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「フリワラ」恒久化。上場カバードワラント取引手数料を完全無料化 

～  トヨタはじめ 26銘柄取引可能 / 店頭カバワラも手数料全額キャッシュバック中  ～ 
 

カブドットコム証券株式会社は 2011 年 1 月 4 日（火）から上場カバードワラントの取引手数料を完全無料化いたします。

現在、「フリワラ®」上場カバードワラントの取引手数料を全額キャッシュバックするキャンペーン（2010 年 11 月 4 日～12 月

30 日）を実施しておりますが、お客さまのご要望及び大阪証券取引所のご協力を得て、新年以降はこれを恒久化しキャン

ペーンではなく取引手数料を完全無料化させていただきます。 

上場カバードワラントは、2010 年 12 月 29 日現在、26 銘柄が大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（保証会社方式）

を発行者として大阪証券取引所に上場しておりますが、今回の完全手数料無料化実施により、より多くの投資家にご利用

いただけるものと考えております。当社はこれまでも、上場投信（ＥＴＦ）の手数料を無料にした「フリーＥＴＦ」、信用取引の大

口手数料の無料化、店頭 FX、ノーロードファンド等様々なフリー商品をご提供しておりますが、今後につきましてもより一層

フリー商品を拡充し、お客さまのご期待にお応えできるよう尽力して参ります。 

 

● 「フリワラ®」上場カバードワラント取引手数料完全無料へ 

期間 2011年1月4日（火） ～  

内容 1月4日（火） 以降に発注された上場カバードワラントの取引手数料を無料とします。 

*「フリワラ®」とは，カバードワラントのフリー（委託手数料ゼロ）キャンペー

ンの統一愛称です。2010年12月現在上場カバードワラントを取引できるのは

カブドットコム証券のみです。 

● 上場カバードワラント銘柄概要 

発行者 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（保証会社方式） 

銘柄 

日経平均株価       上証50連動型上場投資信託      純金上場信託 

楽天             JXホールディングス           JFEホールディングス 

住友金属鉱山       小松製作所                 ソニー 

ローム               京セラ                    トヨタ自動車 

本田技研工業         任天堂                         三井物産 

三井住友FG          みずほFG                      オリックス 

野村HD             T＆Dホールディングス           三井不動産 

ＮＴＴドコモ         ヤマダ電機                 ソフトバンク 

ファーストリテイリング  MS＆ADインシュアランスグループ 

【上場カバードワラント概要】 

取扱銘柄/ワラントタイプ 国内株価指数 国内個別株/コール型・プット型 

取引単位 1単位～1万単位  

リスク ハイリスク、ただし損失は投資元本に限定される 

投資期間 6 ヶ月～12ヶ月程度（発行時） 

注文方法 
成行、指値、寄付、引け、不出来引成、引け指値、逆指値、W指値、±指値、 

U ターン注文、リレー注文、トレーリングストップ 

取引チャネル インターネット、iモード、 Yahoo!ケータイ、EZweb、AIR-EDGE PHONE、モバイル  
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【ご参考】 

＜既存のカブドットコム証券 手数料無料の上場商品＞ 

投資信託や店頭FXやCFDなど店頭商品では取引手数料無料商品が数多く存在いたしますが、上場商品のフリー化（手数

料無料化）は、キャンペーン等で実施されている程度で限定的です。カブドットコム証券は上場カバードワラント以外にも、

上場投資信託（ETF）の一部銘柄を取引手数料無料で提供するサービス「フリーETF」を 2010年6月から導入、また信用取

引においても、前日の取引状況で手数料を無料にする手数料体系を採用しており、数多くのお客さまにご利用いただいて

おります。今後も当社のシステム基盤を活かし手数料無料商品の拡充を進めてまいります。 

 

● 「フリーＥＴＦ」サービス概要 

サービス名称 フリーＥＴＦ （手数料無料のＥＴＦ） 

対象銘柄 当社が定める上場投資信託（ＥＴＦ） 

取引形態 現物取引、kabu.comＰＴＳ（私設市場）、信用取引 

手数料（税込） 無料 （取引チャネル、注文方法に関わらず） 

・  対象の上場投信は手数料コストを考慮せずに取引可能となります。 

＜上場投信の主な特徴＞ 

・ 同種の株価指数等に連動するインデックスファンドと比べて、一般的に信託報酬等のコストが安い。 

・ 代表的な株価指数等に連動するＥＴＦ（上場投信）が対象であり、わかりやすく分散投資できる。 

・ 株式と同じく市場で時価を見ながら機動的に売買できる。自動売買も活用できる。 

・ インデックスファンドと同様に、多数の銘柄に投資することにより、個別銘柄にかかるリスクを分散できる。 

＜ 「フリーＥＴＦ」対象銘柄＞ 

ファンド名 コード 取引所 投信会社 売買単位 手数料 

ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東証 三菱ＵＦＪ投信 10株 無料 

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 大証 三菱ＵＦＪ投信 1株 無料 

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東証 三菱ＵＦＪ投信 10株 無料 

MAXIS 海外株式（MSCI コクサイ）上場投信 1550 東証 三菱ＵＦＪ投信 10株 無料 

JASDAQ-TOP20上場投信 1551 大証 シンプレクス 10株 無料 

国際のETF VIX短期先物指数 1552 大証 国際投信 1株 無料 

 

● 手数料無料の信用取引大口取引  

カブドットコム証券では、信用取引における「前営業日の建玉残高」または「前営業日の新規建て約定代金」に応じて安く

なる手数料体系を採用しています。これにより、「頻繁に売買を繰り返し約定代金が大きくなるお客さま」や「高額の建玉を

行われるお客さま」ほど、信用取引手数料が割安になります。 

前営業日の建玉残高 または前営業日の新規建て約定代金合計 

信用取引手数料体系 
0円以上 

3,000万円未満 

3,000万円以上 

5,000万円未満 

5,000万円以上 

7,000万円未満 

7,000万円 

以上 

50万円以下 483円 458円 338円 

100万円以下 798円 758円 558円 

200万円以下 987円 937円 690円 

500万円以下 1,155円 1,097円 808円 

約
定
代
金 

500万円超～100億円 1,260円 1,197円 882円 

無料 

※前営業日の建玉残高とは前営業日に返済されていない建玉総額。前営業日の新規建て約定代金合計とは前営業日の新

規建て約定金額（売建・買建、内出来を含む）の合計です。※前営業日の建玉残高と前営業日の新規建て約定代金の高い

方を適用。※当日6：00以降のご注文は自動的に手数料割引率が適用されます。※信用取引は、割引プラン「kabuマシーン

の日」「ファンドDE割引」の対象です。※取引チャネル、執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。手数料は5%の

消費税を含んでいます。※信用口座開設時の建玉上限は2億円です。別途審査により建玉上限を変更することが可能です。 
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■ 店頭カバードワラント手数料全額キャッシュバックキャンペーン 

期間 2010年11月29日（月） ～ 2011年4月30日（土） 

内容 期間中に発注された店頭カバードワラントの取引手数料を無料とします。 

※ ご注文の約定時点では、通常の委託手数料が徴収されます。キャッシュバック金額につきましては、月末締めで翌月

末までにお客さまの当社証券口座へ全額キャッシュバックいたします。 

■ 店頭カバードワラント銘柄概要 

発行者 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

銘柄 

eワラント（国内外株価指数、国内外個別株、為替eワラント、バスケットeワラント、コモディティeワ

ラント） 

ニアピン eワラント（対象原資産：日経平均、米ドルリンク債） 

トラッカーeワラント（国内外株価指数、株式バスケット、コモディティ相場を投資対象とするもの） 

取引単位 1,000ワラント単位 

リスク ハイリスク、ただし損失は投資元本に限定される 

注文方法 指値、上限（下限）付き成行、逆指値、リレー注文 

取引チャネル インターネット、iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb、AIR-EDGE PHONE、モバイル 

 

 

●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。 

●店頭・上場カバードワラントの価格は、オプションの対象とする有価証券等の価格変動の影響等により上下します

ので、これより投資元本を割り込むことがあります。 また、店頭・上場カバードワラントが外貨建ての場合や原資産の

対象銘柄が外貨建ての場合には、為替変動リスクがあります。更に、店頭カバードワラントの発行者やオプションの

対象とする有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を

割り込むことがあります。オプションを行使できる期間には制限があります。また、店頭・上場カバードワラントの取引

に係る税制上の取扱いについて、変更等されることとなり、その内容により利益又は不利益を被ることがありますので

ご留意ください。お取引いただく際には、契約締結前書面を良くお読みください。また、お取引いただく際には、交付し

ました目論見書、説明書等を熟読いただき、取引の概要、リスクについて充分ご理解いただいた上で、確認書を提出

いただくことが必要となります。  

●信用取引は、保証金以上のお取引が可能であるため、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。 

●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2010年12月29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> 

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

 


