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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 

 

携帯３キャリア対応の高機能株式・先物取引アプリ「kabu アプリ」提供について 

～ パソコン顔負けの豊富な機能/携帯端末での快適な株式、先物・オプション取引を実現 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社の 3 キャリア向けに、

株式、先物、オプション取引に最適な携帯端末用アプリケーション「kabu アプリ」を、2008 年 12 月 25 日（木）予定から

順次、無料で提供を開始します。 

「kabu アプリ」は、現在、主流の QVGA の画面サイズを持つ携帯端末を想定した高機能、高い操作性、機敏な応答

速度を追求した金融商品取引アプリケーションです。当社の人気コンテンツであるカブボードや板情報はもちろんの

事、逆指値、Ｗ指値®に対応した自動売買画面、資産管理画面、テクニカルチャート、ニュース等の盛りだくさんの機

能を備え、携帯向けに快適なキー操作とスピーディーな画面応答を実現しています。 

 

●パソコン顔負けの豊富な機能を持つ「kabu アプリ」 

 この度提供する３キャリア対応の「kabuアプリ」は、株式会社NTTドコモの携帯電話FOMA 903iシリーズ以降または

703iシリーズ以降、KDDI株式会社の携帯電話au WINシリーズ Brew3.1以上搭載機種、ソフトバンク株式会社の携帯

電話 SoftBank 3G 対応端末に対応します。リアルタイム株価・気配、一目均衡表、ストキャスティクス、回帰トレンド等

の多彩なテクニカルチャート、トムソン・ロイター社およびモーニングスター社提供のニュース、現物株式、信用取引、

先物取引、オプション取引、資産管理等豊富な機能が一つの携帯アプリに集約されています。 

 

 

● 「kabu アプリ｣イメージ画像 

 メニュー画面 売買画面 ニュース画面 

 



カブボード 複数気配 チャート（一目均衡表）  

 

 

 

カブドットコム証券 http://kabu.com                                       東証 1部【8703】 

 - 2 - 

            オプションボード   チャート（ストキャスティクス） 

  

オートログイン機能を搭載。売買画面は不

要なスクロールは極力省き、数字入力と十

字キーを主とした簡単な操作を基本に快

適にご利用出来ます。 



●kabuアプリ 詳細情報 

アプリ名称 kabuアプリ 

i アプリ 
FOMA 903i 以降、703i 以降 ※1 

2008年12月25日（木）開始予定 

EZアプリ（BREW ®） 

 

au Win Brew3.1以上 ※2 

2008年12月25日（木）開始予定 
対応機種/対応開始日 

S!アプリ 
SoftBank3G対応 ※3 

2009年1月14日（水）開始予定 

使用料 無料

ご利用いただけるお客さま カブドットコム証券に口座開設済みの方のみご利用になれます。 

株価情報 日経平均、先物、オプション、国内株式のそれぞれをリアルタイムに 

お取引 現物取引、信用取引、先物取引(大証、東証)、オプション取引(大証) 

資産管理 残高照会、注文約定照会、お客様銀行口座への出金 

投資情報 ニュース(トムソン・ロイター、株式新聞、投資情報局) 

その他機能 
オートログイン、パスワード省略機能、ログイン停止機能(携帯紛失時のセキュリ

ティ対応) 

i アプリ 

 

[STEP1] 

メニューリスト → 証券/カード/マネー/保険 →  

証券 → kabu.com証券 

で当社サイトへアクセス 

[STEP2]  

i アプリから「kabuアプリ」をダウンロード 

EZアプリ（BREW ®） 

 

[STEP1] 

トップメニュー → カテゴリ検索 →  

証券・カード・保険 → 証券 → kabu.com 

で当社サイトへアクセス 

[STEP2] 

EZアプリから「kabuアプリ」をダウンロード 

アクセス方法 

S!アプリ 

[STEP1] 

メニューリスト → 証券・カード・保険 →  

証券 → kabu.com証券 

で当社サイトへアクセス 

[STEP2]  

S!アプリから「kabuアプリ」をダウンロード 

 

※1 対応機種は下記のとおりです。 

SH903i,D903i,SO903i,D903iTV,F903iX（F903iX HIGH-SPEED）,SH903iTV,F903iBSC,SO903iTV, 

SH904i,N904i,F904i,D904i,P904i, 

SH905i,D905i,N905i,P905i,F905i,SO905i,N905iμ,N905iBiz,SH905iTV,SO905iCS,F905iBiz,P905iTV, 

P906i,SO906i,SH906i,N906iμ,F906i,N906i,N906iL onefone,SH906iTV, 

F703i,F705i,D705i,P705i,P705iμ,SO705i,P705iCL,F706i, 

F-01A,N-01A,P-01A,SH-01A,N-03A,F-02A,N-02A,P-03A,SH-02A,SH-03A (2008年11月末現在) 

 

※2 対応機種は下記のとおりです。 
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W31T,W32H,W32S,W32SA,W32T,W33SA,W33SAII,,W41CA,W41H,W41K,W41S,W41SA,W41SH,W41T, 

W42CA,W42H,W42K,W42S,W42SA,W42T,W43CA,W43H,W43HII,W43K,W43S,W43SA,W43T, 

W44K,W44KII,W44KII カメラなし,W44S,W44T,W44TII,W45T,W46T,W47T,W51CA,W51H,W51K,W51P, 

W51S,W51SA,W51SH,W51T,W52CA,W52H,W52K,W52P,W52S,W52SA,W52SH,W52T,W53CA,W53H, 

W53K,W53S,W53SA,W53T,W54T,W55SA,W55T,W61CA,W61H,W61K,W61P,W61PT,W61SH, 

W62K,W62P,W62PT,W62S,W62SA,W63K,W63K カメラ無し,W63SH,W64K,W64S,W54S,W54SA, 

W56T,W61S,W61SA,W61T,W62CA,W62H,W62SH,W62T,W63S,W63SA,W63T,W64SA,W64T,W63H, 

W64SH,W65K,W65T  (2008年11月末現在) 

※3 対応機種は下記のとおりです。 

814T,815T,820T,822T,911T,912T,920T,921T,810SH,811SH,812SH,813SH,814SH,815SH,816SH,820SH,821SH, 

822SH,823SH,910SH,911SH,912SH,913SH,920SH,920SH YK,921SH,922SH,810P,820P,821P,822P,920P, 

931SH,930SH,830SHs,830SH,930SC,830CA,830P,825SH,821N GLA,820N,821N,824SH  (2008年11月末現在) 

 

●携帯チャネルの利用シェアについて 

 当社のお客様の携帯チャネルの利用は安定して利用率が高い傾向にあります。下記は当社における株式のお取引

の 2008 年 11 月チャネル別のシェア(ＰＣ、携帯、kabu マシーン、IVR 等のそれぞれの比較)です。この集計からは、株

式の取引において、携帯端末経由の取引が約4分の1と高いシェアであることがわかります。 

 

 

 

※当月中に当該チャネル毎に利用顧客を集計し、それらを合算したものを分母とし、チャネル毎の利用顧客数を分子

としたもの 

※kabuマシーンとはカブドットコム証券が提供するPC用の有料トレーディングツールです。 

 

・株式約定顧客数の年代別シェア（11月） 

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 

３% ２０% ２５% ２４% ２２% ６% １% 

 

 

●高性能化する携帯端末に積極対応 

最近の携帯端末は高解像度である事、高性能な CPU(中央処理演算装置)、大容量のメモリを搭載しており、利便性

も向上しています。その環境下で、当社は、携帯チャネルに対して他社に先駆けて、iPhone 等の最新のデバイスに対

応し、またウィジェット等の新しい技術にも積極的に対応してきました。これらの取り組みも、当社のお客様の携帯チャ

ネル利用率が非常に高いという結果になったものと考えております。 

 ３キャリアに対応した携帯アプリをご提供させていただく事で、ますます当社の携帯取引シェアが伸び、ご利用され

るお客様の満足度に貢献するものと考えております。 
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● カブドットコム証券のモバイルサイトは長年にわたり利用者数の上位をキープ。 

NTTドコモのiモード利用者数順メニューリストにて、当社は2001年11月以降3番目に位置し

ています。  

※2007年4月より【FOMA/Flash版】では掲載順位2位。（3 ヶ月に一度更新） 

 

 

 

 

 

 

● 弊社のモバイルサイトは評価機関から高い評価を受けております。 

Gomez 2006年4月 モバイルオンライン証券ランキング 総合第1位 

オンライン証券モバイルサイト・ランキングにおいて、当社が総合得点で第 1位を獲得。モバイルサイトの第 1位獲得

は、2期連続。カテゴリ別でも「モバイルサイトの使いやすさ」「便利な機能・サービス」で第1位を獲得しています。 

総合得点 (得点) 

1. カブドットコム証券 7.32 

2. イー・トレード証券(現ＳＢＩ証券) 7.27 

3. 楽天証券 6.72 

サイトの使いやすさ (得点) 

1. カブドットコム証券 8.08 

2. イー・トレード証券(現ＳＢＩ証券) 8.06 

3. 楽天証券 7.98 

便利な機能・サービス (得点) 

1. カブドットコム証券 6.58 

2. マネックス証券 6.28 

3. イー・トレード証券(現ＳＢＩ証券) 5.68 

 

 

●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。 

●掲載情報は 2008 年 12 月 19 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：執行役 阿部 吉伸 TEL：03-3551-5111 
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