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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 

 

2014年スタートの新株価指数 「JPX日経インデックス 400」 など 10 ファンド取扱開始 

～SMTインデックスシリーズは13 ファンドに増強／取扱本数は453 ファンドに～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2014年1月20日（月）および1月21日（火）より、2014年より算出が始まった新株価

指数「JPX日経インデックス 400」のファンド「JPX日経400 ノーロードオープン」などDIAMアセットマネジメントが運用す

るファンド 4本の取扱を開始します。また、2014年1月27日（月）より、SMTインデックスシリーズなど三井住友トラスト・

アセットマネジメントが運用するファンド 6本の取扱を開始します。 

これにより、当社の取扱う投資信託は453ファンド（うちノーロードファンドは238ファンド）となります。今後もお客さまの

多様な投資ニーズに対応できるよう、投資信託の取扱を拡大して参ります。 

 

●新株価指数に連動を目指すインデックスファンドが早くも登場 

日本取引所グループと日本経済新聞社が共同開発した新株価指数「JPX日経インデックス 400」は、東京証券取引所

に上場する企業の中から、自己資本利益率（ROE）を使って「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成された新しい

株価指数です。 

2014年1月20日（月）取扱開始： JPX 日経400 ノーロードオープン 

 

●下落リスクの低減を目指して株式組入れを入替える日本株ファンド 

取扱開始 2014年1月20日（月） 2014年1月21日（火） 

ファンド名 

日経２２５リスクコントロール 

オープン 

 

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド  

Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 

 

投信会社 DIAMアセットマネジメント 

商品分類 追加型投信／国内／株式 追加型投信／内外／債券 

お申込単位 一般型 1万口以上1万口単位  累投型 500円以上1円単位 

お申込手数料 1.05％ 1.575％～1.05％ 

決算日 8月8日（休業日の場合は翌営業日） 毎月23日（休業日の場合は翌営業日） 

信託報酬 純資産総額に対して年1.05％（税込） 純資産総額に対して年1.2670％（税込）（概算） 

投信会社 DIAMアセットマネジメント 

商品分類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 

一般型 1万口以上1万口単位 
お申込単位 

累投型 500円以上1円単位 

お申込手数料 0％（ノーロード） 

決算日 1月15日（休業日の場合は翌営業日） 

信託報酬 純資産総額に対して年0.8085％（税込） 



カブドットコム証券 http://kabu.com                                       東証 1部【8703】 

 - 2 - 

●SMTインデックスシリーズにも新株価指数ファンド 

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するSMTインデックスシリ

ーズに新株価指数「JPX日経インデックス 400」など 4本を追加します。 

2014年1月27日（月）取扱開始： 

① SMT JPX日経インデックス 400・オープン 

② SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス・オープン 

③ SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 

④ SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 

投信会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 

商品分類 

①追加型投信／国内／株式／インデックス型 

②追加型投信／海外／株式／インデックス型 

③追加型投信／海外／債券／インデックス型 

④追加型投信／海外／資産複合／インデックス型 

お申込単位 一般型 1万口以上1万口単位 累投型 500円以上1円単位 

お申込手数料 0％（ノーロード） 

決算日 4月20日、10月20日 （休業日の場合は翌営業日） 

信託報酬 

①純資産総額に対して年0.3885％（税込） 

②③純資産総額に対して年0.525％（税込） 

④純資産総額に対して年0.63％（税込） 

 

SMTインデックスシリーズ 全13 ファンド 

 国内 先進国 新興国 

株式 

SMT JPX日経インデックス 400 

SMT 日経225 

SMT TOPIX 

SMT グローバル株式 

SMT ダウ・ジョーンズ 
SMT 新興国株式 

債券 SMT 国内債券 

SMT グローバル債券 

SMT グローバル債券 

（為替ヘッジあり） 

SMT 新興国債券 

SMT 米ドル建新興国債券 

（為替ヘッジあり） 

REIT SMT J-REIT SMT グローバルREIT  

 

また、世界のGDP比率を参考にポートフォリオを構成する世界経済インデックスファンドの「株式シフト型」と「債券シフ

ト型」を同時に取扱開始します。 

取扱開始 2014年1月27日（月） 

ファンド名 

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

 

世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 

 

投信会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合 

お申込単位 一般型 1万口以上1万口単位  累投型 500円以上1円単位 

お申込手数料 0％（ノーロード） 

決算日 1月20日（休業日の場合は翌営業日） 

信託報酬 純資産総額に対して年0.5775％（税込） 純資産総額に対して年0.4725％（税込） 
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【ご参考】 

● 2014年スタート ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）資料請求 随時、口座開設受付中 

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、便利な積立投資 

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 

 

  
※キャンペーン詳細は当社WEBにてご確認ください。 

 

注） NISA口座開設には、カブドットコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。 

注） 現行制度におきましては最初の4年間（2014年1月1日から2017年12月31日）は、他の証券会社や銀行に口座

変更や新規開設ができなくなります。また他の金融機関等にＮＩＳＡ口座内上場株式等を移管することはできません。

複数の金融機関で申し込まれた場合、最も希望する金融機関で NISA 口座が開設できない可能性や、口座開設が大

幅に遅れる可能性があります。 

注） NISA 口座における配当および譲渡所得は課税所得として見なされず非課税となりますが、同様に損失も税務上な

いものと見なされます。このため、NISA口座の損失を一般口座・特定口座の所得と損益通算できません。 

注） NISA口座の毎年の非課税投資枠は年間100万円です。NISA口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用

はできません、また利用しなかった非課税投資枠は翌年の投資に繰り越せません。 

注） 配当等は NISA 口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA 口座で配当等の

非課税メリットを享受するためには、NISA 口座を開設する金融機関等経由で交付（株式数比例配分方式）する必要が

あります。 

■2013 年度税制改正法等に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。

また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。 

   

●カブドットコム証券の投資信託の特徴 

・ノーロードファンド中心に豊富な品揃え 

この度のファンド追加に伴いまして、カブドットコム証券の取扱投信は、453 ファ

ンドとなります。その内、ノーロードファンドは半数以上の238 ファンドに及びます。

様々な投資対象やテーマのファンドを網羅した上で厳選しています。また、探しや

すくて比べやすいファンド検索や個別ファンドの詳細情報といった投信の情報サー

ビスも充実しています。「投信カブコール」をはじめとした自動通知サービス等便利

なリスク管理追求型サービスもぜひご活用ください。 

 

 

・ワンコイン積立®（投信） 

「ワンコイン積立®（投信）」は、毎月500円以上1円単位の少額から投資信託を

積み立てできるサービスです。「毎月○日」と銘柄ごとに自由に設定でき、買付代

金は、銀行預貯金口座からの自動引落（口座振替）か、当社証券口座からの引落

で決済できますので、使い勝手の良さも抜群です。投資信託の積立可能本数は

418 ファンド（内ノーロード 225 ファンド）となり、今後も順次拡充いたします。 
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・信用・先物OP取引、FX取引等の担保にも使えます。 

カブドットコム証券なら購入した投資信託を信用取引（制度・一般）・指数先物取

引・指数オプション取引、外国為替証拠金取引（くりっく 365 除く）における保証金/

証拠金の代用証券に活用することが可能です。当社にお預けいただいたご資産

を、より効率的に活用していただくことができます（一般型に限る）。 

・「i モード」「EZweb」「Yahoo!ケータイ」「スマートフォン（iPhone™/Android™搭載）」で

も取引可能 

カブドットコム証券では、投資信託のお取引/情報サービスを「iモード」「EZweb」

「Yahoo!ケータイ」やスマートフォン（iPhoneTM/AndroidTM搭載）でもご利用いただけ

ます。「スマート版」お取引サイトは、大型ディスプレイ、フルタッチパネル液晶搭載

のスマートフォンに最適化されているため、各種情報が見やすくストレス無くご活

用いただけます。当サイトは口座をお持ちのお客さまであれば【無料】でご利用い

ただけます。 

・さらにお得な割引サービス「ファンド DE割引™」 

「ファンドDE割引TM」とは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する

手数料割引プランです。投資信託（上場投資信託[ETF・REIT]を除く）が月末残高

1,000万円以上で1回（残高1億円以上は10回均一）割引対象となります。  

 

 

●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。 

●投資信託の購入は、基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。ファンドにより販売手数料とは

別に、信託報酬・解約手数料・その他手数料等を要するものがありますが、各ファンド別に要件・料率等が異なりますの

で表示できません。お取引に際しては、目論見書（商品毎）および目論見書補完書面（投資信託）をよくお読みください。 

●掲載情報は2014年1月9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 


