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報道関係各位  2021 年 4 月 1 日 

 

株式会社 CONNE CT   

STOCK P OINT 株式会社  

株式会社クレディセゾン  

  

 

株式会社大和証券グループ本社の子会社である株式会社 CONNECT（以下「CONNECT」）は、株式会社

クレディセゾン（以下「クレディセゾン」）と協業し、4 月 1 日より、クレディセゾンが提供するスマート   

フォン完結型決済サービス「SAISON CARD Digital（セゾンカードデジタル）」において、CONNECT   

オリジナルデザインのデジタルカードの提供を開始いたします。 

 

 CONNECT の WEB サイト等から「SAISON CARD Digital」にご入会いただいた方を対象に、ご入会

特典として、STOCK POINT 株式会社（以下「STOCK POINT」）が提供するポイント運用サービス

「StockPoint for CONNECT」でご利用可能なキャッシュポイントと、「SAISON CARD Digital」の   

デジタルカードとして、CONNECT オリジナルデザイン券面をプレゼントいたします。 

 

 また、すべての「SAISON CARD Digital」のカード会員様を対象に、カードのご利用で、最大 5,000 円

相当の「StockPoint for CONNECT」でご利用可能なキャッシュポイントが当たるキャンペーンを実施  

いたします。 

 

CONNECT、クレディセゾン、STOCK POINT の 3 社は、今後も資産形成層のお客様が真に求める金融

商品・サービスの提供に努めてまいります。 

 

 

 

 CONNECT の WEB サイト等から「SAISON CARD Digital」にご入会いただいた方を対象に、以下の  

入会特典をプレゼントいたします。 

① 「StockPoint for CONNECT」でご利用可能なキャッシュポイント 1,000 ポイント（1,000 円相当） 

② CONNECT オリジナルデザインのデジタルカード券面（5 種類） 

※クレディセゾンのスマートフォンアプリ「セゾン Portal」上に発行されるデジタルカードの着せかえが

可能です。 

 

SAISON CARD Digital、CONNECT オリジナルデザインのデジタルカード提供開始！ 

StockPoint for CONNECT キャッシュポイントが当たるキャンペーンも同時開催！ 

■新規ご入会特典・オリジナルデジタルカードデザイン  
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（CONNECT オリジナルデザイン デジタルカード券面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫  

 

 

※お選びいただける国際ブランドは Mastercard・JCB となります（VISA は 4 月上旬に提供開始予定）。 

※後日お届けするプラスチックカードは、「SAISON CARD Digital」共通のカード券面となります。 

※キャッシュポイントは株式の疑似運用にご利用いただけます。実在企業の株価に連動しポイントを増減

させることや、１株単位で株式に交換することなどができます。 

※ポイントのお受け取りには StockPoint for CONNECT 会員登録とアプリのインストールが必要です。 

 

※SAISON CARD Digitalとキャンペーン詳細はこちら 

https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/connect2103 

 

＜SAISON CARD Digital とは＞ 

クレジットカードの申込完了から最短 5 分でスマートフォンアプリ上にデジタルカードを発行し、  

オンラインショッピングや実店舗での非接触決済をご利用いただけるスマートフォン完結型の決済サービス

です。お申し込み後、決済に必要なクレジットカード情報をアプリで確認できるため、オンライン     

ショッピングや QUICPay™（クイックペイ）加盟店での店頭支払いおよびオンラインショップでもご利用

いただけます。また、デジタルカード発行後、カード番号など決済に必要な情報を一切表記しない国内初の

完全ナンバーレスカード（プラスチックカード）をお届けします。 

 

（後日お届けするプラスチックカードイメージ） 

 

 

 

 

 

 

https://app.adjust.com/1hr0dvo?redirect=https%3A%2F%2Fconnect.stockpoint.jp%2Fuser%2Findex%3Fchannel%3Dsaison
https://app.adjust.com/1hr0dvo?redirect=https%3A%2F%2Fconnect.stockpoint.jp%2Fuser%2Findex%3Fchannel%3Dsaison
https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/connect2103
https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/connect2103
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＜StockPoint for CONNECT とは＞ 

 

「StockPoint for CONNECT」は、ポイント交換パートナー※1 の利用者が保有する様々なポイントを  

「ふやし」たり、「本物の株式に交換」したりできる※2 サービスです。サービス上で、実在の企業に対応   

した銘柄にポイントを割り振ると、割り振られたポイントが実在企業の株価に連動して増減します。割り 

振られたポイントが一株分になると、本物の株式に交換することもできます。現金不要で、疑似的に「投資」

や「運用」にチャレンジできることが大きな特徴です。 

 

【サービスの特徴】 

⚫ 約 100 銘柄※3から選べる株式の株価に応じてポイントの残高が日々変動します 

⚫ 証券口座開設の必要がなく、提携ポイントパートナーのポイントをお持ちの会員の方ならどなたで

もご利用いただけます 

⚫ 少額のポイントから投資・運用でき、運用中の銘柄をいつでも選び直すことができるため、投資初心

者の方でも安心してポイント投資・運用をお楽しみいただけます 

⚫ 運用したポイントは、1 株単位で実際の株式として交換することができます 

⚫ 運用したポイントは Ponta として引き出し Ponta 提携店舗で利用することも可能です 

 

StockPoint for CONNECT サービスサイト：https://connect.stockpoint.jp/ 

※1：「StockPoint for CONNECT」と連携可能なポイント交換パートナーは順次拡大する予定です。 

※2：ポイントを実際の株式に交換するには、CONNECT の証券口座開設が必要となります。 

※3：2021 年 4 月 1 日現在、118 銘柄（https://connect.stockpoint.jp/feature/brands） 

 

 

 

 

https://connect.stockpoint.jp/
https://connect.stockpoint.jp/feature/brands
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SAISON CARD Digital※をご利用される全てのお客さまを対象に、キャンペーン期間中の SAISON 

CARD Digital ご利用ごとの金額が、クレディセゾンが選定した『チャンス株』の『銘柄コード』と一致し

た場合、最大 5,000 円相当の StockPoint for CONNECT でご利用可能なキャッシュポイントをプレゼントい

たします！ 

※全ての SAISON CARD Digital、セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード Digital も対象とな

ります。 

【キャンペーンの参加方法】 

① SAISON CARD Digital に入会してキャンペーンにエントリーしよう！  

※クレディセゾン「Net アンサー」からキャンペーンにエントリーいただけます。 

② StockPoint for CONNECT に会員登録してアプリをインストールしよう！ 

※ポイントのお受け取りにはStockPoint for CONNECT会員登録とアプリのインストールが必要です。 

③ 以下のヒントを参考に『チャンス株』を予想して、その株の『銘柄コード』（数字 4 ケタ）を調べよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ SAISON CARD Digital でお買物を楽しもう！ 

ご利用ごとの金額下 4 ケタが『チャンス株』の『銘柄コード』とピッタリ／ニアピンだったらご当選  

対象です！ 

■ SAISON CARD Digital 使って当てよう！  

銘柄コードピッタリ賞キャンペーン  

https://app.adjust.com/1hr0dvo?redirect=https%3A%2F%2Fconnect.stockpoint.jp%2Fuser%2Findex%3Fchannel%3Dsaison
https://app.adjust.com/1hr0dvo?redirect=https%3A%2F%2Fconnect.stockpoint.jp%2Fuser%2Findex%3Fchannel%3Dsaison
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【キャンペーン期間】 

2021 年 4 月 1 日（木）～ 2021 年 5 月 31 日（月） 

※上記期間中の SAISON CARD Digital ご利用ごとの金額が集計対象となります。クレディセゾンに  

カードの売上情報が連携されるタイミングにより、ご利用分の集計が遅れる場合があります。6 月 10 日

までに売上情報が連携されたものが対象となります。 

※上記の期間は予告なく変更となる場合があります。変更の際はクレディセゾンのサイト等でご案内し

ます。 

 

【当選条件と当選内容】 

 ピッタリ賞 ニアピン賞 ナイス賞 

当選内容 5,000 キャッシュポイント 

（5,000 円相当） 

1,000 キャッシュポイント 

（1,000 円相当） 

500 キャッシュポイント 

（500 円相当） 

当選数 10 名様 50 名様 100 名様 

銘柄コード

一致条件 

ご利用ごとの金額の 

下 4 ケタが一致 

ご利用ごとの金額の 

下 4 ケタが近い順 

ご利用ごとの金額の 

下 3 ケタが一致 

条件例： 

チャンス株

銘柄コード

「1234」 

の場合 

1,234 円 

21,234 円 

などの金額 

1,233 円 

1,235 円 

21,233 円 

31,235 円 

などの金額 

234 円 

5,234 円 

10,234 円 

などの金額 

※キャッシュポイント 1 ポイントは 1 円相当です。 

※各賞該当者が多数の場合は抽選となります。 

※ニアピン賞はピッタリ賞の抽選に外れた方も対象となります。 

※ナイス賞はピッタリ賞・ニアピン賞当選者は対象外となります。 

 

【当選ポイント付与日程】 

 2021 年 7 月 5 日以降当選者の方にクレディセゾンよりメールにてご連絡いたします。 

※ポイントのお受け取りには StockPoint for CONNECT 会員登録とアプリのインストールが必要です。 

 

※SAISON CARD Digital とキャンペーンの詳細はこちら 

https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/connect2103 

 

 

 

 

 

https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/connect2103/
https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/connect2103
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1. 商号：株式会社クレディセゾン 

2. 本店所在地：東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 

3. 代表者：代表取締役（兼）社長執行役員 COO 水野 克己  

4. 資本金：759 億円 

5. 主な業務内容：ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・エンタテインメントほか 

 

 

1. 商号：STOCK POINT 株式会社 

2. 本店所在地：東京都港区赤坂 8 丁目 5-6 IPIAS Aoyama 302  

3. 代表者：土屋 清美 

4. 設立年月日：2016 年 9 月 12 日 

5. 資本金：3 億 3,346 万円（資本準備金を含む）  

6. 主な業務内容：ポイント運用プラットフォームの開発・運営、マーケティング事業 

 

 

1. 商号：株式会社 CONNECT 

2. 本店所在地：東京都中央区京橋１丁目２－１ 

3. 代表者：大槻 竜児 

4. 資本金：83 億円（資本準備金を含む） 

5． 主な業務内容：有価証券等の売買、有価証券等の取引の委託の取次、 

有価証券等管理業務等の金融商品取引業務及びそれに付随する事業 

 

（登録番号・加入協会等） 

⚫ 第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第 3186 号（2020 年 4 月 22 日付） 

加入協会：日本証券業協会（2020 年 5 月 25 日付） 

⚫ 銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第 378 号（2020 年 4 月 14 日付） 

所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行 

 

 

以上 

 

■CONNECT の概要  
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