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カブドットコム証券株式会社 

＇コード番号：8703 東証1部（ 

代表執行役社長 齋藤 正勝 

 

シニア割引等との併用可能！女性限定の現物株式手数料割引プラン「女子割」登場！ 

～女性限定の投資セミナーを大手町本社で開催・口座開設＆ご紹介キャンペーン増額～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2013 年7 月16 日＇火（＇予定（から、すべての女性のお客さま向けに現物株式の取引手数

料を一律で 1％優遇する新しい手数料割引プラン「女子割」を開始いたします。この「女子割」は、「シニア割引」＇最高 4％割

引（、株主優待割引＇最高 15％割引（等既存の当社手数料割引プランと併用が可能です。 

2014 年からの NISA＇少額投資非課税制度（の開始を控え、女性のお客さまにおかれましても、ますます資産運用ニーズ

が高まる中、より低コストの手数料プランをご用意することで、さらに株式投資を身近なものとしていただければと考えます。 

この「女子割」の開始を記念し、「女子割開始記念！口座開設・ご家族・ご友人紹介キャンペーン」を実施いたします。また、

女性限定の投資セミナーを当社大手町本社にて開催する他、「教えて！kabu.com」等当社が運営する SNSで当社女性スタッ

フによる定期的な情報発信するなど女性のお客さまの資産運用を強力にサポートしてまいります。 

 

● 新手数料割引プラン「女子割」概要 

「女子割」概要 

対象：当社に口座をお持ちの女性のお客さま 

内容：現物株式手数料を一律で 1％割引 

従来のシニア割引、株主優待割引、株主推進割引との 

併用が可能です。 

 

 

当社既存割引

プランとの 

併用例 

 

 

60 歳以上の女性のお客さま＇女子割：1%（の総割引率の例 

シニア/株主優待割引 
当社株式 100 株保有 

＇期間 1 年～1 年半 割引率 1%（ 

当社株式 30,000 株保有 

＇保有期間 2 年超 割引率 15%（ 

60 歳以上 

割引率 4% 
5.91%割引 19.21%割引 

 

 

【「女子割」適用例】シニア割引適用 60 歳以上の女性のお客さまのケース 

取引例：ファンケル＇銘柄コード：4921、株主優待：自社化粧品等（100 株買付 

  → インターネット/約定代金 109,000 円＇2013 年 6 月 7 日終値：1,090 円（の場合 

通常手数料 割引率 計算式 割引後手数料 

197 円 4%+1% ＇109,000 円×0.09%＊90 円（×96%×99%＝178 円 ×1.05＝ 186 円 

）上記約定金額＇109,000 円（での手数料他社比較 

60 歳以上 

女性のお客様

の場合 

当社 SBI 証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 

186 円 194 円 194 円 315 円 189 円 

※2013年6月24日時点。当社調べ。松井証券は特殊方式であり参考値。手数料は変更されることがあり、必ず各社

のホームページをご確認ください。 
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●2014 年スタート NISA＇少額投資非課税制度（資料請求受付開始中 

20 歳以上の居住者なら誰でも使えるお得な証券投資税制 

カブドットコム証券では、NISA の口座開設に関する資料請求の受付を行っています。 

カブドットコムの NISA 口座なら『便利に』『お得に』お取引！！ 

1. 売買手数料が安い現物株式、無料のフリーETF も対象 

2. さらに取扱ファンドの半分以上はノーロード＇買付手数料無料（ 

3. 少額投資に便利なプチ株、500 円から積立できるワンコイン積立 

4. もちろん PC・スマートフォンなど、いつでも、どこでも取引可能 

※NISA 口座の資料請求の受付のみを行っています。制度の詳細が決まり次第、NISA 口座開設のご案

内を送付予定です。 

 

●女子割開始記念！口座開設・ご家族・ご友人紹介キャンペーン 

 現在実施中の「ご家族・ご友人紹介キャンペーン」について、女性のお客さまを紹介していただいた場合のプレゼント金

額を増額します。 

期間 2013 年 7 月 16 日＇火（～2013 年 9 月 30 日＇月（ 

 

 

口座開設先着 20,000 名様、男女問わず、これからの季節に嬉しい「kabu.com オリ

ジナルあぶらとり紙」をプレゼント。男性はご自身で使っていただいても、奥様や

お母様にプレゼントしていただいても喜ばれると思います。女性はお化粧直しに

ぜひご利用ください。 

 

内容 

【ご紹介する方：当社に口座開設済みのお客さま＇男女問わず（】 

条件：ご紹介された女性のお客さまがご紹介の翌々月末までに、カブドットコム証券の口座開設を完了すること 

＜プレゼント内容＞ 

(1) 現金 3,000 円 → 現金 4,000 円に増額 

ご ご紹介日の翌々月末時点での口座開設確認を 3 ヶ月目の月初に行い、口座開設でもれなく 4,000 円を入金します。 

(2) 

【ご紹介を受けた方：新規の女性のお客さま】 

条件：ご紹介を受けた翌々月末までに、カブドットコム証券の口座開設を完了すること 

＜プレゼント内容＞ 

(1) 現金 1,000 円 → 現金 2,000 円に増額 

(2) ご紹介を受けた、翌々月末までに投資信託 50,000 円以上買付で 3,000 円 

(3) ご紹介を受けた、翌々月末までに信用取引口座開設で 1,000 円 

 

 

● 女性のお客さまの専用コミュニティ「カブコム女子部屋」を開設・当社公式 facebook、KABU.PRESS にて情報発信 

 当社が運営する Q&A コミュニティサイト「教えて！kabu.com」

内に女性のお客さま向けの「カブコム女子部屋」を開設いたします。

誰かに相談したい、けど相談できないお金の悩み、投資のお悩み

等をご相談ください。また、当社が運営する公式 facebook ページ

や公式ブログ「KABU.PRESS」でも当社お客様サポートセンターの

女性スタッフが投資やマーケ

ットに関するホットな情報を定

期的に発信しまいります。 

※イメージ画像 
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● 豪華ゲストあり！？「女子割」開始記念！女性限定投資セミナーを大手町経団連会館本社にて開催 

女性のお客さま限定のセミナーを 2013 年 7 月に東京都千代田区大手町経団連会館本社にて開催します。詳細はお取引

画面へのお知らせおよび E メールにて近日ご案内いたします。 

 

● 「女子割」と併用可能！現在実施中の手数料割引プラン一覧・現物株式手数料体系 

 

現物株式の売買手数料を、満 50 歳以上満 60 歳未満のお客さまは 2%割引、満 60 歳

以上のお客さまは 4%割引とする割引プランです。2005 年「日経優秀製品・サービス

賞」最優秀賞受賞。 

 

当社株式の保有株数と保有期間に応じて、当社の現物株式取引の手数料が最大15%

まで割引になります。 

 

これから対象銘柄を購入し株主となられる投資家の皆さまへの割引制度。現物株式

の買付手数料が最大で通常の半額となります。  

カブドットコム証券＇8703（：50% 

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＇8306（：10% 

中京銀行＇8530（：10% 

ジャックス＇8584（：10% 

池田泉州 HD (8714) ：10% 

 

当社でお預かりしている投資信託の月末残高 1,000 万円毎に、翌月の株式手数料を

１回無料とし、受注日の翌月末にキャッシュバックします。＇残高1億円以上は10回均

一（ 

＜当社の現物株式手数料体系＞ 

現物株式手数料体系 ＇約定代金×0.09% ＊ 90 円（×1.05 ［上限 3,874 円］ 

※ 上記手数料は消費税＇5%（を含んでいます。 

※ 成行、指値、自動売買、等執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。 

※ 計算＇手数料計算および消費税計算（により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。  

※ 複数日にわたる内出来も一注文として計算されます。 

※ 電話でのお取引は、自動音声応答の場合 105 円、オペレーターの場合 2,100 円が別途加算されます。 

※ 自動音声応答では自動売買はできませんので、あらかじめご了承ください。 

※ 新株予約権の売買手数料は上記現物株式手数料と同じ。 

●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を含

むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締結前

交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理

のない資産運用を行ってください。 

●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ

＇http://kabu.com/cost/（等をご参照ください。手数料には消費税が含まれています。 

●掲載情報は 2013 年 6 月 24 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ＇http://kabu.com/（にてご

確認ください 

【金融商品取引業者登録：関東財務局長＇金商（第 61 号】 

【銀行代理業許可：関東財務局長＇銀代（第 8 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】 

以上 

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>             <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390               担当： 執行役 荒木 利夫 TEL：03-3551-5111 

http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#senior
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#senior
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#hp
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#hp
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#kabunushi_suishin
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#kabunushi_suishin
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#fund_de_waribiki
http://kabu.com/cost/cost_discount.asp#fund_de_waribiki

