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上場有価証券等書面新旧対照表

（下線部分改正）

現行 改正

別紙 手数料について 

１．「ダイワ・コンサルティング」コースを選択

されているお客様について 

①国内金融商品取引所上場有価証券（債券を除く） 

（省 略） 
＜表1＞ 

約定代金（※1） 
店舗（支店担当者）経由 

最低手数料 2,700 円 

インターネット経由（※2） 

最低手数料 2,052 円 

100 万円以下  約定代金の1.24200％ 約定代金の0.93096％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.95040％＋ 2,916 円 約定代金の0.71280％＋ 2,181 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.70200％＋ 15,336 円 約定代金の0.52596％＋11,523 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.56700％＋ 28,836 円 約定代金の0.42444％＋21,675 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.32400％＋101,736 円 約定代金の0.24300％＋76,107 円 

5,000 万円超 １億円以下 263,736 円 197,607 円 

１億円超 5 億円以下 292,896 円 226,767 円 

5 億円超 10 億円以下 325,296 円 259,167 円 

その後5 億円ごとに ＋32,400 円 ＋32,400 円 

（省 略） 

別紙 手数料について 

１．「ダイワ・コンサルティング」コースを選択

されているお客様について 

①国内金融商品取引所上場有価証券（債券を除く） 

（現行どおり）
＜表1＞ 

約定代金（※1） 
店舗（支店担当者）経由 

最低手数料 2,750 円 

インターネット経由（※2） 

最低手数料 2,090 円 

100 万円以下  約定代金の1.26500％ 約定代金の0.94820％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.96800％＋ 2,970 円 約定代金の0.72600％＋ 2,222 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.71500％＋ 15,620 円 約定代金の0.53570％＋11,737 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.57750％＋ 29,370 円 約定代金の0.43230％＋22,077 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.33000％＋103,620 円 約定代金の0.24750％＋77,517 円 

5,000 万円超 １億円以下 268,620 円 201,267 円 

１億円超 5 億円以下 298,320 円 230,967 円 

5 億円超 10 億円以下 331,320 円 263,967 円 

その後5 億円ごとに ＋33,000 円 ＋33,000 円 

（現行どおり）

○株式累積投資

（省 略） 
＜表2＞ 

約定代金 
店舗（支店担当者）経由 

インターネット経由（売却のみ） 

100 万円以下  約定代金の1.24200％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.97200％＋ 2,700 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.75600％＋ 13,500 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.62100％＋ 27,000 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.40500％＋ 91,800 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.24300％＋172,800 円 

１億円超 3 億円以下 約定代金の0.21600％＋199,800 円 

3 億円超 5 億円以下 約定代金の0.13500％＋442,800 円 

5 億円超 10 億円以下 約定代金の0.10800％＋577,800 円 

10 億円超 約定代金の0.08100％＋847,800 円 

（省 略） 

○株式累積投資

（現行どおり） 
＜表2＞ 

約定代金 
店舗（支店担当者）経由 

インターネット経由（売却のみ） 

100 万円以下  約定代金の1.26500％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.99000％＋ 2,750 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.77000％＋ 13,750 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.63250％＋ 27,500 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.41250％＋ 93,500 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.24750％＋176,000 円 

１億円超 3 億円以下 約定代金の0.22000％＋203,500 円 

3 億円超 5 億円以下 約定代金の0.13750％＋451,000 円 

5 億円超 10 億円以下 約定代金の0.11000％＋588,500 円 

10 億円超 約定代金の0.08250％＋863,500 円 

（現行どおり）

②国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換

社債型を含む）

（省 略） 

＜表3＞ 

約定代金 店舗（支店担当者）経由 

100 万円以下 約定代金の1.0800％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.9720％＋ 1,080 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.7560％＋ 11,880 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.5940％＋ 28,080 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.4320％＋ 76,680 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.2700％＋157,680 円 

1 億円超 10 億円以下 約定代金の0.2160％＋211,680 円 

10 億円超 約定代金の0.1620％＋751,680 円 

②国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換

社債型を含む）

（現行どおり） 

＜表3＞ 

約定代金 店舗（支店担当者）経由 

100 万円以下 約定代金の1.1000％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.9900％＋ 1,100 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.7700％＋ 12,100 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.6050％＋ 28,600 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.4400％＋ 78,100 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.2750％＋160,600 円 

1 億円超 10 億円以下 約定代金の0.2200％＋215,600 円 

10 億円超 約定代金の0.1650％＋765,600 円 
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現行 改正

③外国金融商品取引所上場株券等（外国金融商品取引

所の売買立会による市場への委託注文の取次時）

（省 略） 
＜表4＞ 

約定代金 店舗（支店担当者）経由 インターネット経由（※2） 

100 万円以下 約定代金の0.97200％ 約定代金の0.72900％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.86400％＋ 1,080 円 約定代金の0.64800％＋  810 円 

300 万円超 500 万円以下 約定代金の0.70200％＋ 5,940 円 約定代金の0.52596％＋ 4,471 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.64800％＋ 8,640 円 約定代金の0.48600％＋ 6,469 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.54000％＋ 19,440 円 約定代金の0.40500％＋14,569 円 

3,000万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.43200％＋ 51,840 円 約定代金の0.32400％＋38,869 円 

5,000万円超 １億円以下 約定代金の0.37800％＋ 78,840 円 約定代金の0.28296％＋59,389 円 

１億円超 約定代金の0.32400％＋132,840 円 約定代金の0.24300％＋99,349 円 

（省 略）

③外国金融商品取引所上場株券等（外国金融商品取引

所の売買立会による市場への委託注文の取次時）

（現行どおり） 
＜表4＞ 

約定代金 店舗（支店担当者）経由 インターネット経由（※2） 

100 万円以下 約定代金の0.99000％ 約定代金の0.74250％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.88000％＋ 1,100 円 約定代金の0.66000％＋  825 円 

300 万円超 500 万円以下 約定代金の0.71500％＋ 6,050 円 約定代金の0.53570％＋ 4,554 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.66000％＋ 8,800 円 約定代金の0.49500％＋ 6,589 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.55000％＋ 19,800 円 約定代金の0.41250％＋14,839 円 

3,000万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.44000％＋ 52,800 円 約定代金の0.33000％＋39,589 円 

5,000万円超 １億円以下 約定代金の0.38500％＋ 80,300 円 約定代金の0.28820％＋60,489 円 

１億円超 約定代金の0.33000％＋135,300 円 約定代金の0.24750％＋101,189 円 

（現行どおり）

２．「ダイワ・ダイレクト」コースを選択されているお

客様について

①国内金融商品取引所上場有価証券（債券を除く） 

（省 略） 

（Ａ）約定ごと手数料

（省 略） 

＜表5＞ 

約定代金 
コンタクトセンター経由 

最低手数料 1,890 円 

インターネット経由 

最低手数料 1,080 円 

100 万円以下  約定代金の0.86940％ 約定代金の0.37260％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.66528％＋ 2,041 円 約定代金の0.28512％＋  874 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.49140％＋10,735 円 約定代金の0.21060％＋ 4,600 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.39636％＋20,239 円 約定代金の0.16956％＋ 8,704 円 

3,000万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.22680％＋71,107 円 約定代金の0.09720％＋30,412 円 

5,000万円超 １億円以下 184,507 円 79,012 円 

１億円超 5 億円以下 213,667 円 108,172 円 

5 億円超 10 億円以下 246,067 円 140,572 円 

その後5 億円ごとに ＋32,400 円 ＋32,400 円 

（Ｂ）ダイワの１日定額手数料（愛称：ハッスルレー

ト）

１日の約定代金合計が 300 万円（※4）までなら、取

引回数に関係なく委託手数料が3,240円となります。

以降、300 万円を超えるごとに 3,240 円が加算され

ます。

（省 略）

２．「ダイワ・ダイレクト」コースを選択されているお

客様について

①国内金融商品取引所上場有価証券（債券を除く） 

（現行どおり）

（Ａ）約定ごと手数料

（現行どおり）

＜表5＞ 

約定代金 
コンタクトセンター経由 

最低手数料 1,925 円 

インターネット経由 

最低手数料 1,100 円 

100 万円以下  約定代金の0.88550％ 約定代金の0.37950％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.67760％＋ 2,079 円 約定代金の0.29040％＋  891 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.50050％＋10,934 円 約定代金の0.21450％＋ 4,686 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.40370％＋20,614 円 約定代金の0.17270％＋ 8,866 円 

3,000万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.23100％＋72,424 円 約定代金の0.09900％＋30,976 円 

5,000万円超 １億円以下 187,924 円 80,476 円 

１億円超 5 億円以下 217,624 円 110,176 円 

5 億円超 10 億円以下 250,624 円 143,176 円 

その後5 億円ごとに ＋33,000 円 ＋33,000 円 

（Ｂ）ダイワの１日定額手数料（愛称：ハッスルレー

ト）

１日の約定代金合計が 300 万円（※4）までなら、取

引回数に関係なく委託手数料が3,300円となります。

以降、300 万円を超えるごとに 3,300 円が加算され

ます。

（現行どおり）

○株式累積投資

（省 略） 
＜表6＞ 

約定代金 
コンタクトセンター経由 

インターネット経由（売却のみ） 

100 万円以下  約定代金の1.24200％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.97200％＋ 2,700 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.75600％＋ 13,500 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.62100％＋ 27,000 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.40500％＋ 91,800 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.24300％＋172,800 円 

１億円超 3 億円以下 約定代金の0.21600％＋199,800 円 

3 億円超 5 億円以下 約定代金の0.13500％＋442,800 円 

5 億円超 10 億円以下 約定代金の0.10800％＋577,800 円 

10 億円超 約定代金の0.08100％＋847,800 円 

（省 略）

○株式累積投資

（現行どおり）
＜表6＞ 

約定代金 
コンタクトセンター経由 

インターネット経由（売却のみ） 

100 万円以下  約定代金の1.26500％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.99000％＋ 2,750 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.77000％＋ 13,750 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.63250％＋ 27,500 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.41250％＋ 93,500 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.24750％＋176,000 円 

１億円超 3 億円以下 約定代金の0.22000％＋203,500 円 

3 億円超 5 億円以下 約定代金の0.13750％＋451,000 円 

5 億円超 10 億円以下 約定代金の0.11000％＋588,500 円 

10 億円超 約定代金の0.08250％＋863,500 円 

（現行どおり）
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現行 改正 
②国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換

社債型を含む） 
（省 略） 

＜表7＞ 

約定代金 コンタクトセンター経由 

  100 万円以下 約定代金の1.0800％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.9720％＋ 1,080 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.7560％＋ 11,880 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.5940％＋ 28,080 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.4320％＋ 76,680 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.2700％＋157,680 円 

1 億円超 10 億円以下 約定代金の0.2160％＋211,680 円 

10 億円超  約定代金の0.1620％＋751,680 円 

  

②国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換

社債型を含む） 
（現行どおり） 

＜表7＞ 

約定代金 コンタクトセンター経由 

  100 万円以下 約定代金の1.1000％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.9900％＋ 1,100 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.7700％＋ 12,100 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.6050％＋ 28,600 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.4400％＋ 78,100 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.2750％＋160,600 円 

1 億円超 10 億円以下 約定代金の0.2200％＋215,600 円 

10 億円超  約定代金の0.1650％＋765,600 円 

  

③外国金融商品取引所上場株券等（外国金融商品取引

所の売買立会による市場への委託注文の取次時） 
（省 略） 

＜表8＞ 

約定代金 コンタクトセンター経由 インターネット経由 

  100 万円以下 約定代金の0.68040％ 約定代金の0.29160％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.60480％＋  756 円 約定代金の0.25920％＋  324 円 

300 万円超 500 万円以下 約定代金の0.49140％＋ 4,158 円 約定代金の0.21060％＋ 1,782 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.45360％＋ 6,048 円 約定代金の0.19440％＋ 2,592 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.37800％＋13,608 円 約定代金の0.16200％＋ 5,832 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.30240％＋36,288 円 約定代金の0.12960％＋15,552 円 

5,000万円超 １億円以下 約定代金の0.26460％＋55,188 円 約定代金の0.11340％＋23,652 円 

１億円超  約定代金の0.22680％＋92,988 円 約定代金の0.09720％＋39,852 円 

  
＜表9＞ 

約定代金 コンタクトセンター経由 

  100 万円以下  約定代金の0.97200％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.86400％＋ 1,080 円 

３00 万円超 ５00 万円以下 約定代金の0.70200％＋ 5,940 円 

５00 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.64800％＋ 8,640 円 

１,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.54000％＋ 19,440 円 

３,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.43200％＋ 51,840 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.37800％＋ 78,840 円 

1 億円超  約定代金の0.32400％＋132,840 円 

  

（省 略） 

③外国金融商品取引所上場株券等（外国金融商品取引

所の売買立会による市場への委託注文の取次時） 
（現行どおり） 

＜表8＞ 

約定代金 コンタクトセンター経由 インターネット経由 

  100 万円以下 約定代金の0.69300％ 約定代金の0.29700％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.61600％＋  770 円 約定代金の0.26400％＋  330 円 

300 万円超 500 万円以下 約定代金の0.50050％＋ 4,235 円 約定代金の0.21450％＋ 1,815 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.46200％＋ 6,160 円 約定代金の0.19800％＋ 2,640 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.38500％＋13,860 円 約定代金の0.16500％＋ 5,940 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.30800％＋36,960 円 約定代金の0.13200％＋15,840 円 

5,000万円超 １億円以下 約定代金の0.26950％＋56,210 円 約定代金の0.11550％＋24,090 円 

１億円超  約定代金の0.23100％＋94,710 円 約定代金の0.09900％＋40,590 円 

  
＜表9＞ 

約定代金 コンタクトセンター経由 

  100 万円以下  約定代金の0.99000％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.88000％＋ 1,100 円 

３00 万円超 ５00 万円以下 約定代金の0.71500％＋ 6,050 円 

５00 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.66000％＋ 8,800 円 

１,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.55000％＋ 19,800 円 

３,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.44000％＋ 52,800 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.38500％＋ 80,300 円 

1 億円超  約定代金の0.33000％＋135,300 円 

  

（現行どおり） 
３．登録金融機関の金融商品仲介業務を通じて口座開

設されたお客様について 
①国内金融商品取引所上場有価証券（債券を除く） 

（省 略） 

＜表10＞ 

約定代金※1 

コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 

最低手数料 2,700 円 

インターネット経由※2 

最低手数料 2,052 円 

 100 万円以下   約定代金の1.24200％ 約定代金の0.93096％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.95040％＋ 2,916 円 約定代金の0.71280％＋ 2,181 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.70200％＋ 15,336 円 約定代金の0.52596％＋11,523 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.56700％＋ 28,836 円 約定代金の0.42444％＋21,675 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.32400％＋101,736 円 約定代金の0.24300％＋76,107 円 

5,000 万円超 １億円以下 263,736 円 197,607 円 

１億円超 5 億円以下 292,896 円 226,767 円 

5 億円超 10 億円以下 325,296 円 259,167 円 

その後5 億円ごとに ＋32,400 円 ＋32,400 円 

  

３．登録金融機関の金融商品仲介業務を通じて口座開

設されたお客様について 
①国内金融商品取引所上場有価証券（債券を除く） 

（現行どおり） 

＜表10＞ 

約定代金※1 

コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 

最低手数料 2,750 円 

インターネット経由※2 

最低手数料 2,090 円 

 100 万円以下   約定代金の1.26500％ 約定代金の0.94820％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.96800％＋ 2,970 円 約定代金の0.72600％＋ 2,222 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.71500％＋ 15,620 円 約定代金の0.53570％＋11,737 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.57750％＋ 29,370 円 約定代金の0.43230％＋22,077 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.33000％＋103,620 円 約定代金の0.24750％＋77,517 円 

5,000 万円超 １億円以下 268,620 円 201,267 円 

１億円超 5 億円以下 298,320 円 230,967 円 

5 億円超 10 億円以下 331,320 円 263,967 円 

その後5 億円ごとに ＋33,000 円 ＋33,000 円 
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現行 改正 
 

（省 略） 

 

 
（現行どおり） 

 
○株式累積投資 

（省 略） 

＜表11＞ 

約定代金 

コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 

インターネット経由（売却のみ） 

  100 万円以下   約定代金の1.24200％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.97200％＋ 2,700 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.75600％＋ 13,500 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.62100％＋ 27,000 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.40500％＋ 91,800 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.24300％＋172,800 円 

１億円超 3 億円以下 約定代金の0.21600％＋199,800 円 

3 億円超 5 億円以下 約定代金の0.13500％＋442,800 円 

5 億円超 10 億円以下 約定代金の0.10800％＋577,800 円 

10 億円超  約定代金の0.08100％＋847,800 円 

  

（省 略） 

 

○株式累積投資 
（現行どおり） 

＜表11＞ 

約定代金 

コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 

インターネット経由（売却のみ） 

  100 万円以下   約定代金の1.26500％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.99000％＋ 2,750 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.77000％＋ 13,750 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.63250％＋ 27,500 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.41250％＋ 93,500 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.24750％＋176,000 円 

１億円超 3 億円以下 約定代金の0.22000％＋203,500 円 

3 億円超 5 億円以下 約定代金の0.13750％＋451,000 円 

5 億円超 10 億円以下 約定代金の0.11000％＋588,500 円 

10 億円超  約定代金の0.08250％＋863,500 円 

  

（現行どおり） 

 
②国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換

社債型を含む） 
（省 略） 

＜表12＞ 

約定代金 
コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 

  100 万円以下 約定代金の1.0800％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.9720％＋ 1,080 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.7560％＋ 11,880 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.5940％＋ 28,080 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.4320％＋ 76,680 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.2700％＋157,680 円 

1 億円超 10 億円以下 約定代金の0.2160％＋211,680 円 

10 億円超  約定代金の0.1620％＋751,680 円 

  

②国内金融商品取引所上場新株予約権付社債券（転換

社債型を含む） 
（現行どおり） 

＜表12＞ 

約定代金 
コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 

  100 万円以下 約定代金の1.1000％ 

100 万円超 500 万円以下 約定代金の0.9900％＋ 1,100 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.7700％＋ 12,100 円 

1,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.6050％＋ 28,600 円 

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.4400％＋ 78,100 円 

5,000 万円超 １億円以下 約定代金の0.2750％＋160,600 円 

1 億円超 10 億円以下 約定代金の0.2200％＋215,600 円 

10 億円超  約定代金の0.1650％＋765,600 円 

  

③外国金融商品取引所上場株券等（外国金融商品取引

所の売買立会による市場への委託注文の取次時） 
（省 略） 

＜表13＞ 

約定代金 
コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 
インターネット経由 

  100 万円以下 約定代金の0.97200％ 約定代金の0.72900％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.86400％＋ 1,080 円 約定代金の0.64800％＋  810 円 

300 万円超 500 万円以下 約定代金の0.70200％＋ 5,940 円 約定代金の0.52596％＋ 4,471 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.64800％＋ 8,640 円 約定代金の0.48600％＋ 6,469 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.54000％＋ 19,440 円 約定代金の0.40500％＋14,569 円 

3,000万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.43200％＋ 51,840 円 約定代金の0.32400％＋38,869 円 

5,000万円超 １億円以下 約定代金の0.37800％＋ 78,840 円 約定代金の0.28296％＋59,389 円 

１億円超  約定代金の0.32400％＋132,840 円 約定代金の0.24300％＋99,349 円 

  
（省 略） 

 

③外国金融商品取引所上場株券等（外国金融商品取引

所の売買立会による市場への委託注文の取次時） 
（現行どおり） 

＜表13＞ 

約定代金 
コールセンター経由 

お取扱窓口（登録金融機関）経由 
インターネット経由 

  100 万円以下 約定代金の0.99000％ 約定代金の0.74250％ 

100 万円超 300 万円以下 約定代金の0.88000％＋ 1,100 円 約定代金の0.66000％＋  825 円 

300 万円超 500 万円以下 約定代金の0.71500％＋ 6,050 円 約定代金の0.53570％＋ 4,554 円 

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の0.66000％＋ 8,800 円 約定代金の0.49500％＋ 6,589 円 

1,000万円超 3,000 万円以下 約定代金の0.55000％＋ 19,800 円 約定代金の0.41250％＋14,839 円 

3,000万円超 5,000 万円以下 約定代金の0.44000％＋ 52,800 円 約定代金の0.33000％＋39,589 円 

5,000万円超 １億円以下 約定代金の0.38500％＋ 80,300 円 約定代金の0.28820％＋60,489 円 

１億円超  約定代金の0.33000％＋135,300 円 約定代金の0.24750％＋101,189 円 

  
（現行どおり） 

 

 


