
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別株式ポイント運用サービスを提供する STOCK POINT 株式会社（東京都千代田区、代表取締役土屋清

美、以下「当社」）は、2019 年 3 月 14 日（木）より、当社が運営する「StockPoint」アプリ内でポイント

運用できる銘柄を 15 銘柄から 170 銘柄へ、アセットクラスを 2 種類から 6 種類へ、それぞれ対象を拡大い

たします。同時に、銘柄をテーマごとにカテゴリ分けすることでわかりやすくポイント運用できる UI を実装

するなど、アプリを大幅にリニューアルいたしました。またこの度のアプリリニューアルに併せて、ポイン

ト運用スタートキャンペーンも開始いたします。当社は今後もポイントを通じた新しい投資体験を多くの皆

様にご提供できるよう、サービス向上に努めてまいります。 

2019 年 3 月 14 日 
STOCK POINT 株式会社 

 

国内最大級の 170 銘柄！個別株式ポイント運用「StockPoint」アプリリニューアル 

～仮想通貨（ビットコイン）・FX・REIT などの新しいアセットクラスも～ 

＜トップ画面イメージ＞ ＜テーマ別画面イメージ＞ ＜フリーSP銘柄選択イメージ＞

＝ アプリ画面イメージ ＝



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一口に株式投資・運用といっても、様々な投資・運用の手法、対象銘柄の選び方があります。企業情報

をじっくり分析して対象銘柄を選択したり、身近な企業に投資してみたり、そのような様々な投資・運用を

「StockPoint」アプリの世界では体験することができます。 

そして当社はこのたび、アプリ利用者に今まで以上に価値ある投資・運用体験の機会を提供すべく、

「StockPoint」で運用できる銘柄数を､株式を含む 170 銘柄にまで対象を拡大し、またアセットクラスも、

従来の個別株、ETF に加え、投資信託、REIT、FX（ドル円）、仮想通貨を追加いたしました。 

当社は、「StockPoint」アプリ利用者が様々な投資の手法やアセットクラスを体験し、自ら資産形成の方

法を選択できるようになったり、何よりも楽しみながら資産形成に取り組めるようになることで人生の幅

を広げられるようなチャレンジの機会を提供します。 

 

■「StockPoint」アプリリニューアル概要 

日時   ：2019 年 3 月 14 日（木）正午 

主なリニューアル内容 ： 

【対 象 銘 柄 の 追 加】東証 1 部、東証 2 部、マザーズなど 170 銘柄へ（別紙ご参照） 

【アセットクラスの追加】株式、ETF、投資信託、REIT、FX（ドル円）、仮想通貨の 6 種類へ 

サービス利用料金 ：無料 

推奨環境  ：iOS 12 以上、Android OS 4.4 以上 

※正式対応していない一部端末では正常に動作しない可能性があります。 

サービスサイト URL ：https://www.stockpoint.co.jp/ 

 

※追加された各連動 SP などへの交換や、現物への交換等に関する注意事項については、以下のサイト

にてご確認ください。 

 

ご留意事項のお知らせ：https://www.stockpoint.co.jp/news/news_20190314.html 

 

 

■ キャンペーン概要 

キャンペーン名  ：先着 5,000 名様へ「StockPoint」アプリダウンロード・会員登録で 100 ポイント

プレゼントキャンペーン 

期間       ：2019 年 3 月 14 日正午～2019 年 3 月 31 日正午 

対象者      ：①現在 STOCK POINT 会員でない方で、上記期間中に、新たに「StockPoint」ア

プリをダウンロードし会員登録まで完了してくださったユーザー様 

          ②現在 STOCK POINT 会員の方で、上記期間中に、新たに「StockPoint」アプリ

をダウンロードしクレディセゾンの運用口座との連携を完了してくださったユー

ザー様 

進呈商品     ：フリーポイントを 100 ポイント進呈いたします。 

 

※その他留意事項等キャンペーンの詳細については、以下のサイトにてご確認ください。 

 

キャンペーンのお知らせ：https://www.stockpoint.co.jp/news/news_20190314-2.html 
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■ 「StockPoint」サービス概要

当社が開発・運営する「StockPoint」は、世界初（※1）の株価連動型ポイント運用サービスです。指定

のポイントサービス（※2）から交換することで、元手資金や証券口座の開設などの手間がなく始められる、

今までにない投資体験をご提供します。ご利用者は、バリエーション豊かな全 170 銘柄の中からポイント

投資先を選ぶことができ、その企業の株価に連動して増減するポイントをお楽しみいただけます。また、個

別株、ETF、REIT に関しては 1 株、１口価格相当以上の SP が貯まると、現物へ交換することもできます

（※3）。 

※1：当社調べ 2016 年 11 月国内特許取得済み

※2：当社が提携しているサービス（2019 年 3 月 14 日現在）

・ドットマネー by Ameba（https://d-money.jp/）

・クレディセゾン永久不滅ポイント「ポイント運用」（https://www.saisoncard.co.jp/point/unyou/） 

・STOCK POINT カード（ジャックス）：カード利用額に応じて「StockPoint」アプリで利用できるポ

イントがたまるカードです。（https://www.jaccs.co.jp/stockpoint_lp3/）

※3：現物への交換にはポイント投資アプリ「StockPoint」のダウンロードおよびご本人名義の証券口座

が必要です。

■代表取締役社長 土屋清美コメント

「あらゆる情報と選択肢があふれる現代社会、他人に流されることなく自分らしいライフスタイルを実

現するためには、“自らで情報を選び、自分の頭で考え、判断し、選択する”ことがとても重要です。人生 100 

年時代を迎えることで、一般生活者が個人として適切な資産形成を自ら考える必要性はますます高まってい

ます。株価連動型ポイント「StockPoint」を通じて、誰もが気軽に株式投資体験ができる機会を提供するこ

とで、ご利用者の皆様の豊かなライフスタイルづくりをバックアップできれば、何よりも嬉しく思います。」 

■会社情報

社名：STOCK POINT 株式会社

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

代表取締役：土屋清美

設立日：2016 年 9 月 12 日

URL : https://www.stockpoint.co.jp/company/

【本プレス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 佐藤 さおり 

Tel : 03-3580-2008 

E-Mail：pr@stockpoint.co.jp
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https://www.saisoncard.co.jp/point/unyou/
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https://www.jaccs.co.jp/stockpoint_lp3/
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別紙 

 「StockPoint」運用対象銘柄一覧

カテゴリー アセットクラス 運用銘柄

装いは自分らしく 株式
サマンサタバサジャパンリミテッド/コナカ/エニグモ/ユナイテッドアローズ/青山商事/しまむら/

ワークマン/ＺＯＺＯ/ファーストリテイリング

電機製品＆機械 株式
ＥＩＺＯ/マブチモーター/シャープ/パナソニック/三菱電機/村田製作所/日立製作所/ファナック/

ダイキン工業

OIL＆エネルギー 株式 出光興産/ＪＸＴＧホールディングス/ブリヂストン/中部電力

精密は日本の十八番 株式 富士フイルム/コニカミノルタ/ニコン/リコー/オリンパス/キヤノン/ソニー

AIよりも人！ 株式
ツヴァイ/キャリアデザインセンター/リンクアンドモチベーション/ベネッセホールディングス/

パーソルホールディングス

美味しいってシアワセ 株式

ブルドックソース/アヲハタ/エバラ食品工業/なとり/はごろもフーズ/永谷園ホールディングス/ヱ

スビー食品/フジッコ/カゴメ/キユーピー/ハウス食品グループ本社/ニチレイ/東洋水産/日清食品

ホールディングス/味の素/キッコーマン/日本たばこ産業/クックパッド/カルビー

お買い物天国！ 株式
ヤマダ電機 /ケーズホールディングス /ビックカメラ/パン・パシフィック・インターナショナル

ホールディングス/イオン /セブン＆アイ・ホールディングス /ローソン

自動運転！空も飛ぶ？ 株式
ＳＨＯＥＩ/日野自動車/ヤマハ発動機/シマノ/ＳＵＢＡＲＵ/スズキ/日産自動車/デンソー/ホンダ/

トヨタ自動車

次の休み何して遊ぶ？ 株式

スタジオアリス/オリエンタルランド/ラウンドワン/サンリオ/コナミホールディングス/バンダイナ

ムコホールディングス/タカラトミー/任天堂/カカクコム/ぐるなび/よみうりランド/東京都競馬/東

京ドーム

肉、牛、乳製品で健康 株式
柿安本店/プリマハム/森永乳業/雪印メグミルク/日本ハム/ヤクルト本社/明治ホールディングス/

ペッパーフードサービス /コロワイド

おなじみ外食チェーン 株式

吉野家ホールディングス/ゼンショーホールディングス/松屋フーズホールディングス/大戸屋ホール

ディングス/幸楽苑ホールディングス/リンガーハット/すかいらーくホールディングス/くらコーポ

レーション /スシローグローバルホールディングス /モスフードサービス/日本マクドナルドホール

ディングス/日本ＫＦＣホールディングス/サイゼリヤ/壱番屋

もっと素敵に美しく 株式 アイスタイル/ファンケル/ポーラ・オルビスホールディングス/コーセー/資生堂/アートネイチャー

お酒、お茶、珈琲！ 株式

キーコーヒー/ダイドーグループホールディングス/ドトール・日レスホールディングス/伊藤園/コ

カ・コーラボトラーズジャパンホールディングス/サントリー食品インターナショナル/養命酒製造/

サッポロホールディングス/アサヒグループホールディングス/キリンホールディングス

TV・情報メディア 株式
ウェザーニューズ/ＷＯＷＯＷ/スカパーＪＳＡＴホールディングス/ＴＢＳホールディングス/日本

テレビホールディングス/リクルートホールディングス/フジ・メディア・ホールディングス

ネット＆スマホ！ 株式
ＧＭＯインターネット/ミクシィ/楽天/ヤフー/ディー・エヌ・エー /ＬＩＮＥ /サイバーエージェン

ト /ソフトバンク /ＮＴＴドコモ /ＫＤＤＩ /メルカリ /ソフトバンクグループ

毎日お世話になります 株式
エステー/小林製薬 /ココカラファイン/マツモトキヨシホールディングス/ＬＩＸＩＬグループ/Ｔ

ＯＴＯ/ピジョン/ライオン/花王/ユニ・チャーム/ダスキン

ついツマんじゃう！ 株式 モロゾフ/中村屋/井村屋グループ/ブルボン/不二家/亀田製菓/森永製菓/江崎グリコ

株式 みずほＦＧ/クレディセゾン

ETF 日本株レバレッジ上場投信/日本株ダブルインバース上場投信/米国株指数30種/上海株式指数

投資信託 野村インデックスファンド・日経225

REIT ジャパンリアルエステイト投資法人

FX usドル

噂のビットコイン 仮想通貨 bitcoin

※下線のある銘柄は、既存銘柄です。

金融系もいろいろ


