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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 

 

毎月 1,000円から積み立てできる「千円積立」を、「プチ株」と「投資信託」で開始 

～ 国内初、株式（単元未満株）を 1,000円から積立可能。「千円積立」参考ポートフォリオ発信。 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2009年12月25日（金）から、毎月1,000円から積み立てできる「千円積立」を、「プ

チ株（単元未満株取引）」と「投資信託（ファンド）」で開始いたします。株式（単元未満株）を1,000円から積み立てできる

サービスは国内証券初となります。 

この「千円積立」は、プチ株や投資信託を、当社証券口座はもとより銀行預貯金口座からの自動引落（口座振替）で、

毎月1,000円以上1円単位の少額から、複数のプチ株や投資信託を組み合わせて積み立てていくことが可能です。 

当社では、積立投資の促進やポートフォリオ作りの参考としていただくために、kabu.com投資情報室メンバー等の

参考ポートフォリオを、千円積立スタート時からホームページにてご紹介して参ります。 

 

● 「千円積立」概要  

「株式は単元株から」「投信は1万円から」といった常識にとらわれず、この「千円積立」では、1,000円以上1円単位

でプチ株や投資信託を毎月積み立てていただけます。「プチ株を7,000円分積み立て」「投資信託を5,000円分積み立

て」「投信とプチ株を組み合わせて1万円分積み立て」と、少額でも幅広い積み立てプランを立ててポートフォリオを構

築できます。さらに、年2回までお好きな月に1円以上1円単位で増額買付を設定していただけます。 

買付代金は、銀行預貯金口座からの自動引落（口座振替）か当社証券口座からの引落で決済できます。また、携

帯電話、電話、E-mail に、「引落結果」や「約定結果」をお知らせする自動通知サービスもご利用いただけます。 
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● kabu.com投資情報室の「千円積立」参考ポートフォリオ 

個人投資家の皆さまへの参考ポートフォリオを、kabu.com投資情報室のメンバーが作成しました。「千円積立」スター

ト後は、ホームページ等にて参考ポートフォリオをアップして参ります。 

 

山田勉 

投資情報室長 

マーケットアナリスト 

【設定額10,000円】「ハイテク関連ポートフォリオ」 

「ハイテク関連ポートフォリオ」は安値圏にあって、技術力の高いハイテク株を今の間にし

っかり貯め込んで、来るべき好況に向け大きく育てようの意図です。半導体や通信絡み

の ITテクノロジーの未来こそ、日本の未来です。 

新光電工（6967） 3,000円

東京精密（7729） 3,000円

日電波（6779） 2,500円

アンリツ（6754） 1,500円 

 

河合達憲 

投資情報室 

マーケットストラテジスト 

【設定額10,000円】「デフレ下でも成長する企業ポートフォリオ＆中国経済成長」 

マーケットは一旦の底は脱したが来年もデフレに陥った後遺症からの回復・

出直り相場が続くと想定する。高度な経営技術や製品技術、さらに商品展開力

を有する企業のポートフォリオをチョイスした。 

また、投信では来年の上海万博を睨んでチャイナオープンを選択。 

ABCマート(2670) 3,500円

戸田工(4100) 3,000円

電化(4061) 2,000円

三菱UFJチャイナオープン 1,500円 

 

藤本誠之 

営業推進室 

マーケットアナリスト 

【設定額20,000円】藤本は、「チャインドネシア」関連ポートフォリオを提案します。

「チャインドネシア」とは、文字通り、中国、インド、インドネシアの3国を指してお

り、人口が多く、今後内需中心の持続的成長が期待できるこの3国の成長の果

実を得ることの出来そうな銘柄を選択して、8銘柄で、月に2万円程度の投資ポ

ートフォリオを作成しました。 

マンダム(4917) 3,500円

日本碍子(5333) 3,000円

パナソニック(6752) 3,500円

スズキ(7269) 3,000円

住友商事(8053) 1,500円

日本郵船(9101) 1,500円

三菱ＵＦＪ／ドイチェ インド株式ファンド 2,000円

三菱ＵＦＪ チャイナオープン 2,000円 

 

臼田琢美 

執行役 営業本部長 

【設定額20,000円】「千円積立で、楽しく！学ぶ！」をコンセプトに沢山選びました。千円

積立は少額で多くの銘柄を選べるのがメリットですから、あえて絞らずに幅広くポートフォ

リオを組むのも一法です。好きな株式や気になる投信を、ドンドン買い物かごに詰め込

むイメージ！株式は大型と小型の身近な企業から選び、投資信託はブラジル重視で株

式・債券に幅広く。プランの変更も簡単ですから、たっぷりと使いこなしてください。締め

の一句、「気になれば、千円積立、始め時」 

ハウス食品（2810） 3,500円

ブックオフコーポレーション（3313） 3,000円

世界国債インデックスファンド（年1回決算型） 2,000円

ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型） 2,000円

eMAXIS TOPIX インデックス 1,500円

ステートストリート外国株インデックス 2,000円

ワールド・リート・オープン（１年決算型） 2,000円

ＨＳＢＣブラジルオープン 2,000円

ブラックロック・ゴールド・ファンド 2,000円 
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● 「千円積立」は、「千円積立（プチ株）」と「千円積立（投信）」の 2種類あります。 

名称 千円積立（プチ株） 千円積立（投信） 

対象 
プチ株（単元未満株取引） 

 → 約3,200銘柄 

投資信託 

 → 135 ファンド、内ノーロード 69ファンド 

申込金額 1,000円以上1円単位 

銀行預貯金口座からの自動引落【入金手数料無料】 

三菱東京ＵＦＪ銀行(※)、三井住友銀行(※)、みずほ銀行、ゆうちょ銀行 

スルガ銀行、大垣共立銀行、泉州銀行、ジャパンネット銀行(※) 

※「らくらく電子契約」にて、Web上から 24時間いつでも簡単にお申込いただけます。 

決済 

当社証券口座からの引落 

指定日 「毎月○日」と自由に設定可能。年2回まで増額設定可能。 

 

＜積立プランの例＞ 

好きな株式や投資信託を、好きな日に、銀行預貯金口座か証券口座から、1,000円以上1円単位で、自由

に設定できる「千円積立」ならではの積立プランの例をご紹介します。 

・○山□夫さんの積立プラン 

（毎月13,000円／三菱東京ＵＦＪ銀行からの自動引落） 

指定日 銘柄 金額 増額 

25日 東芝 3,000円 6月5,000円

25日 三菱マテリアル 2,000円 12月5,000円

25日 eMAXIS 日経225 
3,000円 6月3,000円

12月3,000円

25日 ブラジル債券ファンド 5,000円   

・△川◇子さんの積立プラン 

（毎月9,000円／当社証券口座からの引落） 

指定日 銘柄 金額 増額 

10日 旭化成 3,000円

10日 味の素 3,000円

20日 チャイナオープン 1,000円  

20日 外国株インデックス 1,000円  

20日 世界国債インデックス 1,000円 
 

 

● 「千円積立（プチ株）」 ～ 対象銘柄は約3,200銘柄 

月々1,000円の少額からプチ株の積み立てが可能な「千円積立（プチ株）」は、約3,200

銘柄に対応。「千円積立（プチ株）」とは1,000株単位の銘柄も1株からお買付いただける

「プチ株®」の定期積立サービスです。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。 

しかも、手数料は積立回数に応じて最大で50％割引となりますので、通常のプチ株よりも断然おトクです。 

※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。単元未満の最小単位である 1 株の整数倍で

の売買が可能です。 

 

＜「千円積立（プチ株）」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（プチ株手数料） 
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 

 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 
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＜「千円積立（プチ株）」の特徴＞ 

・ 月々1,000円から始められます。 

月々の指定金額は1,000円以上1円単位でご自由に設定いただけますので、お客さまの資金計画に合わせた積立プ

ランが設計可能です。また、最大年2回の増額設定ができるので、ボーナス月の買い増しも自由自在です。  

・ 豊富な約3200銘柄をご用意。 

「プチ株®」での買付可能銘柄のすべてが積立可能です。東証1部・2部・マザーズ、大証1部・2部・ジャスダック・ヘラ

クレス、名証1部・2部・セントレックスの約3,200銘柄の中からご希望の銘柄をお選びいただけます。  

・ 積立回数に応じて手数料割引。 

初回の取引手数料は通常のプチ株®と同じ、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。（最低手数料105円：売り約定代金が105円以下の場合は無料）その後は積立回数に応じて最大50%OFFまで手

数料が低減していく、積み立てるほどにおトクになる手数料体系です。  

・ 金額設定が重要 

千円積立（プチ株）は、設定された金額内で買える株数分だけ買い付けますので、その銘柄の株価を踏まえた指定金

額とすることが重要です。指定金額を指定日終値（計算用基準値）からのストップ高の価格で割って手数料も考慮し発

注株数を決定します。例えば、株価1,550円の株で 2,000円の設定の場合、1株買い付けますが、株価が上昇しストッ

プ高の株価が手数料込みで2,000円を上回ると買い付けられません。指定金額は余裕を持って多めに設定しておくの

がコツです。 

指定金額2,000円÷（株価1,550円＋ストップ幅300円＋手数料105円）＝1.02 → 1株買付 

指定金額2,000円÷（株価1,600円＋ストップ幅300円＋手数料105円）＝0.99 → 買付できない 

・ 自動引落で安心・おトク。 

買付代金の支払方法に自動引落を設定すれば、資金のお振込を気にすることなくご利用いただけます。しかも、自動

引落には振込手数料がかからないため、コスト面でもおトクです。  

 

● 「千円積立（投信）」 ～ 対象投資信託は135 ファンド 

月々1,000円の少額からファンドの積み立てが可能な「千円積立（投信）」は、135ファンド(内ノーロード69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。 

購入代金は預貯金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、毎月の引落日はお客さまのご都合に合わせて指定できるので、給料日に合わせた積み立てなど便利

かつ柔軟な資産形成・資産運用が可能です。 

なお、対象投資信託については、通常のお取引においても1,000円以上1円単位でお取引いただけます。 

 

＜千円積立（投信）の主な対象ファンド＞ 

 ファンド名 運用会社 手数料 

eMAXIS 日経225 インデックス 三菱UFJ投信 無料 
日本株パッシブ 

STAM TOPIX インデックス・オープン 住信アセット 無料 

日本株アクティブ フィデリティ日本成長株ファンド フィデリティ投信 2.1％ 

日本株高配当 好配当ジャパンオープン 損保ジャパン 無料 

Sストリート外国株インデックス ステートストリート 無料 
海外株式パッシブ 

eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ投信 無料 

海外株式アクティブ 朝日NvestGバリュー株オープン 朝日ライフ 無料 

海外株式高配当 グローバル株式インカム（毎月） 国際投信 無料 

三菱UFJ チャイナオープン 三菱UFJ投信 無料 

シュローダーBRICs株式ファンド シュローダー 3.15％ BRICs株式 

HSBC ブラジルオープン HSBC 3.15％ 

グローバル・ソブリン・オープン 国際投信 無料 
外国債券 

DIAM高格付インカム・オープン DIAM 1.05％ 

外国不動産 ワールド・リート・オープン 国際投信 無料 

コモディティ ニッセイ コモディティファンド ニッセイアセット 1.05％ 

 

以上 
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●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2009年12月25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 

 


