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1. 国内株式売買委託手数料 

(1) 単元株取引 

売買金額 委託手数料率（別途消費税がかかります） 

最低手数料 3,000 円 

100 万円以下 約定代金の 0.8500％ 

100 万円超 ～ 300 万円以下 約定代金の 0.7500％ 

300 万円超 ～ 500 万円以下 約定代金の 0.6500％ 

 500 万円超 ～ 1,000 万円以下 約定代金の 0.5500％ 

1,000 万円超 ～ 3,000 万円以下 約定代金の 0.4500％ 

3,000 万円超 ～ 5,000 万円以下 約定代金の 0.4500％ 

5,000 万円超  ～  約定代金の 0.2000％＋125,000 円 

○お支払いいただく手数料（税込）は、端数処理の関係により、本一覧の手数料率に基づく

計算結果より少なくなる場合があります。 

○国内株式委託手数料、外国株式国内委託手数料の算出では、円未満の端数が生じた場合は

切り捨てとなります。また、約定代金の算出には、一口注文（※）が適用されます。 

 

※一口注文…約定日、銘柄、取引種類（現物・信用の別等）、売買区分（売り･買いの別）が同

一の注文は、発注及び約定が複数に分かれている場合でも、約定代金を合算し

て手数料を算出します。 

 

(2) 端株取引 

一律 2,000 円とする。（別途消費税がかかります） 

 

 

2. 外国株式売買委託手数料 

 

 

現地約定代金（＊）に対して一律 1.00％（税別） 

最低手数料：5,000 円（税別） 

 

（＊）現地約定代金・・・現地約定代金は、買付の場合は現地約定金額（約定単価×数量）に

現地諸費用を加算した額、売却の場合は現地諸費用を減産した額に、弊社適用為替レ

ートを乗じて算出した額 

 

 なお、売却注文において、現地約定代金が上記最低手数料に満たない場合には、現地約定 

 代金に 50％を乗じて得た金額を手数料とする。 

 

○お支払いいただく手数料（税込）は、端数処理の関係により、本一覧の手数料率に基づく

計算結果より少なくなる場合があります。 

○国内株式委託手数料、外国株式国内委託手数料の算出では、円未満の端数が生じた場合は

切り捨てとなります。また、約定代金の算出には、一口注文（※）が適用されます。 

 

※一口注文…約定日、銘柄、取引種類（現物・信用の別等）、売買区分（売り･買いの別）が同

一の注文は、発注及び約定が複数に分かれている場合でも、約定代金を合算し

て手数料を算出します。 
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3. 上場転換社債取引 

国内株式売買委託手数料率を適用する。 

 

 

4. 投資信託 

商品毎に当社が定める手数料率を適用する。 

 

 

5. 外国為替手数料 

（1）邦貨換算金額が 1,000 万円以上の場合においては、当社が提示する大口レートを適用為

替とする（ベトナムドンを除く）。 

 

（2）債券・株式等の売買に係る手数料 

通貨 顧客の売り 顧客の買い 

米ドル 社内基準レート －15 銭 社内基準レート ＋15 銭 

ユーロ 社内基準レート －25 銭 社内基準レート ＋25 銭 

豪ドル 社内基準レート －30 銭 社内基準レート ＋30 銭 

加ドル 社内基準レート －30 銭 社内基準レート ＋30 銭 

NZ ドル 社内基準レート －30 銭 社内基準レート ＋30 銭 

ベトナムドン 

(10,000 ドンあたり) 
社内基準レート －90 銭 社内基準レート ＋90 銭 

南ア・ランド ― 社内基準レート ＋15 銭 

メキシコ・ペソ ― 社内基準レート ＋15 銭 

ブラジル・レアル 

― 

社内基準レート ＋2円 

（社内基準レートが 30 円を下回

った場合は＋1円 50 銭） 

トルコ・リラ 

― 

社内基準レート ＋2円 

（社内基準レートが 30 円を下回

った場合は＋1円 50 銭、20 円を下

回った場合は＋1 円、15 円を下回

った場合＋80 銭、10円を下回った

場合は＋50 銭） 

インドネシア・ルピア 

（100 ルピアあたり） 
社内基準レート －0.5 銭 社内基準レート ＋2.5 銭 

ロシア・ルーブル ― 社内基準レート ＋8銭 

インド・ルピー ― 社内基準レート ＋8銭 

イギリス・ポンド 社内基準レート －30 銭 社内基準レート ＋30 銭 

香港・ドル 社内基準レート －3銭 社内基準レート ＋3銭 

シンガポール・ドル 社内基準レート －30 銭 社内基準レート ＋30 銭 

ノルウェー・クローネ 社内基準レート －7銭 社内基準レート ＋7銭 

スウェーデン・クローナ 社内基準レート －7銭 社内基準レート ＋7銭 

タイバーツ 社内基準レート －6銭 社内基準レート ＋6銭 

フィリピン・ペソ 社内基準レート －4銭 社内基準レート ＋4銭 
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（3）外貨建て MMF／EMF の売買に係る手数料 

通貨 顧客の売り 顧客の買い 

米ドル 社内基準レート －15 銭 社内基準レート ＋15 銭 

南ア・ランド 社内基準レート －7.5 銭 社内基準レート ＋7.5 銭 

トルコ・リラ 社内基準レート －1円 

（社内基準レートが 30円を下回

った場合は－75銭、20円を下回

った場合は－50銭、15円を下回

った場合－40 銭、10 円を下回っ

た場合は－25 銭） 

社内基準レート ＋1円 

（社内基準レートが 30 円を下回

った場合は＋75銭、20 円を下回っ

た場合は＋50 銭、15円を下回った

場合＋40銭、10 円を下回った場合

は＋25 銭） 

 

6. 本ガイドラインの主管は商品本部とし、改廃は規程管理規程の定めによる。 

 

以  上 

 

 

 

付  則 

 

本ガイドラインは、  平成 15年 1 月 6 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 15年 7 月 9 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 15年 9 月 16 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 17年 2月 7 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 18年 5月 10 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 18年６月 1 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 19年 8月 1 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 20年１月 10 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 27年 9月 1 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、平成 30年 12 月 12 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、令和 2年 5 月 7 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、令和 3年 5 月 13 日から施行する。 

本ガイドラインの改正は、令和 3年 11 月 19 日から施行する。 

 


