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「プチ株®」の手数料を引き下げ。約定代金2万円で最大44％引き下げ 

～ 単元株・単元未満株に関わらず約定代金2万円まで105円。「プチ株®つみたて」の手数料割引で最低52円 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2009 年 5 月 21 日（木）予定から、単元未満株取引「プチ株®」の手数料を改定します。最

低手数料の適用範囲をこれまでの 1万 1111 円から 2万円までに拡大し、それ以降は約定代金1万円増加まで毎に 70円

加算する体系とします。これにより、1 万 1111 円を上回るすべての約定代金において手数料はこれまでより安くなり、最大

44％の値下げとなります。 さらに月々1 万円から始められる「プチ株®つみたて」は積み立て回数に応じて手数料が最大

50％割引になります。毎月2万円までの積み立てなら最低52円になります。 

 

2009年1月の株券電子化以降、単元株式数（売買単位）を100株へ統一することを目標とする旨の全国証券取引所の動

向（売買単位の集約に向けた行動計画）を考慮し、1 単元を 100 株とする単元株制度を採用する企業が増えて参ります。   

それに伴い、プチ株での取引可能銘柄の増加が想定されます。また、当社の現物株式手数料も約定代金2万円までは105

円です。今回のプチ株手数料改定によりカブドットコム証券では単元株、単元未満株にかかわらず、約定代金2万円以下で

は、株式手数料105円でお取引が可能になります。 

 

● 「プチ株®」新手数料体系 

旧 新 

約定代金の0.945%（最低手数料 105円） → 約定代金2万円まで 105円、 

以降約定代金1万円増加まで毎に 70円加算。 

※手数料は消費税込み 

   ※オペレーター（電話）経由の場合は、上記手数料に 2,100 円を加算（最低手数料 2,205 円）。 

※前日終値で計算した予定受渡金額概算（※1）が 3,000 円以下となるオペレーター経由の売却注文は承れ

ません。 

※約定代金が 105 円以下となる売却については、手数料が 0 円で計算されます。 

※プチ株は、割引プラン「kabu マシーンの日」「ファンド DE 割引」の対象です。 

※1 予定受渡金額概算：前日終値から導き出されたストップ安の金額に株数を掛けたものを指します。 

 

＜新旧手数料比較例＞ 

 旧 新  

約定代金2万円 189円 105円  → 44％値下げ 

約定代金2万5千円 236円 175円  → 25％値下げ 

約定代金3万円 283円 175円  → 38％値下げ 

約定代金5万円 472円 315円  → 33％値下げ 

約定代金10万円 945円 665円  → 29％値下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 「プチ株®つみたて」新手数料体系 

初回積立時については割引はありませんが、以降、積立回数に比例して割引いたします。（最大で手数料率の50%割引） 

※手数料計算はお申込いただく指定金額ではなく、実際の約定代金を元に計算いたします。 

積立回数 手数料率 最低手数料 

初回 
約定代金2万円まで105円、 

以降約定代金1万円増加まで毎に70円加算。 
105円 

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

 - 2 - 

 積立回数により、毎月1割、最大5割引まで、手数料率が低減します。 

2回目 プチ株手数料の10%割引 94円 

3回目 プチ株手数料の20%割引 84円 

4回目 プチ株手数料の30%割引 73円 

5回目 プチ株手数料の40%割引 63円 

6回目以降 プチ株手数料の50%割引 52円 

 

● プチ株®とは 

プチ株®とはカブドットコム証券の単元未満株を売買できるサービスで、下記の特徴があります。 

・ 単元未満の最小単位である1株の整数倍での売買が可能。  

・ 購入いただいたお客さまの名義で取り扱われ正規の株主として発行会社に登録さ

れるので特定口座での管理が可能。  

・ 証券保管振替機構を通じた他社からの移管が可能。  

・ 株式分割などで単元未満と成った端株をお持ちの場合、単元に満たない不足分をプ

チ株®で購入し単元株とする事ができ、また端株をプチ株®で売却することも可能。  

・ 単元株のお取引同様、事前に購入代金をご準備いただかなくとも、預り資産の範囲内でご注文いただくことが可能。  

・ 約定代金のご精算について単元株同様、自動引落を選択いただくことが可能。  

・ プチ株®で購入した単元未満株も信用取引の保証金代用証券、先物・オプション取引の証拠金代用証券として利用可能。 

サービス名称 プチ株® 

注文受付時間 24時間 

取扱銘柄 東証 1部・2 部・マザーズ、大証1部・2 部・ヘラクレス、名証 1部・2 部・セントレックス、福証・

Q-Board、札証・アンビシャス、ジャスダック・NEO。（福証、札証は売却のみ） 

※ただし、以下の銘柄を除く 

1単元が1株の銘柄、整理ポスト・監理ポスト銘柄、保管振替非同意銘柄、ETF/REIT、その他

当社の事由により取扱対象外とした銘柄  

取引 成行注文。注文いただいた時間により、下記値段で約定いたします。（※） 

東証、大証、名証、福証、札証：前場の始値、もしくは後場の始値 

ジャスダックの売り：前場の始値または後場の終値 

ジャスダックの買い：翌営業日の前場の始値 

※ ただし、ストップ高・ストップ安比例配分となった場合は約定しません。 

※ 受注時間により、翌営業日または翌々営業日の約定となる場合があります。 

※ 取引時間の詳細は、プチ株®のお取引ルールをご確認ください。 

売買単位 1株の整数倍かつ1単元未満の範囲（ただし 1単元が1株超の銘柄に限る） 

【例】1単元が1,000株単位で売買されている銘柄の場合、1株から 999株まで。 

1単元が1株の銘柄は不可。 

買付可能額 預り資産の範囲内（自動引落利用可能） 

名義人 購入したお客さまご自身の名義 

権利等 単元株と同様に株主権があり、配当の配分や株式分割の割当も株数に応じて配分します。た

だし、議決権はありません。 

手数料（税込） 約定代金2万円まで 105円、 

以降約定代金1万円増加まで毎に 70円加算。 

（ただし、売り約定代金が105円以下の場合は、手数料は無料） 

単元株になれば 買い増しで単元株になった場合は、買付直後に通常の取引所取引が可能。 

※プチ株®（単元未満株取引）の対象銘柄が複数市場に上場している場合は、当社が流通性等を考慮して決定した取引所で

の始値の値段とします。現在、複数市場に上場の銘柄で東証以外の価格を適用する銘柄についてはプチ株®の大証基準値

採用銘柄をご覧ください。 

 



【ご参考】 

現物株式手数料 

電話 
インターネット 

自動音声応答 オペレーター 

取引所取引 kabu.comPTS 取引所取引 取引所取引 
約定金額 

成行 指値 成行/指値 成行 指値 成行 指値 

2万円以下 105円 630円 210円 735円 2,205円 2,730円 

20万円以下 500円 1,025円 605円 1,130円 2,600円 3,125円 

100万円以下 1,050円 1,575円 1,155円 1,680円 3,150円 3,675円 

1,000万円以下 1,890円 2,415円 

378円 

1,995円 2,520円 3,990円 4,515円 

1,000万円超 1,000万円を超える部分に対して、100万円毎に42円加算。 

※上記手数料は消費税（5%）を含んでいます。 

※1,000万円を超える部分に対しての手数料は、税抜で計算されその合計に対して消費税が加算されます。 

※ジャスダックは、別途約定代金の0.0315%を加算。 

※複数日にわたる内出来も一注文として計算されます（kabu.comPTS含む）。  

※取引所取引の指値には自動売買（逆指値 / トレーリングストップ / W 指値 / ±指値 / U ターン注文 / リレー注文 / 

自動最良執行注文（kabu.comPTSでの約定を含む））、条件付成行を含みます。 

※自動音声応答（IVR）では自動売買はできません。  

※指値から成行に訂正した場合の手数料は指値の手数料が適用されます。 

※kabu.comPTSは自動音声応答（電話）経由の場合は別途105円を加算。オペレーター（電話）経由の場合は別途2,100円を

加算。 

以上 

 

●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。手数料には消費税が含まれています。 

●信用取引、先物オプション取引は、保証金や証拠金以上のお取引が可能であるため、保証金や保証金を超える大きな損

失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限を越えてのお取引はできません。お取引に際しては、信用取引、

先物オプション取引の契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性や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。 

●掲載情報は2009年5月8日現在のものです。詳細およ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】 

 

<本件に関するお客さま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> 

お客さまサポートセンター TEL：0120-390-390                  担当：執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 
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