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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 

 

｢シニア割引｣を団塊の世代を含む 50 歳代に拡大 

～ 団塊の世代を含む満 50 歳以上満 60 歳未満のお客様の現物売買手数料は 5％割引 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2006 年 7 月 1日（土）より、これまで満 60 歳以上のお客様に適用して

いた「シニア割引」を、団塊の世代を含む満 50 歳以上満 60 歳未満のお客様にも拡大して適用します。割引

率は、現物株式の売買手数料を通常の 5％割引とします。これにより「シニア割引」は、働き盛りの 50 歳

前半から団塊の世代そしてシニア世代まで、当社の約 30％のお客様をカバーする幅広い割引プランとなり

ます。 

 

（2006 年 7 月 1日（土）から 50 歳代に拡大） 

現物株式の売買手数料を、満 50 歳以上満 60 歳未満のお客様は 5％割引、満 60 歳以上のお客様は 10％割

引とする割引プランです。満 50 歳の誕生日の 00:00 以降に発注いただいたご注文から自動的に 5％割引

が適用され、満 60 歳の誕生日の 00:00 以降に発注いただいたご注文から自動的に 10％割引が適用されま

す。お申込の必要はありません。2005 年「日経優秀製品・サービス賞」最優秀賞 日経金融新聞賞 受賞。 

 

＜現物株式委託手数料例＞（インターネット・WEB 対応携帯 経由、成行注文の場合） 

シニア割引 

約定代金 
通常 

満 50 歳未満 満 50 歳以上満 60 歳未満 

現物株式手数料 5％ 割引 

満 60 歳以上 

現物株式手数料 10％ 割引 

2 万円以下 105 円 99 円 94 円 

20 万円以下 500 円 475 円 450 円 

100 万円以下 1,050 円 997 円 945 円 

1,000 万円以下 1,890 円 1,795 円 1,701 円 

※上記手数料例は 2006 年 7 月 1日（土）からの予定に基づきます。消費税（5%）を含んでいます。 

※ジャスダックは、別途約定代金の 0.0315%を加算。 

※成行以外の執行条件（指値、逆指値等）は、通常 525 円、シニア割引 498 円または 472 円を加算。 

※自動音声応答（電話）経由の場合は、通常 105 円、シニア割引 99 円または 94 円を加算。 

※オペレーター（電話）経由の場合は、通常 2,100 円、シニア割引 1,995 円または 1,890 円を加算。 

※1,000 万円を超える部分に対して 100 万円ごとに、通常 42 円、シニア割引 39 円または 37 円加算。 

※シニア割引は、「kabu マシーン™の日」「株主推進割引」などの割引プランおよび「株主優待制度」

との併用も可能です。 
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■世代別顧客比率推移（2005 年 3 月末および 2006 年 3 月末 4 月末） 

顧客数比率 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上 

2005 年 3 月 20.6% 35.8% 20.1% 15.1% 8.4% 

2006 年 3 月 18.8% 33.0% 20.7% 16.4% 11.1% 

2006 年 4 月 18.1% 32.6% 20.4% 17.6% 11.3% 

 カブドットコム証券では、「シニア割引」の浸透や三菱 UFJ フィナンシャル・グループのネット証券とし

ての信頼感などから、団塊/シニア世代の顧客比率が上昇傾向にあります。当社における 50 歳以上のお客様

の比率は、2005 年 3 月末の 23.5％から 2006 年 4 月末には 28.9％に拡大しています。今回の「シニア割引」

の 50 歳代への適応により、この傾向がさらに拡大するものと思われます。 

 

 

■団塊/シニア世代向けサービス展開 

 カブドットコム証券では、上記「シニア割引」とともに、三菱 UFJ 信託銀行と共同で、団塊/シニア世代

顧客向け会員組織「カブコム マスターズ倶楽部 TM」を設立し、団塊/シニア世代向けサービスを強化いた

します。グループ力や割引プランを活かし、50 歳以上の世代および富裕層の口座獲得を目指します。 

 

「カブコム マスターズ倶楽部 TM」団塊/シニア世代顧客向け会員組織 

カブドットコム証券の 50 歳以上の顧客を対象とする無料の会員制組織。団塊/シニア世代の資産運用か

ら資産継承等を支援するための各種サービスを、三菱 UFJ 信託銀行の支援を得て提供いたします。  

 

○会員対象：カブドットコム証券の 50 歳以上かつ預り資産 1,000 万円以上の顧客 

○サービス開始予定：平成 18 年 9 月 1日（金） 

○「カブコム マスターズ倶楽部 TM」会員の特典例（カブドットコム証券・三菱ＵＦＪ信託銀行が提供） 

 

＜当初サービス＞ 

・会員 Web ページでの相続関連コンテンツ（ミニ講演会）等の提供/相談受付 

・遺言信託手数料割引 

・会員限定の各種セミナーご招待（遺言・相続に関する講演会等） 

・不動産の売却、有効活用、購入、買換えに関する相談受付/サービス提供 

・定期預金・金利上乗せクーポン提供 

＜今後追加を予定しているサービス＞ 

・賃貸マンション・アパートローンの金利優遇 
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＜その他の手数料割引プラン等＞ 

 

 

 

 

 

<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：常務執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 

以 上 

 

 

毎月 19 日（※）、kabu マシーンから発注された注文の委託手数料が半額に

なります。 

割引率 

対象商品 

割引条件 

50% 

現物株式、信用取引、プチ株、先物・オプション取引 

毎月 19 日（休日の場合は翌営業日）に kabu マシーンから発注した方 

※19 日が休業日の場合は、翌営業日が「kabu マシーンの日」となります。 

 これから当社株主となられる投資家の皆さまへの割引制度。当社現物株式

の買付手数料が通常の半額となります。 

割引率 

対象商品 

割引条件 

50% 

現物株式（株主推進割引銘柄）（※） 

当社に証券総合口座を有するお客様 

※株主推進割引銘柄は当社株式（8703）となります。 

 当社株式の保有株数と保有期間に応じて、当社の現物株式取引の手数料が

15%まで割引になります。 

割引率 

対象商品 

割引条件 

最大 15%（※） 

現物株式 

当社に証券総合口座を有する当社の株主様 

※割引率はお客様が保有している当社株数、保有期間によって異なります。 


