
 

 

 

平成 23 年 2 月 17 日 

 

各 位 

株式会社大和証券グループ本社 

 

 

本日、当社グループ大和証券株式会社よりプレスリリース「【ダイワのオンライントレード】中国

株メニューのレベルアップについて～ 投資情報サービスの拡充、ETF 取扱銘柄数の拡大など業

界最高水準のサービスをさらにパワーアップ ～」を発表いたしましたので、ご報告申し上げます。 
 

 

 

以 上 

 

 



 

平成 23 年 2 月 17 日 

各 位  

大和証券株式会社 

 

【ダイワのオンライントレード】 

中国株メニューのレベルアップについて 

～ 投資情報サービスの拡充、ETF 取扱銘柄数の拡大など業界最高水準のサービスをさらにパワーアップ ～ 

                      

大和証券株式会社（以下、当社）は、平成 23 年 2 月 18 日（金）より、ダイワのオンライントレード

における中国株の投資情報サービスを大幅に拡充いたします。また、同日より、夜間・休日の予約注文

の受付を開始し、香港証券取引所上場 ETF の取扱銘柄数を拡大いたします。 

さらに、今回のサービス拡充を記念して、平成 23 年 3 月末まで、3つのキャンペーンを実施いたしま

す。この機会に是非、当社でのお取引をご検討ください。 

当社は、ダイワのオンライントレードでの中国株取引につきまして、引続きお客さまの利便性を追求

していくとともに、お客さまに 高水準の投資環境を提供すべく鋭意努めてまいります。詳細は下記の

とおりです。 

記 

 

１．投資情報サービスの大幅拡充（サーチナ社「中国株投資情報 VIP‐LevelⅢ」の提供開始） 

現在提供中の「サーチナ香港株投資情報 VIP－LevelⅠ」を情報量・機能が充実した「中国株投資情報 

VIP－LevelⅢ」にレベルアップいたします。 

  

（１） 提供開始日時 

平成 23 年 2 月 18 日（金） 6 時 

 
（２）主な機能紹介 

◆リアルタイムでの指数情報の提供 

ハンセン、香港 H株、レッドチップ、GEM の 4 指数に 

加え、上海 B株、深セン B株、上海総合、上海 A株、深セン A株、上海 180、上海 50 を提供 

 
◆多機能チャート 

  ハンセン、上海総合、日経平均などの各指数、日本株との比較や一目均衡表、ボリンジャーバンド

などを使ったチャート分析が可能です 

 

◆ポートフォリオ機能（銘柄登録機能） 

  大 300 銘柄の登録が可能です。時価情報や財務情報等をご覧いただけます 

 

◆スクリーニング機能（優良銘柄探し） 

  業種別のスクリーニングや PER、ROE、配当利回り、増収・増益などの項目から銘柄探しが可能です 

 

◆株価騰落通知メール、ニュースクリップメール 

  株価アラートチェックをしている銘柄が指定された騰落率の条件に一致した場合、登録キーワード

にあてはまる記事があった場合、メールで通知いたします 

 



 

２．中国株 夜間・休日の予約注文の受付開始 

 当社では、ダイワのオンライントレードにて、夜間・休日の予約注文の受付を開始いたします。 

 

（１）受付開始日時 

平成 23 年 2 月 18 日（金） 18 時 
 

（２）受付時間 

 中国株の夜間・休日の予約注文を以下の時間に受付いたします。 

 

当社営業日 18：00～翌 3：00 

当社非営業日 6：00～翌１：00 

※香港証券取引所が立会日で、日本が非営業日の場合は、「当日注文」ではなく、「翌営業日の予約注文」と

して受付けます。 

 

３．香港証券取引所上場 ETF の取扱銘柄数の拡大 

当社では、ダイワのオンライントレードにて、香港証券取引所に上場しているETFの取扱銘柄数を拡大

いたします。また、同時に個別株30銘柄をオンライントレード取扱銘柄に追加し、オンライントレード

取扱銘柄数を779銘柄から834銘柄に拡大いたします。 

 

（１）取扱開始日時 

平成 23 年 2 月 18 日（金） 6 時 
 

（２）取扱開始銘柄 

今回取扱いを開始するのは、以下の 3銘柄をはじめとした 25 銘柄です。 

・iシェアーズ FTSE 中国 A株 50 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ETF 

・i シェアーズ BSE SENSEX インディア・インデックス ETF 

・dbx-トラッカーズFTSE ベトナムETF 

 

４．ダイワのオンライントレードでの中国株取引の特長 

（１）特定口座の対象に 

 当社で特定口座を開設後ご購入いただいた中国株は特定口座の対象となり、お客さまに代わって大和証

券が取得価額の管理や損益を計算 

  ｢源泉徴収あり口座｣の選択で、特定口座内での売却、解約、償還や損益計算に関して確定申告不要 

 

（２）中国関連レポートを続々配信 

  現地トップアナリストが執筆するレポートを日本語で提供 

  ダイワのネット図書館「レポートサービス※」の利用でレポートを配信日即日にチェック可能 

※レポートサービスの詳細は当社ホームページでご確認ください。 

 

（３）充実の投資情報（サーチナ社「中国株投資情報 VIP‐LevelⅢ」を提供） 

  優良銘柄探しや業種別スクリーニング機能、多機能チャートが利用可能 

  主要指数や個別銘柄情報が充実 

 

（４）実質的な取引コストは業界最低水準 

 「ダイワ・ダイレクト」コースのインターネット経由注文の場合、実質的な取引コストは業界 低水準※ 



 

  為替スプレッドは片道 12 銭 

※ダイワのオンライントレードでの平均売買金額である5 万香港ドルで比較した場合、円貨決済での実質的な取引コスト（為替ス

プレッドに取扱手数料（国内取次手数料、現地委託手数料、諸経費の合計）を加算）は、業界 低水準（「ダイワ・ダイレクト」

コースのインターネット経由のご注文の場合。平成23年2月16日現在）。 

 

（５）豊富な取扱銘柄 

  香港証券取引所メインボード上場銘柄、新興企業を対象とした GEM（Growth Enterprise Market）上場

銘柄が取引可能。取扱銘柄数は 834 銘柄（平成 23年 2 月 18 日時点）。香港上場 ETF も 27 銘柄取扱い 

 

（６）リアルタイムに取引、夜間・休日の予約注文も可能 

  香港証券取引所へ直接発注するのでリアルタイムに取引可能。夜間・休日の予約注文も取扱開始 

 

（７）外貨建て資産も証券担保ローンの担保に 

  お預けいただいた中国株は証券担保ローンの担保として活用可能 

 

５．中国株キャンペーンについて 

このたびのサービス拡充を記念し、3つのキャンペーンを行います。 

 中国ＥＴＦキャッシュバック 

キャンペーン 
中国株お取引キャンペーン 中国株移管キャンペーン 

期間 平成 23 年 2月 18 日（金）～平成 23 年 3 月 31 日（木） 

内容 

対象となるお客さまについて、期

間中の中国ＥＴＦ取引時の国内

取次手数料（税込）をキャッシュ

バック 

 

対象となるお客さまの中から抽

選で素敵な賞品をプレゼント 

●JTB 旅行券（5 万円相当） 

3 名様 

●マンダリン オリエンタル 東京

ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝｷﾞﾌﾄｾｯﾄ 10 名様 

●中国株四半期速報 

（2011 年春号、亜州 IR 株式会

社編集） 50 名様 

対象となるお客さまに、もれな

く「大和の中国情報（月刊）」

を初回移管月の翌月号から 3

ヶ月間（合計 3 冊）プレゼント 

対象 

期間中に、インターネット（パソコ

ン）で中国ＥＴＦを取引された「ダ

イワ・ダイレクト」コースの個人の

お客さま 

 

期間中に、インターネット（パソコ

ン）で売買代金合計 100 万円以

上（外貨決済の場合は円換算し

て合計 100 万円以上）の中国株

（ETF を除く）を取引された「ダイ

ワ・ダイレクト」コースの個人のお

客さま 

期間中に、他の証券会社から

当社に中国株を移管された

「ダイワ・コンサルティング」コ

ース、「ダイワ・ダイレクト」コー

スの個人のお客さま 

 

申込方法 自動エントリーとなります。別途申込みは必要ありません。 

留意事項 

※平成 23 年 3 月 31 日（木）約定

分までが対象 

※外貨決済の場合、当該取引の

「取引報告書」記載の為替レー

トで円換算（小数点以下四捨

五入）して、キャッシュバック 

※キャッシュバックの金額によっ

ては、税法上、確定申告が必

要になる場合がございます。

詳細については、税理士また

は 寄りの税務署にご確認く

ださい 

※平成 23 年 3 月 31 日（木）約

定分までが対象 

※平成 23 年 3 月 31 日（木）

までに当社への移管手続

きが完了した（当社で残高

が確認できた）方が対象 

 

 

 

 

 



 

 

オンライントレードでの中国株取引等の詳細については、大和証券ホームページ（www.daiwa.jp）を

ご覧ください。 

 

当社は今後も、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指して、ご満足

いただけるようサービスの向上に努めてまいります。 

以 上 

 

 

お問い合わせ先：大和証券グループ本社 広報部 白川・見澤・岸野・木下（Tel．03-5555-1165） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号 

加入協会：日本証券業協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 金融先物取引業協会 

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 

 

手数料等およびリスクについて 

●株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で

国内委託取引を行う場合、約定代金に対して 大1.20750％（但し、 低2,625 円）の委託手数料

（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いた

だくことがあります。 

●株式等の売買等にあたっては、価格の変動による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式

等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま

す。 

●信用取引を行うにあたっては、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要

です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差入

れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 

●非上場債券（国債、地方債、政府保証債、社債）を当社が相手方となりお買付けいただく場合は、

購入対価のみお支払いいただきます。債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じ

るおそれがあります。外国債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じる

おそれがあります。 

●投信信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経

費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあり

ます。 

ご投資にあたっての留意点 

●取引コースや商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結

前交付書面、目論見書等をよくお読みください。 

●外国株式の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあ

ります。 


