
 
 
 
岡三ホールディングス株式会社（コード 8609）代表者：取締役社長 加藤哲夫 

上場取引所：東証・大証・名証（市場第一部） 住 所：東京都中央区日本橋 1－17－6  
 

OKASAN HOLDINGS，INC． 

                       Ｐ1 

NEWS RELEASE 
平成 19 年 7 月 19 日 

 各  位 
 
 

岡三オンライン証券、日本株手数料体系等のお知らせ 
 

当社子会社の岡三オンライン証券株式会社（所在地：東京都中央区、取締役社長：池田嘉宏）

は、7 月 30 日（月）より開始予定の日本株取引サービスに係る手数料体系および投資サポート  

ツール「アルゴトレード®」の提供開始について本日発表いたしましたので、別紙のとおり    

お知らせいたします。 

 
別紙１．岡三オンライン証券 『日本株手数料体系の発表について』 

別紙２．岡三オンライン証券 『投資サポートツール「アルゴトレード®」提供開始のお知らせ』 

 
以 上 

 
 
 

本件に関するお問い合わせは、広報部大杉（03-3275-8248）までお願いいたします。 
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OKASAN ONLINE SECURITIES CO., LTD.

News Release

岡三オンライン証券株式会社

代表者 ： 取締役社長　池田　嘉宏

住 所 ： 東京都中央区銀座 3-9-7

記

　岡三オンライン証券 （所在地 ： 東京都中央区、 取締役社長 ： 池田嘉宏） は、 7 月 30 日 （月） から提供する日本株取

引の手数料体系につきまして、 下記のとおりお知らせいたします。

　岡三オンライン証券は、 今後も投資をより身近に感じていただけるように良質なサービスと商品を提供してまいります。

１. インターネット ・ 携帯電話でのお取引

※日本株取引手数料には、 1 注文の約定金額ごとに手数料が決定する 「ノーマルプラン」、
    1 日の約定金額をもとに決定する 「定額プラン」 の 2 つの体系をご用意しています。

(1) 日本株 （現物取引、 制度信用取引）

（通常レート）

　日本株取引サービスの開始にあたり、 業界最低水準の手数料体系を設定いたしました。 当社に証券総合取引口座をお

持ちのお客さまはすべて、 業界最低水準の 「通常レート」 でお取引いただけます。

　また、 オンライン専業証券としては初めて、 お客さまの預かり資産に応じた 「優遇レート」 をご用意しました。 一定額以

上の資産をお預けいただいたお客さまは、 通常レートより現物取引で 10％割引、 信用取引で 30％割引と、 さらに割安な

手数料でお取引いただけます。

日本株手数料体系の発表について

取扱商品
/ 取引方法

現物取引

制度信用取引

インターネット ・ 携帯電話 手数料

ノーマルプラン （通常レート）

ノーマルプラン （通常レート）

1 注文の約定代金

～ 10 万円
～ 20 万円

～ 20 万円

～ 50 万円

～ 50 万円

50 万円超

～ 100 万円
～ 150 万円
～ 3,000 万円
3,000 万円超

200 円 （税込）
250 円 （税込）

450 円 （税込）

150 円 （税込）
200 円 （税込）

400 円 （税込）

800 円 （税込）
950 円 （税込）

1,500 円 （税込）
1,575 円 （税込）

～ 10 万円

～ 10 万円

～ 20 万円
～ 30 万円

～ 100 万円

～ 100 万円
～ 1,000 万円

以降 100 万円
増加毎に

0 円

0 円

250 円 （税込）
315 円 （税込）

～ 50 万円

～ 50 万円

500 円 （税込）

300 円 （税込）
600 円 （税込）

1,000 円 （税込）

以降 5,000 万円
増加毎に

2,100 円 （税込）
ずつ増加

900 円 （税込）

420 円 （税込）
ずつ増加

1 日の
約定代金合計額手数料 手数料

1 注文の約定代金
1 日の

約定代金合計額手数料 手数料

定額プラン （通常レート）

定額プラン （通常レート）
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※　優遇レートの設定はございません。

※　優遇レートの設定はございません。
※　携帯電話からはお取引いただけません。

２. コールセンター手数料

日本株 （現物取引、 制度信用取引、 単元未満株）

取扱商品 
/取引方法 

インターネット・携帯電話 手数料  

ノーマルプラン（優遇レート）  定額プラン（優遇レート）  

1 注文の約定代金 手数料 
1 日の 

約定代金合計額 
手数料 

～10万円 180円（税込）  ～10万円 0 円 

～20万円 225円（税込）  ～20万円 225円（税込）  

～30万円 283円（税込）  
～50万円 405円（税込）  

～50万円 450円（税込）  

～100万円 720円（税込）  ～100万円 810円（税 込）  

～150万円 855円（税込）  

～3,000 万円 1,350 円（税込）  

現物取引 

3,000 万円超 1,417 円（税込）  

以降100万円 
増加毎に 

378円（税込）  
ずつ増加 

ノーマルプラン（優遇レート）  定額プラン（優遇レート）  

1 注文の約定代金 手数料 
1 日の 

約定代金合計額 
手数料 

～20万円 105円（税込）  ～10万円 0 円 

～50万円 140円（税込）  ～50万円 210円（税込）  

～100万円 420円（税込）  

～1,000 万円 700円（税込）  

制度信用取引 

50万円超 280円（税込）  
以降5,000 万円 

増加毎に 
1,470 円（税込）  

ずつ増加 

 

取扱商品 
/取引方法 

インターネット手数料  

1 注文の約定代金 手数料 

～2 万円 210円（税込）  

～3 万円 315円（税込）  

～10万円 630円（税込）  単元未満株 

以降10万円 
増加毎に 

630円（税込）  
ずつ増加 

 

取扱商品 
/取引方法 

コールセンター手数料 

1 注文の約定代金 手数料 

～50万円 5,250 円（税込）  
現物／制度信用 

以降50万円 
増加毎に 

5,250 円（税込）  
ずつ増加 

 

【本リリースに関するお問い合せ先】

岡三オンライン証券株式会社 　広報担当 ： 藤波

TEL ： 03-3547-0106　E-mail ： press@okasan-online.co.jp

（優遇レート）

預かり資産 1,000 万円以上のお客さまには、 通常レートより現物取引で 10％割引、 信用取引で 30％割引の 「優遇レート」
をご用意しました。

詳細は当社 Web サイト （http://www.okasan-online.co.jp） をご覧ください。

(2) 日本株 （単元未満株）
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以上

記

【本リリースに関するお問い合せ先】

岡三オンライン証券株式会社 　広報担当 ： 藤波

TEL ： 03-3547-0106　E-mail ： press@okasan-online.co.jp

　岡三オンライン証券 （所在地 ： 東京都中央区、 取締役社長 ： 池田嘉宏） は、 7 月 30 日 （月） より投資サポートツール

「アルゴトレード®」 を提供いたしますのでお知らせいたします。

　岡三オンライン証券では、 今後も投資をより身近に感じていただけるように良質なサービスと商品を提供してまいります。

アルゴトレード® は、 最大で過去 500 日間の株価の変動を帰納学習アルゴリズムにより分析し、 お客さまが自ら設定した条

件に従って売買シグナルをお知らせする投資サポートツールです。 これまでの投資情報ツールとくらべて操作も簡便ですの

で、 初心者から中上級者の方まで幅広くご利用いただけます。

■　売買シグナルを一発表示

お客さまが設定した売買戦略に基づいて、 全上場銘柄を対象に日々の株価の動きをシステム上でモニタリングしています。

株価データ計算の結果、 登録された売買ルールに適合した場合、 「売」 「買」 シグナルとして画面上に自動で表示します。

■　銘柄ごとのシグナル発生状況をウォッチリストで一覧管理

ウォッチリストの登録銘柄は、 現在の株価や出来高などリアルタイム株価情報はもちろん、 銘柄ごとに設定された売買ルー

ルに基づいて 「売」 「買」 シグナルの発生状況を一覧で確認できます。 また、 理論上の目標株価への到達度を 10 段階

のインジケータで表示します。 「今日のアルゴ」 では、 シグナル表示のサンプルとして、 日経 225 採用銘柄の 「売」 「買」

シグナル発生状況をご覧いただけます。

■　バックテスト結果を分析チャートで検証可能

バックテストによる過去のシグナル発生状況をチャート上で確認する機能も搭載しています。 分析チャート画面では、 過去

のシグナル発生タイミングを表示します。 また、 シグナル出力のベースとなる売買ルールの内容とバックテストによる過去の

累積パフォーマンスもチャート画面で確認できます。

注） アルゴトレード® は当社の登録商標です。

【アルゴトレード®の特徴】

　「アルゴトレード®」 は、 当社と株式会社バリュー ・ マイナーズ （所在地 ： 東京都中央区、 代表取締役 ： 延原政憲） が

共同で開発いたしました日本株の投資サポートツールです。 このたびの日本株取引サービス開始に合わせ、 同ツールの

β版を提供することといたしました。 当社に口座をお持ちのお客さまは、 「アルゴトレード®」 （β版） を無料でご利用いた

だけます。

投資サポートツール 「アルゴトレード®」 提供開始のお知らせ
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【ご参考資料】 アルゴトレード画面

（基本画面）

（分析チャート画面 ：収益率と累積収益率を表示）
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（戦略登録画面）

（過去５年間の業績推移）

（テクニカルチャート）
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