
 

 

委託手数料 

 

＜対面取引＞ 

株式・新株予約権証券 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

  100 万円 以下  (約定代金×1.10％)×110% 下限 2,750 円(※) 

  100 万円 超   500 万円 以下 (約定代金×0.800％＋ 3,000 円) ×110% 

  500 万円 超 1,000 万円 以下 (約定代金×0.620％＋12,000 円) ×110% 

1,000 万円 超 2,000 万円 以下 (約定代金×0.500％＋24,000 円) ×110% 

2,000 万円 超 3,000 万円 以下 (約定代金×0.480％＋28,000 円) ×110% 

3,000 万円 超 5,000 万円 以下 (約定代金×0.250％＋97,000 円) ×110% 

5,000 万円 超  244,200 円 

(※)外国金融商品市場における米国およびドイツ株式取引の場合は 4,400 円 

 

 

転換社債型新株予約権付社債 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

  100 万円 以下  (約定代金×0.90％) ×110% 

  100 万円 超   500 万円 以下 (約定代金×0.80％＋ 1,000 円) ×110% 

  500 万円 超 1,000 万円 以下 (約定代金×0.60％＋11,000 円) ×110% 

1,000 万円 超 3,000 万円 以下 (約定代金×0.42％＋29,000 円) ×110% 

3,000 万円 超 5,000 万円 以下 (約定代金×0.25％＋80,000 円) ×110% 

5,000 万円 超  225,500 円 

 

 

国債、その他債券 

約定代金 委託手数料(額面(100 円)につき)（消費税込) 

  500 万円 以下  国債 40 銭×110% その他 80 銭×110% 

  500 万円 超 1,000 万円 以下  35 銭×110%  65 銭×110% 

1,000 万円 超 5,000 万円 以下  30 銭×110%  50 銭×110% 

5,000 万円 超     1 億円 以下  25 銭×110%  35 銭×110% 

    1 億円 超    10 億円 以下  10 銭×110%  20 銭×110% 

   10 億円 超    5 銭×110%  15 銭×110% 

 
 
指数先物 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

 1 億円 以下  (約定代金×0.050％)×110% 

 1 億円 超    3 億円 以下 (約定代金×0.040％＋ 10,000 円)×110% 

 3 億円 超    5 億円 以下 (約定代金×0.030％＋ 40,000 円)×110% 

 5 億円 超   10 億円 以下 (約定代金×0.020％＋ 90,000 円)×110% 

10 億円 超  (約定代金×0.010％＋190,000 円)×110% 

 
 



 

 
指数オプション 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

  300 万円 以下  (約定代金×2.000％)×110% 下限 2,750 円 

  300 万円 超   500 万円 以下 (約定代金×1.800％＋ 6,000 円)×110% 

  500 万円 超 1,000 万円 以下 (約定代金×1.600％＋ 16,000 円)×110% 

1,000 万円 超 3,000 万円 以下 (約定代金×1.200％＋ 56,000 円)×110% 

3,000 万円 超 5,000 万円 以下 (約定代金×0.900％＋146,000 円)×110% 

5,000 万円 超  (約定代金×0.700％＋246,000 円)×110% 

 
 
債券先物 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

  5 億円 以下  (約定額面金額×0.0150％)×110% 

  5 億円 超    10 億円 以下 (約定額面金額×0.0100％＋ 25,000 円)×110% 

 10 億円 超    50 億円 以下 (約定額面金額×0.0050％＋ 75,000 円)×110% 

 50 億円 超  (約定額面金額×0.0025％＋200,000 円)×110% 

 
 
債券先物オプション 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

  500 万円 以下  (約定代金×1.300％)×110% 下限 2,750 円 

  500 万円 超 1,000 万円 以下 (約定代金×0.850％＋ 22,500 円)×110% 

1,000 万円 超 5,000 万円 以下 (約定代金×0.450％＋ 62,500 円)×110% 

5,000 万円 超  (約定代金×0.250％＋162,500 円)×110% 

 
 
有価証券オプション 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

 10 万円 以下  (約定代金×4.000％)×110% 下限 2,750 円 

 10 万円 超    30 万円 以下 (約定代金×3.000％＋  1,000 円)×110% 

 30 万円 超    50 万円 以下 (約定代金×2.000％＋  4,000 円)×110% 

 50 万円 超   100 万円 以下 (約定代金×1.500％＋  6,500 円)×110% 

100 万円 超   300 万円 以下 (約定代金×1.200％＋  9,500 円)×110% 

300 万円 超   500 万円 以下 (約定代金×0.900％＋ 18,500 円)×110% 

500 万円 超  (約定代金×0.600％＋ 33,500 円)×110% 

 

 

（注）表記の手数料には全て消費税が含まれております。 



 

 

 

＜インターネット取引＞ 

株式・新株予約権証券 

(通常手数料コース(１取引につき ) 現物取引) 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

   30 万円 以下    990 円 

   30 万円 超    100 万円 以下 1,650 円 

  100 万円 超    300 万円 以下 2,200 円 

300 万円 超    500 万円 以下 2,750 円 

500 万円 超  1,000 万円 以下 3,300 円 

1,000 万円 超  5,000 万円 以下 3,850 円 

 

(通常手数料コース(１取引につき ) 信用取引) 

約定代金 委託手数料（消費税込) 

   30 万円 以下    495 円 

   30 万円 超    100 万円 以下 825 円 

  100 万円 超   300 万円 以下 1,100 円 

300 万円 超    500 万円 以下 1,375 円 

500 万円 超  1,000 万円 以下 1,650 円 

1,000 万円 超  5,000 万円 以下 1,925 円 

 

(一日定額コース 現物取引・信用取引共通) 

1 日の約定代金合計額 委託手数料（消費税込) 

300 万円 以下  １日に何回取引しても 3,300 円 

300 万円 超    600 万円 以下 １日に何回取引しても 5,500 円 

600 万円 超    900 万円 以下 １日に何回取引しても 7,700 円 

以降 300 万円増える毎に 2,200 円増 

 

 

指数先物 

日経 225 先物取引 日経 225mini 取引 

1 単位あたり 880 円(税込) 1 単位あたり 88 円(税込) 

 

 

指数オプション 

（約定代金×0.550％) 下限 1,100 円 

 
 
（注１）インターネット取引で同一銘柄複数注文約定の場合の一口計算は適用されません。 

（注２）インターネット取引で外国株を取扱う場合の委託手数料は通信取引と同額とします。 

（注 3）表記の手数料には全て消費税が含まれております。 
 



 

 
 

＜通信取引＞ 

株式・新株予約権証券 

（約定代金×0.5％)×110％ 下限 2,750 円(※) 上限 82,500 円 

(※)外国金融商品市場における米国およびドイツ株式取引の場合は 4,400 円 

 

 

転換社債型新株予約権付社債 

（約定代金×0.5％)×110％ 上限 82,500 円 

 

 

（注１）通信取引でオプション買・ＥＢ・株式投信を取扱う場合の委託手数料は対面取引と同額

とします。 

（注２）表記の手数料には全て消費税が含まれております。 

 

 

その他手数料 

 

＜振替出庫手数料（消費税込）＞ 
    
  1. 国内上場株式等（ETF、REIT、優先出資証券及び国内上場外国株式を含みます。） 

① 1 銘柄 1 単元株 1,100 円、 
1 単元株増加につき 550 円。 

        （1 銘柄あたりの手数料上限は 6,600 円）。 
 

単元株数 手数料（消費税込） 単元株数 手数料（消費税込） 
1単元未満 

1,100 円 
6 単元 3,850 円 

1 単元 7 単元 4,400 円 
2 単元 1,650 円 8 単元 4,950 円 
3 単元 2,200 円 9 単元 5,500 円 
4 単元 2,750 円 10 単元 6,050 円 
5 単元 3,300 円 10 単元超 6,600 円 

     

   ② 複数の銘柄を移管する場合、銘柄ごと上表に基づき算定した手数料の合計。 
 
2. その他の有価証券 

     証券の種類（投資信託(※)、個人向け国債、国外上場外国株式、外国債券 等）
ごとに、移管先１社につき、３,300 円。 

        (※) MRF、MMF および中期国債ファンドは移管できません。  
 


