
楽天お得術！楽天サービスとポイント投資のご紹介
～今どき“ポイ活”、貯めたら殖やそう～

Jul. 18th, 2020

楽天証券 コーポレート本部 経営企画部 広報

松﨑裕美
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月々の出費、
もう少しおさえ
られないかな…

ポイント投資したい
けど、ポイントがな
かなか貯まらないな…

楽天グループのサービス
を使えば、節約もできて
ポイントも貯まる！？
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現在 見直し後 獲得ポイント メモ

住居費 10万円

水道・光熱費
2万5,000円

（内、電気代12,000円）

2万3,700円

　‐1,300円！
290pt

楽天でんきに変更！200円につき1ポイント：53pt

楽天カード支払いで100円につき1ポイント：237pt

車（ガソリン代） 5,400円 94pt
楽天カード支払いで100円につき1ポイント：54pt

コスモ石油（楽天ポイントが貯まる）で1Lにつき1ポイント：40pt

携帯電話代（2人分） 2万円
0円

　‐2万円！
0pt

楽天モバイルに変更！今なら、UN-LIMIT2.0プラン料金、2,980円が、1年

間無料！　※300万名様対象

固定ネット回線 6,500円
4,800円

　‐1,700円！
48pt

楽天ひかりに変更！

楽天カード支払いで100円につき1ポイント

食費（自炊分） 8万5,000円 1,275pt
楽天ペイ（アプリ決済）支払いで200円につき3ポイント

　※楽天ペイで楽天カードでチャージした場合

日用品 1万円 1,300pt 楽天市場で購入（楽天市場アプリ経由）。SPU13倍達成！

衣類 2万5,000円 3,250pt 楽天市場で購入（楽天市場アプリ経由）。SPU13倍達成！

本、CDなど 4,000円 520pt 楽天ブックスで購入。SPU13倍達成！

交際費（外食） 1万5,000円 225pt
楽天ペイ（アプリ決済）支払いで200円につき3ポイント

　※楽天ペイで楽天カードでチャージした場合

レジャー代 2万円 200pt 楽天カード支払いで100円につき1ポイント

保険 2万8,000円
1万8,000円

　‐1万円
360pt

楽天生命で保険の見直し！保険料1%分のポイント：180pt

楽天カード支払いで100円につき1ポイント：180pt

3万3,000円の節約！ 7,562pt

ファミリータイプの見直し案

4万0,562円を

投資費用として確保！※SPU（楽天会員、楽天市場アプリ、楽天ゴールドカード、楽天モバイル、楽天ひかり、楽天でんき、楽天証券、
楽天銀行、楽天保険、楽天ブックス、楽天ファッション、楽天TV（NBAorパリーグ） → 13倍）達成の場合。
各サービス、別途達成条件あり
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現在 見直し 獲得ポイント メモ

住居費 8万5,000円

水道・光熱費
8,000円

 （内、電気代3,900円）
99pt

楽天でんきに変更！200円につき1ポイント：19pt

楽天カード支払いで100円につき1ポイント：80pt

携帯電話代 1万円
0円

　－1万円！
0pt

楽天モバイルに変更！今なら、UN-LIMIT2.0プラン料金、2,980円が、1年

間無料！　※300万名様対象

固定ネット回線 5,500円
4,800円

　‐1,700円！
48pt

楽天ひかりに変更！

楽天カード支払いで100円につき1ポイント

食費（主に外食） 6万円 900pt
楽天ペイ（アプリ決済）支払いで200円につき3ポイント

　※楽天ペイで楽天カードでチャージした場合

日用品 1万円 1,200pt 楽天市場で購入（楽天市場アプリ経由）。SPU12倍達成！

衣類 2万5,000円 3,000pt 楽天市場で購入（楽天市場アプリ経由）。SPU12倍達成！

本、CDなど 7,000円 840pt 楽天ブックスで購入。SPU12倍達成！

交際費 1万5,000円 225pt
楽天ペイ（アプリ決済）支払いで200円につき3ポイント

　※楽天ペイで楽天カードでチャージした場合

レジャー代 1万5,000円 150pt 楽天カード支払いで100円につき1ポイント

1万1,700円節約！ 6,462pt

※SPU（楽天会員、楽天市場アプリ、楽天ゴールドカード、楽天モバイル、楽天ひかり、楽天でんき、楽天証券、楽天銀行、楽天ブックス、
楽天ファッション、楽天TV（NBAorパリーグ） → 12倍）達成の場合。
各サービス、別途達成条件あり

シングルタイプの見直し案

1万8,162円を

投資費用として確保！



スマホアプリ決済

・楽天IDを使い、スマホ一つで
JCSIで決済できるサービス
・総合満足度No.1*の楽天ポイントを
コンビニやスーパーなど全国の
街のお店で使える
・2012年から実店舗向けの決済
サービスを提供

楽天ペイのここがすごい！

＊ポイントに関する調査、有効回答＝1,000、インターネット調査、18年10月
実施機関：マイボイスコム

http://brace.co.jp/osirase/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E6%B1%BA%E6%B8%88/
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楽天ペイが顧客満足度NO.1を獲得

※2019年度ＪＣＳＩ（日本版顧客満足度指数）第5回調査結果発表資料より

6指標のうち5指標で、楽天ペイが第１位



人の毎日を支えるアプリへ



マイナンバーカード×楽天ペイ

マイナポイントにも参画

●「楽天ペイ」を予約・申し込みし、お支払い
●2万円分までのお支払いに対し、最大5,000ポイントがついてくる！
●さらに、「楽天ペイ」の通常ポイント最大1.5％も上乗せ！

ポイント払いも対象！
マイナポイントとして進呈する25％は、お支
払い金額１円ごとに0.25ポイント！

https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf

※楽天ペイアプリからのみ登録可

※対応機種：

https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf
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ポイントで
資産をふやす！

ポイントを
ポイントのままふやす！

ポイントで投資信託・株が買える

楽天証券 ポイント投資
ポイントで投資の疑似体験ができる

ポイント運用 by 楽天PointClub

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天グループのポイント投資
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楽天証券のポイント投資はこんな人におすすめ！

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資
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楽天証券 ポイント投資「投資信託」

一部もしくは全額

NISA（少額投資非課
税制度）でも！

1ポイント＝1円

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資
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楽天証券 ポイント投資「投資信託」

投資信託はどれでも

100円から購入できる

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資
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楽天証券 ポイント投資「投資信託」

投資商品を選んだら、
購入金額を入力

利用する
ポイント数を入力

ポイント利用数を確認後、
口座選択して注文確定！

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資
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楽天証券 ポイント投資「投資信託」
さらに！

500円以上の「ポイント投資（投資信託）」
で

SPU（スーパーポイントアッププログラム）の対象に！

楽天市場でのお買い物がポイント＋1倍♪

楽天銀行と連携すると

投資信託の残高に応じて

ポイントがどんどん貯まります♪
※ポイント投資「国内株式」は、SPU （スーパーポイントアッププログラム）の対象外です

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資



15

楽天市場でポイント獲得

今どき“ポイ活”のすすめ ポイントの貯め方

その他「楽天スーパーSALE」など随時キャンペーンを実施中！

16

※別途達成条件あり
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楽天証券 ポイント投資「国内株式」

NISA、PTS夜間でも利用可能！

一度の設定で終了！

取引都度の手続き不要！

1ポイント＝1円

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資
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楽天証券 ポイント投資「国内株式」

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資
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楽天証券 ポイント投資「国内株式」

今どき“ポイ活”のすすめ 楽天証券のポイント投資

楽天証券の「超割コース」なら手数料の

1％ポイントバック

さらに「超割コース大口優遇」なら手数料の

2%をポイントバック
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投資資金は作れ
そうだけど…

ポイント投資で、
万円つくれる

かな…

今どき“ポイ活”のすすめ
ポイント投資で2000万円をつくろう
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現在 見直し 獲得ポイント メモ

住居費 8万5,000円

水道・光熱費
8,000円

 （内、電気代3,900円）
99pt

楽天でんきに変更！200円につき1ポイント：19pt

楽天カード支払いで100円につき1ポイント：80pt

携帯電話代 1万円
0円

　－1万円！
0pt

楽天モバイルに変更！今なら、UN-LIMIT2.0プラン料金、2,980円が、1年

間無料！　※300万名様対象

固定ネット回線 5,500円
4,800円

　‐1,700円！
48pt

楽天ひかりに変更！

楽天カード支払いで100円につき1ポイント

食費（主に外食） 6万円 900pt
楽天ペイ（アプリ決済）支払いで200円につき3ポイント

　※楽天ペイで楽天カードでチャージした場合

日用品 1万円 1,200pt 楽天市場で購入（楽天市場アプリ経由）。SPU12倍達成！

衣類 2万5,000円 3,000pt 楽天市場で購入（楽天市場アプリ経由）。SPU12倍達成！

本、CDなど 7,000円 840pt 楽天ブックスで購入。SPU12倍達成！

交際費 1万5,000円 225pt
楽天ペイ（アプリ決済）支払いで200円につき3ポイント

　※楽天ペイで楽天カードでチャージした場合

レジャー代 1万5,000円 150pt 楽天カード支払いで100円につき1ポイント

1万1,700円節約！ 6,462pt

※SPU（楽天会員、楽天市場アプリ、楽天ゴールドカード、楽天モバイル、楽天ひかり、楽天でんき、楽天証券、楽天銀行、楽天ブックス、
楽天ファッション、楽天TV（NBAorパリーグ） → 12倍）達成の場合。
各サービス、別途達成条件あり

シングルタイプの見直し案

1万8,162円を

投資費用として確保！
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40年で、 に！

25～65歳、毎月2万8,000円を投資

年率3％のリターンで運用した場合・・・

※2020年7月●日現在、楽天証券による試算
※ポイント投資には期間限定ポイントはご利用いただけません

投資額

2万8,000円

自己負担額

1万円

節約分

12,000円

ポイント分

6,000円分

今どき“ポイ活”のすすめ
ポイント投資で2000万円をつくろう
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ご注意事項

本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を目的としたものでは
ありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料及び資料
にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるもので
あり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し、実際とは
異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するものではなく、お取引をなさる際に実際に
用いられる価格または数値を表すものでもございませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

各取扱商品等の取引には所定の手数料や諸経費等がかかります。また、各取扱商品等は価格の変動等によって
損失が生じるおそれがあります。楽天証券ウェブサイトの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページや、
取引説明書、取引約款・規定等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。なお、本資料に掲
載している内容は情報提供を目的としており、特定の商品、個別銘柄、取引手法等を推奨するものではありま
せん。最終的な投資決定はお客様ご自身で判断していただくようにお願いいたします。

本案内に記載の勉強会では、勉強会でご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご
投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等
には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスク
については、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。




