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リアルタイム口座振替を利用した「自動引落リトライ」サービス（無料）開始 

～ 銀行口座の残高不足で自動引落ができない場合の引き落とし再実行（リトライ） ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2008 年 9 月 11 日（木）から、自動引落が銀行口座の残高不足で実行できなかった

場合に引き落としを再実行（リトライ）する「自動引落リトライ」サービスの提供を開始します。従来より提供している「リ

アルタイム口座振替」サービスに機能を追加するものです。 

これは、既存の三菱東京ＵＦＪ銀行との決済連携サービスの拡充となります。今後も三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル

ープとして、同行との連携サービスとリスク管理追求型サービスを強化することによりお客さまの利便性向上に努めて

参ります。 

 

●自動引落リトライサービスの概要 

既存の決済サービス「自動引落サービス」において残高不足の理由でエラーとなった場合に、同じ金額を「リアルタ

イム口座振替」の引き落とし口座から引き落としを再実行（リトライ）するサービスです。 

 

引落対象 

当日の自動引落（※）が残高不足で実行できなかった金額。 

入金の株式等のお取引決済代金だけはなく、kabu マシーン™や QUICK リサーチネットなどの有

料情報サービスの毎月のご利用料金、投信つみたてやプチ株®つみたての毎月の積み立て代

金の自動引落がエラーとなった場合も自動引落の再実行を行います。 

利用方法 

「リアルタイム口座振替」サービスのご利用申込み後、「設定・申込」→「サイト機能設定」→「リア

ルタイム口座振替」画面から利用設定をしていただきます。 

○自動引落サービスとは別にお申込みが必要です。 

○「リアルタイム口座振替」サービスはらくらく電子契約に対応しており、24時間WEB上でお手続

きが可能です。 

取扱金融機関 
三菱東京ＵＦＪ銀行 

三井住友銀行 

利用料 無料 

金額制限 上限 1億円 

引落入金日時 自動引落日当日の 15:00 頃 

 

 

※ 自動引落リトライサービスの前提となるのは、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、スルガ銀行、大

垣共立銀行、ジャパンネット銀行、泉州銀行からの自動引落です。ゆうちょ銀行からの自動引落は自動引落リトラ

イサービスの対象にはなりません｡ 

 

「リアルタイム口座振替」の
自動引落リトライサービス
◇三菱東京ＵＦＪ銀行
◇三井住友銀行

前提となる
自動引落サービス（※）
◇三菱東京ＵＦＪ銀行
◇三井住友銀行
◇みずほ銀行
◇スルガ銀行
◇大垣共立銀行
◇ジャパンネット銀行
◇泉州銀行

【自動引落サービス】が実行できなかった

場合に【自動引落リトライサービス】が

稼働します。
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■自動引落リトライサービスの活用例 

当社は、現物株式等の買付注文時の非前金制を採用しており、不足額を自動計算し、あらかじめご登録いただいて

いる銀行口座から引き落としする自動引落サービスが好評です。自動引落サービスは、現物株式等の買付代金不足

額の他、信用取引の決済損や、投信つみたて、プチ株®つみたて等の積み立て代金、有料情報サービスのご利用料

金等の決済にもご利用可能です。 

自動引落サービスでは、株式取引等による引き落としの場合、受渡日の早朝 3:00～5:00 頃までに、入金依頼による

引き落としの場合は入金依頼日から起算して 3 営業日の早朝 3:00～5:00 頃までに銀行口座残高をご用意いただく必

要がありますが、これに間に合わず、自動引落が実行できなかった場合でも、自動引落リトライサービスをご利用いた

だければ、当日 15:00 頃に「リアルタイム口座振替」に設定している口座から引き落としを実行します。 

つまり、自動引落サービスに、この度提供を開始する自動引落リトライサービスを併用すれば、さらに利便性が向上

するわけです。 

 

＜現物買付の不足額を引き落とすケース＞ 

現金 50 万円と現物株式 100 万円分のお預かりがあり［買付可能額：150 万円］ 

130 万円の現物株式買付を行った場合［現金 80 万円の入金が必要］ 

 

1 営業日目   
現物株式買付 130 万円 

（受渡方法として「自動引落」を選択） 

 
 

 

 

2 営業日目 
7:00～ 

7:30 頃 
自動引落の金額 80 万円が確定 

   

3 営業日目  

  
 

3:00～ 

5:00 頃 

自動引落の銀行口座にて 

自動引落実行 

10:00～ 

12:00 頃 

自動通知サービスにより 

自動引落ができなかったご連絡 

  

 

 

～15:00 

お客さまが 

リアルタイム口座振替の 

銀行口座に残高を用意 

4 営業日目 

15:10～ 

17:00 頃 

自動引落リトライサービスにより 

80 万円引き落とし 

    ⇒決済できました 

 

 

上記のような取引決済代金だけはなく、kabu マシーン™や QUICK リサーチネットなどの有料情報サービスの毎月の

ご利用料金、投信つみたてやプチ株®つみたての毎月の積み立て代金の自動引落がエラーとなった場合も自動引落

の再実行を行います。 

入金額は 

自動計算 

振込等の 

手間なし 

自動通知

サービス

で通知さ

れるから

あんしん 

 

自動引落サービス

だとここまで 

自動引落リトライ 

サービスで 

引き落とし再実行 

自度引落の 

銀行口座に

80 万円以上

の残高が無い

ケース 

NEW！ 
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●「リアルタイム口座振替」サービスの概要 

以下のサービスがございます。すべてご利用料は【無料】です。 

(1)不足金自動振替サービス 

 

お取引の結果等によりお客さまの現金勘定に不足金が発生する場合、不足

金相当額を「リアルタイム口座振替」によって入金するサービス。不足金相

当額にプラスした金額を入金するよう指定することもできます。 

(2)不足保証金自動振替サービス 

 

信用取引における保証金維持率が、お客さまがあらかじめ指定した維持率

を下回った場合、別途指定した維持率に回復するのに必要な金額を「リアル

タイム口座振替」によって入金するサービス。 

(3)不足証拠金自動振替サービス 

 

先物・オプション取引において証拠金不足が発生した場合、証拠金不足相

当額を「リアルタイム口座振替」によって入金するサービス。 

（4）自動引落リトライサービス 

NEW！ 

当日の自動引落で残高不足エラーとなった金額と同じ金額を「リアルタイム

口座振替」の引落口座から引落入金するサービス。株式、カバードワラント、

先物・オプション取引などの決済代金だけではなく、QUICK リサーチネットや

kabu マシーン™の毎月のご利用代金の自動引落、投信つみたてやプチ株®

つみたての毎月の積み立ての自動引落の残高不足エラーにも対応。 

(5)「リアルタイム口座振替」による 

入金依頼 

入金依頼ページから「リアルタイム口座振替」によって、1000 万円以上 1 億

円未満（1 万円単位）の入金指示を行うことができます。 

※営業日の取引終了後夕刻に不足金等の算出を行いその結果により「リアルタイム口座振替」を行います。 

（（4）自動引落リトライサービスのみ当日の自動引落で残高不足エラーとなった金額と同額の引落です）。 

※「リアルタイム口座振替」による入金の利用可能時間は営業日、休業日ともに 8：00～23：00 です。 

※休日の入金となる場合、当社証券口座における「買付可能額への反映時間」は、通常 1 分程度もしくは、翌日となり

ますが、お客さまの銀行口座の記帳日は翌営業日となります。 

 

■2 件の特許を出願中 

不足金自動振替サービス、不足保証金自動振替サービス、不足証拠金自動振替サービス、にかかるシ

ステムおよび方法について 2件の特許を出願しております。  

 

●自動通知サービスにも対応 

自動引落リトライサービスの提供開始を機に、リアルタイム口座振替のすべてのサービスが自動通知サービスに対

応いたします。自動引落リトライサービスを含むリアルタイム口座振替が何らかの理由でエラーとなり引き落としできな

かった場合に、電子メールで通知いたします。ご利用の際は、「設定・申込」→「自動通知サービス」→「通知サービス

一覧」画面にて設定してください。 

【画面イメージ】 ＊開発中の画面につき実際と異なる場合があります。 

 

 

なお、自動引落サービスでは、従来より自動通知サービスに対応しています。自動引落リトライサービスをご利用い

ただく場合、自動引落がエラーとなった通知をご確認いただいてからでも、当日の 15:00 までにリアルタイム口座振替

の銀行口座に残高をご用意いただければ引き落としを再実行（リトライ）します。 
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【画面イメージ】 ＊開発中の画面につき実際と異なる場合があります。 

 

 

●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。 

●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ

（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。 

●※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。 

●掲載情報は 2008 年 9 月 11 日現在のものです。詳細及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・金融先物取引業協会】 

以上 

<本件に関するお客様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：常務執行役 中島俊一  TEL：03-3551-5111 
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■便利な入出金サービス「ゆうゆう決済」 

当社は以下の 3つの便利な入金方法をご用意しています。お客さまに合った入金方法をご利用いただけます。 

 

（1）口座振込 

当社が指定した口座に振り込みにて入金する方法。三菱東京ＵＦＪ銀行・ゆうちょ銀行・みずほ銀行*・三井住友銀行*

のお客さま専用の振り込み口座をご用意しています。 *みずほ銀行と三井住友銀行はいずれか一つをご選択。 

 

（2）決済サービス 

下記銀行のネット振り込みサービスをご利用いただく方法です。買付け可能額への反映は24時間365日いつでも即時

対応です。 

決済サービス 手数料 

三菱東京ＵＦＪ銀行 ネット振込（EDI） 

三菱東京ＵＦＪ銀行 「リアルタイム口座振替」による入金依頼 

三菱東京ＵＦＪ銀行（旧東京三菱） e ペイメント  

ゆうちょ銀行 WEB 連動振替決済サービス 

無料 

ジャパンネット銀行 リンク決済 52 円（税込） 

三井住友銀行 ウェブ振込サービス 105 円(税込) 

三井住友銀行 「リアルタイム口座振替」による入金依頼 無料 

 

（3）自動引落 

当社お取引口座へのご入金や、現物株式の購入時の不足金、kabu マシーン™や QUICK リサーチネットなどの有料情

報サービスの毎月のご利用料金、投信つみたてやプチ株®つみたての毎月の積み立て代金などを、ご登録の金融機

関から自動的に引落、決済するサービスで、この度提供を開始する自動引落リトライサービスの前提となるものです。 

取扱金融機関 
三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・スルガ銀行・ 

大垣共立銀行・ジャパンネット銀行・泉州銀行・ゆうちょ銀行 

入金手数料 無料 

金額制限 上限 1億円 

銀行 

営業日 

00:00～7:00 までは 2営業日後、 

7:00～24:00 は 3 営業日後 
引落入金日 

ゆうちょ

銀行 

営業日 

00:00～7:00 までは翌営業日、 

7:00～24:00 は 2 営業日後 

 

■自動引落リトライサービスで利用料金の課金もスムーズ！有料情報サービス 

□kabu マシーン™ 

株価/板などの相場情報やニュースのみならず、 

充実したテクニカルチャート、また「逆指値注文」を 

はじめとする「自動売買」を含む発注機能を実装 

したトレーディングツールです。 

 

 

 

【kabu マシーン™のご利用料金】 

お取引の状況によって毎月の利用料金が異なります。 

前月の取引手数料取扱実績（※） 月額利用料金（税込）

5 万円以上～ 無料（割引 2,520 円）

2,000 円以上～5万円未満 1,890 円（割引 630 円）

～2,000 円未満 2,520 円（割引 0円）

※前月にお支払いいただいた全取引の税引後の取引手数

料の合計。 

（参考） 
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□QUICK リサーチネット 

株式会社QUICK社提供の、豊富な証券・ 

金融データベースとアナリストレポートを 

融合させたオンラインリサーチレポート 

サービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自動引落リトライサービスで毎月の積み立てを逃さない！積み立てサービス 

投信つみたて（ファンド星人）とプチ株®つみたてがございます。いずれも購入代金は銀行口座から無料の自動引

落もお選びいただけるため、振り込みの手間や振り込み忘れの心配はありません。 さらに、この度提供を

開始する自動引落リトライサービスを利用すれば、うっかり自動引落に失敗しても、自動引落の再実行（リ

トライ）で積み立てを逃しません。 

 

□投信つみたて（ファンド星人） 

月々1万円の少額から投資信託の積み立てが可能な「投信つみたてファンド星人」は120ファンド (内ノーロ

ード57ファンド)に対応。投資タイミングや投資対象を分散しながらの資産形成に適しています。 

 

□プチ株®つみたて 

単元株数が 1株超（1000株単元・100株単元など）も 1株からお買付いただける「プチ株®」のサービスで

す。お客さまが指定する「ご希望の日」に「ご希望の指定金額」で、定期的に毎月コツコツ積み立てられま

す。株式積み立ての代表選手ともいえる「るいとう」より一歩進んだ「プチ株®つみたて」を、お客さまの資産

形成にぜひお役立てください。  
【プチ株®つみたての手数料】 

積立回数 手数料率 最低手数料 

初回 約定代金×0.945% 105 円 

積立回数により、毎月 10%、最大 50%割引の 0.4725%まで、手数料率が低減します。 

※最低手数料も割引対象となります。 

2 回目 約定代金×0.945%の 10%割引 94 円 

3 回目 約定代金×0.945%の 20%割引 84 円 

4 回目 約定代金×0.945%の 30%割引 73 円 

5 回目 約定代金×0.945%の 40%割引 63 円 

6 回目以降 約定代金×0.945%の 50%割引 52 円 

 

前月の取引手数料取扱実績（※） 月額利用料金（税込）

5 万円以上～ 無料（割引 315 円）

2,000 円以上～5万円未満 315 円（割引 210 円）

～2,000 円未満 525 円（割引 0円）

※前月にお支払いいただいた全取引の税引後の取引手数

料の合計。 

【QUICK リサーチネットのご利用料金】 

お取引の状況によって毎月の利用料金が異なります。 


