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信用取引の契約締結前交付書面（インターネット取引）新旧対照表 （2021 年 3 月 23 日） 

(下線太字部分変更箇所) 

新（改定後） ※2021 年 3 月 23 日改定版 

 
P27 
信用取引手数料表(インターネット、コールセンター取引) 
 
≪国内株式等信用取引≫ 
■ インターネット取引手数料（モバイル端末取引含む）（上限） 

 スタンダードプラン(制度信用・一般信用取引) 

スタンダードプランは 1 注文の約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。 

1 注文の約定代金 通常 大口優遇 

  10 万円以下の場合 90 円（税込 99 円） 

無料(注) 
 10 万円を超え 20 万円以下の場合 135 円（税込 148 円） 

 20 万円を超え 50 万円以下の場合 180 円（税込 198 円） 

50 万円を超える場合 350 円（税込 385 円） 

 
・PTS 取引手数料 

1 注文の約定代金 通常 大口優遇 

  10 万円以下の場合 86 円（税込 94 円） 

無料(注) 
 10 万円を超え 20 万円以下の場合 128 円（税込 140 円） 

 20 万円を超え 50 万円以下の場合 171 円（税込 188 円） 

50 万円を超える場合 333 円（税込 366 円） 
 

 アクティブプラン(制度信用・一般信用取引) 

アクティブプランは 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。 

1 日の約定代金合計額 通常 大口優遇 

  100 万円以下の場合 0 円 

無料(注) 

 100 万円を超え 200 万円以下の場合 877 円（税込 964 円） 

200 万円を超える場合 

以降、約定代金合計金額

100 万 円 増 加 ご と に

+400 円（税込 440 円） 

 

（注） 信用取引の取引状況や預かり残高等が一定の条件を満たされたお客様は、一定の期間、

信用取引のインターネット取引手数料が無料となります。詳細は当社ウェブサイトをご覧

ください。 

（削除） 

※ インターネット取引では、日計り信用取引、および国内 ETF、ETN、REIT、インフラフ

ァンドの信用取引手数料は無料です。無料対象となる ETF 等の銘柄の詳細は当社ウェブサ

イトにてご確認ください。 

（削除） 

（省略） 

≪その他の費用≫ 
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信用取引口座開設時に「信用取引口座設定約諾書｣を郵送にて差入れる場合は、4,000 円の

収入印紙を貼付していただく必要があります。ただし、電子提出を行われた場合は、収入

印紙は不要となります。 

また、信用取引では、お客様のお取引の内容により、信用金利、信用取引貸株料、品貸料(逆

日歩)、HYPER 料、管理費、権利処理等手数料(名義書換料)等の費用がかかります。詳し

くは本書面「８．諸費用」及び当社ウェブサイトをご覧ください。 

 
 (2021 年 3 月) 

 

 

旧（改定前） ※2020 年 12 月 14 日現行版 

 
P27 
信用取引手数料表(インターネット、コールセンター取引) 
 
≪国内株式等信用取引≫ 
■ インターネット取引手数料（モバイル端末取引含む）（上限） 

 スタンダードプラン(制度信用・一般信用取引) 

スタンダードプランは 1 注文の約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。 

1 注文の約定代金 

約定日の前営業日の未決済建玉の建玉代金合計(注 1) 

または 

約定日の前営業日の新規建約定代金合計(注 2) 

3,000 万円未満 3,000 万円以上 

  10 万円以下の場合 90 円（税込 99 円） 

無料(注 3) 
 10 万円を超え 20 万円以下の場合 135 円（税込 148 円） 

 20 万円を超え 50 万円以下の場合 180 円（税込 198 円） 

50 万円を超える場合 350 円（税込 385 円） 
 
・PTS 取引手数料 

1 注文の約定代金 

約定日の前営業日の未決済建玉の建玉代金合計(注 1) 

または 

約定日の前営業日の新規建約定代金合計(注 2) 

3,000 万円未満 3,000 万円以上 

  10 万円以下の場合 86 円（税込 94 円） 

無料(注 3) 
 10 万円を超え 20 万円以下の場合 128 円（税込 140 円） 

 20 万円を超え 50 万円以下の場合 171 円（税込 188 円） 

50 万円を超える場合 333 円（税込 366 円） 
 

 アクティブプラン(制度信用・一般信用取引) 

アクティブプランは 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。 

1 日の約定代金合計額(注４) 

約定日の前営業日の未決済建玉の建玉代金合計(注 1) 

または 

約定日の前営業日の新規建約定代金合計(注 2) 

3,000 万円未満 3,000 万円以上 
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  100 万円以下の場合 0 円 

無料(注 3) 

 100 万円を超え 200 万円以下の場合 877 円（税込 964 円） 

200 万円を超える場合  

以降、約定代金合計金額

100 万 円 増 加 ご と に

+400 円（税込 440 円） 

 

(注 1) 建玉代金合計には反対売買による決済約定済建玉、現引・現渡による決済約定済建玉

は含まれません。 

(注 2) 新規建された建玉を同日に日計り決済した場合においても、新規建分の約定代金につ

いては新規建約定代金に含め計算いたします。 

(注 3)  取引手数料が無料となるのは、約定時点となります。 

(注４)  取引手数料の無料対象となる日計り信用取引、および国内 ETF、ETN、REIT、イン

フラファンドの信用取引の約定代金は加算されません。 

※ インターネット取引では、日計り信用取引、および国内 ETF、ETN、REIT、インフラフ

ァンドの信用取引手数料は無料です。無料対象となる ETF 等の銘柄の詳細は当社ウェブ

サイトにてご確認ください。 

※ 未決済建玉の建玉代金合計の評価および新規建約定代金合計の評価は、当社が定める評価

方法で算出いたします。 

（省略） 

 

≪その他の費用≫ 

信用取引口座開設時に「信用取引口座設定約諾書｣を郵送にて差入れる場合は、4,000 円

の収入印紙を貼付していただく必要があります。ただし、電子提出を行われた場合は、収

入印紙は不要となります。 

また、信用取引では、お客様のお取引の内容により、信用金利、信用取引貸株料、品貸料(逆

日歩)、HYPER 料、管理費、権利処理等手数料(名義書換料)等の費用がかかります。詳し

くは当社ウェブサイトをご覧ください。 

 
 (2020 年 12 月) 

 
 

以上 


