします。
「入会キャンペーン」では、ご入会いただいた方全員に、「StockPoint」アプリでご利用いただける「フリーポイ
ント」を 1,000 ポイント（1,000 円相当）をプレゼントいたします。その他のキャンペーン詳細は次頁をご参
照ください。
STOCK POINTカード詳細︓http://www.jaccs.co.jp/stockpoint_lp1/
【「STOCK POINT」について】
「StockPoint」は、世界初の株価連動型ポイント投資サービスです。ご利用者は、バリエーション豊かな株式銘柄、
ETF の中からポイント投資先を選ぶことができ、株価に連動して増減するポイント投資体験をお楽しみいただけ
ます。また、1 株価格（手数料込み）相当以上のポイントがたまると、当該株式へ交換することもできます。
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
STOCK POINT 株式会社

広報担当

E-mail:

info@stockpoint.co.jp
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【実施するキャンペーンの詳細】
＜STOCK POINT カード誕生記念キャンペーン＞
2 つのポイントアップキャンペーンを実施します。
・ポイントアップキャンペーン①
2018 年 12 月の毎週日曜日（2 日、9 日、16 日、23 日、30 日）のカードショッピングでは、通常ポイント還元率を 1.5 倍
にアップします。ポイント還元率は 1.5％になります。
・ポイントアップキャンペーン②
クリスマスイブ、大晦日、元旦の 3 日間（2018 年 12 月 24 日、31 日、2019 年 1 月 1 日）のカードショッピングでは、通
常ポイント還元率を 2.0 倍にアップします。ポイント還元率は 2.0％になります。
※ポイントアップ分はご利用明細毎に付与し、1 ポイント未満は切捨てとなります。
＜入会キャンペーン＞
【キャンペーン期間 】2018 年 11 月 15 日～ 2019 年 5 月 14 日まで
キャンペーン①
「StockPoint」アプリで利用できる「フリーポイント」を 1,000 ポイント（1,000 円相当）プレゼント
キャンペーン②
ファーストプレゼント（※3）としてカード利用累計額に応じて、
最大 5,000 円分の J デポ（※4）をプレゼント
キャンペーン③
J リボサービスご登録で合計 2,000 円分の J デポをプレゼント
キャンペーン④
WEB 明細サービス／お知らせメールご登録で合計 200 円分の J デポをプレゼント

【本カードの概要】
カードの名称
年会費

STOCK POINTカード（ストックポイントカード）
本人会員 : 初年度無料 / 次年度以降条件付無料
家族会員 : 本人会員が入会初年度の場合に限り無料 / 次年度以降条件付無料
※本人会員と家族会員合計の当年度カードショッピングご利用回数が
1 回以上の場合、本人・家族会員ともに次年度は無料となります。
1 回未満の場合は、次年度年会費として
本人会員 1,250 円 + 消費税・家族会員 1 名あたり 400 円 + 消費税をご請求させていただきます。

国際ブランド

Mastercard

ポイントサービス

・ジャックスカード加盟店、Mastercard 加盟店でカードショッピングご利用の場合、
ご利用金額 100 円（税込）ごとに「STOCK POINT カードポイント」が 1 ポイントが付与されます。
・たまった「STOCK POINT カードポイント」は 1 ポイントの単位から「フリーポイント」に
自動的に交換されます。

ファーストプレゼント

ご入会後のカードショッピング利用累計額に応じて、最大 5,000 円分の J デポ
をもれなくプレゼントします。
・利用金額 5 万円以上 → J デポ 2,000 円分をプレゼント
・利用金額 7 万円以上 → J デポ 3,000 円分をプレゼント
・利用金額 10 万円以上

付帯保険

→J デポ 5,000 円分をプレゼント

国内旅行傷害保険・カード盗難保険・ネットあんしんサービス（※5）
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【会社概要】
社名 ︓ STOCK POINT 株式会社
代表者 ︓ 代表取締役

土屋清美

所在地 ︓ 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-7 日比谷 U-1 ビル 12F
設立︓ 2016 年 9 月
事業内容︓ 株価連動型ポイントサービス StockPoint の開発・運営
資本金 ︓ 1 億 6,823 万円（資本準備金︓1 億 6,523 万円）
URL ︓ https://www.stockpoint.co.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------------【「StockPoint」アプリダウンロード URL】
App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id1314873450
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.unyo.android&hl=ja
下記 QR コードからも、アプリをダウンロードが可能です。

（※1） 当社調べ

2016 年 11 月

国内特許取得済み

（※2） Edy、nanaco のチャージ利用代金とカード年会費など一部ポイント付与の対象外となる
場合があります。
（※3） カード到着後、３カ月以内のカードショッピング利用累計額が基準となります。
また、カード送付時に同封される専用応募用紙による応募が必要です。
（※4） J デポとは、本カード会員がカードを利用した際に、ご利用金額から J デポ金額を差し
引いてご請求するカードショッピング値引きサービスです。
（※5） ネットあんしんサービスとは、インターネットで不正利用され身に覚えがない請求が届
いたときに届出日から 90 日前までさかのぼり、不正利用による損害を補償するサービスです。
ジャックスにて第三者による不正利用が認められた場合適用になります。
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