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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 

 

現物株式手数料改定（少額約定金額帯の手数料引き下げ）のお知らせ 

～現物株式約定金額 10 万円超から 50 万円以下の約定毎手数料は主要ネット証券 5 社で 低水準に～ 

 

カブドットコム証券株式会社は 2015 年11 月4 日（水）より、現物株式手数料の改定をおこないます。本改定は、約定金

額 50 万円以下の少額約定金額帯の手数料を 大約 54%引き下げるものであり、これにより約定金額 10 万円超から 50

万円以下の現物株式手数料は、主要ネット証券 5 社（*1）で 低水準（2015 年 10 月 22 日現在）（*2）となります。 

「NISA」（少額投資非課税制度）および「ジュニア NISA」（未成年者少額投資非課税制度）（*3）の創設、さらに NISA を意

識した上場企業による発行株式の 低投資金額の引き下げが進んでいることなどで、少額投資がより身近になってきて

おります。また、2015 年 11 月 4 日（水）に予定されている日本郵政グループ 3 社の上場は、新たな個人投資家を株式市

場に呼び込む大きなきっかけとなっております。 

「貯蓄から投資へ」の流れが更に加速していく中、特に少額投資から始める資産形成はますます普及していくものと期

待されます。そこで当社は、少額投資をおこなう個人投資家によりよい取引機会をご提供すべく、現物株式において約定

金額 50 万円以下の手数料の引き下げをおこなうことにしたものです。 

今後も、カブドットコム証券は「顧客投資成績重視の経営」という経営理念の下、お客さまへのサービスおよび商品の

拡充を図ってまいります。 

 

*1：主要ネット証券 5 社とは、SBI 証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（五十音順）を指します。 

*2：現物株式手数料は 2015 年 10 月 22 日時点での比較に基づくものです。 

*3：「ジュニア NISA」は、2016 年 1 月 1 日から口座開設受付開始、2016 年 4 月 1 日から投資可能の予定です。 

 

 

●新現物株式手数料 

改定前 

2015 年 11 月 2 日（月）約定分まで  

改定後手数料（新手数料） 

2015 年 11 月 4 日（水）約定分より 

（約定金額×0.09%＋90 円）×1.08（税込） 

[上限：3,690 円（税込 3,985 円）] 

10 万円以下 90 円（税込 97 円） 

20 万円以下 180 円（税込 194 円） 

50 万円以下 250 円（税込 270 円） 

50 万円超 
（約定金額×0.09%＋90 円）×1.08（税込） 

[上限：3,690 円（税込 3,985 円）] 

※成行、指値、自動売買等の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（IVR）の場合は 100 円（税込 108 円）、オペレーターの場合は 2,000 円（税込 2,160

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手数料と同じです。 

※割引プランは従来どおりの適用となります。 
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●主な手数料割引プラン 

 

満 50 歳以上のお客さまを対象に、現物株式の売買手数料を 2%～4%割引します。 

当社に NISA 口座をお持ちのお客さまの現物株式の売買手数料を、NISA 口座継続年数に

応じて 1%～5%割引します。 

当社株式、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ株式、中京銀行株式、ジャックス株式、池田

泉州ホールディングス株式の買付手数料を割引します。 

当社証券口座で当社株式を保有されている株主様を対象に、保有株数と保有期間に応じ

て、現物株式取引の手数料を 0.5%～15.0%割引します。 

 

女性のお客さまの現物株式の売買手数料を一律で 1%割引します。 

※当社の手数料割引プランの詳細および 新の情報は、当社ホームページ（ http://kabu.com/cost/discount/ ）にてご

確認ください。 

 

 

（ご参考）主要ネット証券 5 社の現物株式手数料（約定毎のコースでの手数料であり、かつキャンペーンや一定条件下で

の割引適用等が無い場合）(*8) 

約定金額 10 万円 20 万円 30 万円 40 万円 50 万円 

当社 

新手数料 

90 円 

（税込 97 円） 

180 円 

（税込 194 円） 

250 円 

（税込 270 円） 

250 円 

（税込 270 円） 

250 円 

（税込 270 円） 

SBI 証券 

(*4) 

139 円 

（税込 150 円） 

185 円 

（税込 199 円） 

272 円 

（税込 293 円） 

272 円 

（税込 293 円） 

272 円 

（税込 293 円） 

楽天証券

(*5) 

139 円 

（税込 150 円） 

185 円 

（税込 199 円） 

341 円 

（税込 368 円） 

341 円 

（税込 368 円） 

341 円 

（税込 368 円） 

ﾏﾈｯｸｽ証券

(*6) 

100 円 

（税込 108 円） 

180 円 

（税込 194 円） 

250 円 

（税込 270 円） 

350 円 

（税込 378 円） 

450 円 

（税込 486 円） 

松井証券

(*7) 
0 円 － － － － 

*4：1 回の約定金額ごとに計算される「スタンダードプラン」の手数料を記載しています。 

*5：1 回の約定金額ごとに計算される「ワンショットコース」の手数料を記載しています。（「超割コース」の場合、約定金額

50 万円以下の手数料は、レギュラー：341 円（税込368 円）、ゴールド：306 円（税込330 円）、プラチナ：272円（税込293

円）、ダイヤモンド：238 円（税込 257 円）） 

*6：1 回の約定金額ごとに計算される「取引毎手数料コース」の手数料を記載しています。 

*7：1 日の約定金額の合計で決定される「ボックスレート」であるため、10 万円以外については比較対象外としています。 

*8：各社ホームページの内容をもとに、2015年10月22日時点での50万円以下の現物株式手数料を記載したものです。

詳細は各社ホームページでご確認ください。 
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●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。 

●掲載情報は 2015 年 10 月 23 日現在のものです。詳細および 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： 営業本部副本部長 荒木 利夫 TEL：03-3551-5111 


