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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 

「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」を実施 

～7月は、貸株金利最大5.0％！主要ネット証券唯一、信用取引口座をお持ちでも貸株サービス利用可能～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2013年 7 月 1 日（月）入庫完了分から、「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」を実施します。期間中に株式・投資信託を信託銀行や証券代行機関から当社へ移管されたお客

さま、および他金融機関（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 600 名様）

に現金 2,000円をプレゼントさせていただきます。 

当社は、主要ネット証券で唯一、信用取引口座をお持ちでも貸株サービスをご利用いただけるほか、株式および一般型

投資信託を信用取引の保証金や先物OP取引、シストレFX、店頭FX、大証FXの証拠金としてご利用いただくことが可能で

す。さらに、最高料率5.0％（2013年7月現在）の貸株サービスは最短で翌営業日から貸株料を受け取ることが可能となって

おり、この機会に株式・投資信託を当社へ入庫のうえ、効率的な資産運用に活用いただければと考えております。 

 

● 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 7月 1日（月）から 2013年 12月 30日（月）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 600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。 

● 主要ネット証券貸株対応状況※1  当社は主要ネット証券唯一「信用口座有」でも貸株サービスをご利用可能 

会社名 カブドットコム SBI マネックス 松井 楽天 

貸株料率 

 

1.0%以上： 

100銘柄以上 

0.5%： 

約 500～約 1,000銘柄 

 

1.0%以上： 

10～100銘柄 

0.5%： 

150～1,000銘柄 

 

0.5% 948銘柄 

 

△ 

（※2） 

取扱な し  

× 

信用口座有

の場合 

 

 

貸株サービス利用可能 

 

 

利用不可 利用不可 - - 
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※1 2013年 7月 3日時点の各社ホームページを参照し当社作成。 

（0.5％以上の貸株料率となる銘柄数についての比較です。なお、貸株料率は今後変更の可能性がございます。） 

※2 日証金が取扱う東証貸借銘柄のみ預株制度あり。 

 

● 当社への振替入庫方法 

◇他証券会社から株式を当社へ振替入庫するには 

①口座振替依頼書の請求：現在お預け中の証券会社に「株式口座振替依頼書」をご請求ください。 

②口座振替依頼書の提出：「株式口座振替依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、現在お預け中の証券会社にご提

出ください。 

③株式の振替完了：現在お預けの証券会社から当社に株式を振替える旨の連絡があります。当社では、証券保管振替機

構上での振替の事実が確認出来次第、入庫手続をいたします。手続き完了後、入庫株式が残高照会画面等にてご確認い

ただけます。 

◇特別口座から入庫するには 

①口座振替依頼書の請求：当社に「口座振替依頼書」をご請求ください。ログイン後のお客さまページからもご請求いただ

けます。 

②口座振替依頼書の提出：「口座振替依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、当社にご提出ください。 

③株式の振替完了：当社から、現在お預けの信託銀行等（特別口座管理機関）へ「口座振替依頼書」を提出いたします。信

託銀行等（特別口座管理機関）へ「口座振替依頼書」で書類内容の確認出来次第、入庫手続をいたします。手続き完了後、

入庫株式が残高照会画面等にてご確認いただけます。 

 

● 投資信託の振替入庫方法 

◇他金融機関（証券会社・銀行等）から投資信託を当社へ振替入庫するには 

①口座振替依頼書の請求：現在お預け中の証券会社・銀行等に「投信口座振替依頼書」をご請求ください。 

②口座振替依頼書の提出：「投信口座振替依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、現在お預け中の証券会社・銀行等

にご提出ください。 

③受益証券の振替完了：現在お預けの証券会社・銀行等から当社に投信を振替える旨の連絡があります。当社では、現在

お預けされている証券会社・銀行等より移管の連絡を受け次第、速やかに当社お取引口座へ移管を行います。手続き完了

後、入庫投信が残高照会画面等にてご確認いただけます 

※入庫手続きの完了は、お客さまページの「残高照会」、またはお客さまサポートセンターでご確認いただけます。 

※なお、入庫いただける証券については、当社取扱銘柄の範囲となりますのでご了承ください。 

 

 

 

※2013年 7月時点。貸株料率は毎月見直しが行われます。 
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● 株式・投資信託（一般型）は信用取引・先物OP取引、シストレ FX、店頭 FX、大証 FXの担保として利用が可能！ 

当社にお預けいただいた株式・投資信託（一般型）は、信用取引をはじめとし

て先物OP取引やシストレFX、店頭FX、大証FXの担保として有効活用が可能で

す。 

 

 

 

※信用取引口座等を開設いただいているお客さまにおかれましても貸株サービスはご利用いただけますが、信用取引

や先物・オプション取引、FX取引の保証金（証拠金）代用有価証券のままでは貸株にできませんのでご留意ください。 

 

● 最短で貸株申込の翌日から貸株料が発生 

◆貸出申込をした場合 

 
◆返却申込した場合 

 
 

 

● 2013年 7月の主な貸株ボーナス銘柄一覧 2013年 7月 1日（月）～7月 31日（水）まで適用 

貸株金利は原則、月初から月末まで変更はありません。ただし、金利は毎月末に見直しを行い、翌月 1日から、 

見直し後の金利が適用されます。翌月の金利につきましては銘柄毎に変更日の 7日前に個別銘柄情報画面、貸株サ 

ービス貸出・返却指示画面にて開示いたします。なお、表中の金利は年率となります。 

銘柄コード 銘柄名 貸株金利 銘柄コード 銘柄名 貸株金利 

3662 エイチーム 5.00% 3665 エニグモ 3.00% 

3668 コロプラ 5.00% 3386 コスモ・バイオ 3.00% 

3765 ガンホー 4.00% 2931 ユーグレナ 2.50% 

3674 オークファン 3.00% 4974 タカラバイオ 2.50% 
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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。 

●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。 

●信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引は、保証金または証拠金以上のお取引が可能である

ため、保証金や証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限を越えてのお取引はでき

ません。お取引に際しては、信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引の契約締結前交付書面をよ

くお読みいただき、商品特性や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。 

●信用取引における委託保証金率は 30％であり、差し入れた保証金の最大約 3.3倍のお取引が可能です。詳細は、信用取

引ルールのご案内ページ（ http://kabu.com/service/rule14.asp ）をご確認ください。 

●指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引においては、各取引所ごと SPANによる先物オプション取引全体

の建玉から生じるリスクに応じて証拠金の額を計算するため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定ではなく明

記することができません。 

●大証 FX/店頭 FX/くりっく 365/シストレ FXは元本や利益を保証するものではなく、為替変動リスクや金利変動等のリスク

を伴います。取引金額がお客さまが 預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や

各国通貨の金利の変動等によりお客さまに損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客さまが預託され

ている証拠金の額を上回る可能性があります。本取引において提示する売値と買値の間には差額があります。お取引に際

しては、契約締結前交付書面をよくお読みください。 

手数料： 大証 FX 96.6円（片道約定 1枚あたり/税込） 

店頭 FX 無料 

くりっく 365 98円（片道約定 1枚あたり/税込） 

シストレ FX 無料 

※手数料は 5％の消費税を含んでいます。1円未満は切り捨てとなります。 

※執行条件、取引チャネルにかかわらず上記手数料が適用となります。 

証拠金（1万通貨あたり） 

大証 FX 大阪証券取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額 

店頭 FX コース、通貨ペアにより 25,000円～1,000,000円 

くりっく 365 東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額 

シストレ FX 建玉価格の 4% 

●掲載情報は 2013年 7月 3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  


