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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 

 

日本初 メキシコ株や 2012 モーニングスター受賞3ファンドなど取扱開始 

～2013年注目の新興国株や人気復活のJリートファンドなど 5ファンド追加／取扱本数は408 ファンドに～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2013年3月25日（月）と 2013年4月1日（月）より日本初のメキシコ株ファンドなど5

ファンドの新規取扱を開始します。2013年3月25日（月）より取扱開始する「HSBC メキシコ株式オープン」は、世界に約

30の運用拠点を持ち新興国ファンド運用に強みを持つHSBCグローバル・アセット・マネジメントが 2013年2月28日よ

り運用を開始した新ファンドです。また、2013年4月1日（月）からはモーニングスターファンド・オブ・ザ・イヤー2012を受

賞した3ファンドを含めた三菱UFJ投信の4ファンドを新規取扱開始します。「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂ

コース（為替ヘッジあり）」と「日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド」は高利回り債券型部門と

国内株式型部門の最優秀ファンド賞、 「三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）」はオルタナティブ型部門の優秀ファ

ンド賞を受賞しています。これにより、当社取扱の投資信託は投信委託会社36社、408ファンド（うちノーロードファンドは

207 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。 

 

 

● 日本初！ メキシコ株式ファンド＜2013年3月25日（月）追加（予定）＞ 

メキシコの魅力 

①米国の製造拠点から、中南米、世界の製造拠点へ 

②若い人口を擁する潜在的な成長力 

③安定成長する経済 

メキシコは米国自由貿易協定（NAFTA）や 40カ国以上と締結済みの自由貿易協定（FTA）を活かし、中南米の生産拠

点として高い競争力を有する製造業が発展。世界11位の人口を有し、豊富な労働力と世界最大の消費市場に近い地理

的優位性が多くの投資を引き寄せています。1990年代までは通貨危機などが発生し、高インフレと大量失業問題に悩ま

されたメキシコですが、足もとはインフレも抑えられ政府債務残高も先進国諸国に比べ低く推移しており、投資対象国とし

ての魅力が高まっています。 

ファンド名 HSBC メキシコ株式オープン 

投信委託会社 HSBC投信 

商品分類 追加型投信／海外／株式 

お取扱コース 分配金受取コース（一般型） 分配金再投資コース（累投型）  

お申込手数料 3.15％～1.05％ 

決算日 3月15日（休業日の場合は翌営業日） 

 

信託報酬 

（実質的な負担） 
純資産総額に対して年2.0175％程度（税込） 

 

 

 

 

 



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

 - 2 - 

● モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー２０１２受賞ファンド３本を含む４本を新規取扱開始 

＜2013年4月1日（月）追加（予定）＞ 

ファンド名 
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン  

Ａコース（為替ヘッジなし） 

投信委託会社 三菱UFJ投信 

商品分類 追加型投信／海外／債券 

お取扱コース 分配金受取コース（一般型） 分配金再投資コース（累投型）  

お申込手数料 2.1％～1.05％ 

決算日 毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 

 

信託報酬 

（実質的な負担） 
純資産総額に対して年1.8940％程度（税込） 

 

ファンド名 

モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー２０１２受賞 

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン  

Ｂコース（為替ヘッジあり） 

投信委託会社 三菱UFJ投信 

商品分類 追加型投信／海外／債券 

お取扱コース 分配金受取コース（一般型） 分配金再投資コース（累投型）  

お申込手数料 2.1％～1.05％ 

決算日 毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 

 

信託報酬 

（実質的な負担） 
純資産総額に対して年1.8940％程度（税込） 

世界的に評価が高いピムコ社が運用する米ドル建て新興国債券に投資するファンド。高利回り債券型 部門（対象ファ

ンド 524本）で最優秀ファンド賞を受賞。 
 

ファンド名 

モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー２０１２受賞 

日本株セレクト・オープン“日本新世紀”  

日本株インカム・ファンド 

投信委託会社 三菱UFJ投信 

商品分類 追加型投信／国内／株式 

お取扱コース 分配金受取コース（一般型） 分配金再投資コース（累投型）  

お申込手数料 3.15％～1.05％ 

決算日 6・12月の各10日（休業日の場合は翌営業日） 

 

信託報酬 

（実質的な負担） 
純資産総額に対して年1.575％（税込） 

配当利回りが市場平均を上回る銘柄から株価の値上がりも期待できる銘柄を厳選。インカム・ゲインとキャピタル・ゲイン

をバランスよく狙うファンド。国内株式型 部門 （対象ファンド 678本）で最優秀ファンド賞を受賞。 
 

ファンド名 
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー２０１２受賞 

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型） 

投信委託会社 三菱UFJ投信 

商品分類 追加型投信／国内／不動産投信 

お取扱コース 分配金受取コース（一般型） 分配金再投資コース（累投型）  

お申込手数料 2.1％～1.05％ 

決算日 1・4・7・10月の各10日（休業日の場合は翌営業日） 

 

信託報酬 

（実質的な負担） 
純資産総額に対して年1.05％（税込） 

直近は3ヵ月決算で180円分配。オルタナティブ型 部門 （対象ファンド 341本）優秀ファンド賞を受賞。 
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※取扱予定は事務手続き等の都合により変更する場合がございます。取扱日程、銘柄等の変更があった場合、当社ホ

ームページにて告知いたします。 

※Morningstar Award “Fund of the Year 2012”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するもの

ではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等

について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並び

にMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 

※収益分配金額は委託会社が決定します。今後の市場環境や運用状況等によっては、分配金額の変更あるいは分配金

が支払われない場合もあります。 

 

【ご参考】 

● 毎月100名様に当たる！株式・投信入庫2,000円プレゼントキャンペーン 

期間 2013年1月4日（金）から 2013年3月29日（金）まで （入庫完了日基準） 

内容 ・株式・投資信託を、信託銀行や証券代行機関から移管されたお客さま 

・他金融機関（証券会社・銀行等）から振替入庫されたお客さま 

を対象に、抽選で毎月100名様（合計300名様）に現金2,000円をプレゼント※。 

※入庫金額に応じ当選確率がアップします 

入庫金額50万円毎※に当選確率が1倍ずつアップします（50万円未満は一律1倍）  

【例1】 入庫金額300万円の場合 → 当選確率7倍 （300万÷50万＋1倍） 

【例2】 入庫金額5,000万円の場合 → 当選確率101倍 （5,000万÷50万＋1倍） 

※お客さま毎に全銘柄の入庫数量・口数に入庫された月の最終営業日の終値・基準価額を乗じて算出 
※当キャンペーンの対象となった方は、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。 

※毎月末締めで翌月中旬までに当社証券口座にお支払いいたします。 

※他金融機関（証券会社・銀行等）からの移管手数料に関しましては、移管元金融機関によって異なりますのでご注意

ください。なお、移管先（当社）の振替手数料は無料です。 

 

※ 貸株料率は今後変更の可能性がございます。 

 

●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、408 ファンドとな

ります。その内、ノーロードファンドは半分以上の 207 ファンドにも及びます。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。 
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・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 368 ファンド（内ノーロード

193 ファンド）となり、今後も順次拡充いたします。 

 

 

・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。 

 

 

●「投信あんしんダイヤル」大好評稼動中 

ネット証券に不慣れ、投資信託

にあまり詳しくない、そんな方のた

めに投信お問合せ専用フリーダイ

ヤル「投信あんしんダイヤル」を設

置しました。投資信託に関する

様々なお問合せや、ネットでの売

買の仕方等にお答えします。 

※「i モード」は株式会社NTT ドコモの登録商標です。 

※「EZweb」は KDDI株式会社の登録商標です。 

※「Yahoo!」の名称は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 

※「iPhone™」は、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※「Android」はGoogle Inc.の商標です。 

※その他の本文中に記載されている会社名、商品名、アプリケーションおよびロゴは、各社の登録商標または商標であ

る場合があります。 
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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。 

●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 2013 年 3 月 15 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： 営業本部 副本部長 荒木 利夫 TEL：03-3551-5111 

 


