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三井住友カードの投信積立・お買物ご利用で、
暗号資産 XRP と交換できる「XRP 交換券」をプレゼント！
～三井住友カード×SBI 証券×SBI VC トレード協同キャンペーン開始のお知らせ～

三井住友カード株式会社（代表取締役社長：大西幸彦、以下「三井住友カード」）、株式会社 SBI
証券（代表取締役社長：髙村正人、以下「SBI 証券」）、及び SBI VC トレード株式会社（代表取
締役社長：尾崎文紀、以下「SBI VC トレード」
）は、2022 年 1 月 20 日（木）から「最大 30,000
円相当の「XRP 交換券」プレゼントキャンペーン！」を開始します。本キャンペーンでは、三井
住友カードが発行するクレジットカードで投資信託を積立買付できるサービス「三井住友カー
ド つみたて投資」をご利用のお客さまを対象に、お買物ご利用金額の 3.0％（最大 30,000 円）
相当の XRP 交換券（※）をプレゼントします。
クレジットカードの利用額に応じた特典として XRP 交換券が付与されるのは今回が日本で初
めてとなります。

「三井住友カード

つみたて投資」のご利用で貯まる 0.5%～2.0%の V ポイントに加え、キャ

ンペーン期間中は XRP 交換券をプレゼントします。既に「三井住友カード

つみたて投資」をご

利用の方はもちろん、これからはじめられるお客さまにおかれましても、是非、本キャンペーン
へのエントリーをご検討ください。

※XRP 交換券とは、SBI VC トレードにて暗号資産 XRP に交換できる本キャンペーンの景品です。

【
「三井住友カード

つみたて投資」について】

詳しくはホームページをご確認ください。
https://www.smbc-card.com/mem/for_sbi/index.jsp

【XRP について】
XRP は、分散型のパブリックブロックチェーンである XRP レジャーにネイティブに存在する暗号
資産（仮想通貨）です。
詳しくは SBI VC トレードのホームページをご確認ください。
https://www.sbivc.co.jp/services/handling-crypto-assets
※本キャンペーンの景品は XRP 交換券です。
※XRP は SBI VC トレードより付与されます。

【キャンペーン概要】
キャンペーン名称

最大 30,000 円相当の「XRP 交換券」プレゼントキャンペーン！
「三井住友カード

つみたて投資」をご利用いただいているカードで

の、お買物ご利用金額の 3.0％相当（最大 30,000 円相当）の XRP 交換
特典

券をプレゼント！（※1）
（特典プレゼントは、キャンペーンエントリー時期および積立設定時
期に応じて、最大 3 回に分けてメールにて送付いたします。下記のキ
ャンペーンページをご確認ください。
）
2022 年 1 月 20 日（木）

エントリー期間

～

2022 年 4 月 30 日（土）

（キャンペーンエントリー時期および積立設定時期に応じて、特典の
適用時期が異なります。下記のキャンペーンページをご確認くださ
い。
）

対象

三井住友カードが発行するクレジットカード（※2）

期間中に以下の条件すべてを満たした方
条件

① キャンペーンエントリー（※3）
② 「三井住友カード

キャンペーンページ

つみたて投資」を利用

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7242661.jsp
こちらのページより、キャンペーンへのエントリーをお願します。

※1 お買物利用には「三井住友カード

つみたて投資」のご利用も含みます。「三井住友カード

つみたて投資」にご登録いただいたカード以外でのお買物利用は対象となりません。
※2 一部の提携カード、銀聯カード、ビジネスカード、コーポレートカード、デビットカード、
プリペイドカード、家族カード、ETC などは対象となりません。
※3 本キャンペーンのエントリーは三井住友カードの本会員のみに限ります。
また、VpassID･パスワードでの Vpass ログイン、SBI VC トレード（旧 TAOTAO）に登録している
メールアドレスの入力が必要です。

■SBI VC トレード（旧 VCTRADE）口座をお持ちのお客さまへ
2022 年 1 月 25 日（火）のメンテナンス明けに SBI VC トレード（旧 VCTRADE）へログイン後、
「新 VC トレードかんたん申込み」ボタンより、かんたんに SBI VC トレード（旧 TAOTAO）口座
を開設いただけます。

＜ご注意事項＞
・XRP 交換券の交換申込に応じて付与される XRP は、三井住友カードから提供するものではあり
ません。
・三井住友カードがプレゼントするのは、XRP に交換することができる円貨ベースでの XRP 交換
券であり、実際の XRP への交換手続は SBI VC トレード（旧 TAOTAO）にて実施され、同社の定め
る時期及びレートに従って交換されることとなります。
・暗号資産 XRP についての詳細、XRP 交換券の利用方法や有効期限、その他注意事項につきまし
ては、SBI VC トレードのキャンペーンページをご確認ください。
【SBI VC トレード キャンペーンページ】
https://www.sbivc.co.jp/lp/smcc_reward/

（XRP 交換券のプレゼントに関して）
・XRP 交換券は三井住友カードより送付します。

（XRP 交換券のご利用に関して）
・XRP 交換券を暗号資産 XRP に交換するには、SBI VC トレード（旧 TAOTAO）の口座が必要です。

・XRP は、SBI VC トレードより付与されます。

＜金融商品仲介業務に関するご注意事項＞
※ 三井住友カード株式会社は、株式会社 SBI 証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介
業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れなどは行わ
ず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。
また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
※ 金融商品仲介における金融商品などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発
行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失を生じるおそれがありま
す。
※ お取引の際は、手数料などがかかる場合があります。各商品などへの投資に際してご負担い
ただく手数料などおよびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券
WEB サイトの当該商品などのページ、金融商品取引法に係る表示または契約締結前交付書面な
どをご確認ください。
金融商品取引法に係る表示
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html
（別ウィンドウで SBI 証券のウェブサイトへリンクします。）
[金融商品仲介業者]
商号など：三井住友カード株式会社 登録番号：関東財務局長（金仲）第 941 号
[所属金融商品取引業者]
商号など：株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第 44 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品
取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会

[暗号資産交換業者]
商号など：SBI VC トレード株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第 3247 号、関東財務

局長 第 00011 号
加入協会：一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本 STO 協会

＜金融商品取引法に係る表示＞
商号など：株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第 44 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品
取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会

＜手数料等及びリスク情報について＞
SBI 証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担
いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがありま
す（信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）で
は差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への
投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきまし
ては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交
付書面等をご確認ください。

