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サービス変更のご案内�

『投信スーパーセンター』のサービス終了に伴いまして、2013年10月18日～19日（予定）
より、『日興イージートレード』でのサービスに変更となります。��
サービス変更に伴い、支店名を『投信スーパーセンター支店』から『投スパ支店』に変更
いたします。�

①現在の口座番号、オンライントレードのログインパスワードに変更はありません。　⇒P1・2�
　また、日興カードや当社へお振込いただく際の銀行口座番号も引き続きご利用いただけます。�

�

②サービス変更後は、オンライントレードのログイン先が『投信スーパーセンター』から�

　『日興イージートレード』へ変更となります。　⇒P1・2�
　ご利用時間（5：00～翌2：00（平日/休日））に変更はありません。�

�

③サービス変更後は、投資信託だけでなく日興イージートレードで取り扱う株式、債券等の幅広い

商品をお取引いただけるようになります。　⇒P1�
�

④お客様の口座の状況によって「ダイレクトコース」か「総合コース」、いずれかのお取引コースと

なります。　⇒P2�
　※お取引コースによって、株式委託手数料の割引率やお取扱商品等、一部サービスが異なります。�

�

⑤お預かり資産や基本的なご契約・ご登録内容はそのまま引き継がれますが、投信スーパーセン

ター「つみたて」はサービス終了とさせていただきますのでご了承ください。サービス変更後

も投資信託の定時定額買付サービスをご利用になる場合は、日興イージートレードの「投信つ

みたてプラン」を別途お申し込みください。　⇒P3・4�
�

⑥各種サービスが拡充しますので、是非ご利用ください。　⇒P5・6

サービス変更の確定日時は、『投信スーパーセンター』ログイン後TOP画面にある「お客様への重要なお知らせ」に

てお知らせいたします。遅くとも10月初旬には掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。�

有効なEメールアドレスをご登録いただいているお客様には、Eメールでもご案内いたします。�

※ご登録のEメールアドレスが、配信先不明状態の場合はお送りすることができません。�



◆サービス変更後は、ログイン先が変更になります。�

◆取扱商品が大幅に拡大します。�

【現在】　投信スーパーセンターのHPからログイン�
http://www.toshin-sc.com

※サービス変更後はログインできません。�

サービス変更後は、日興イージートレードにおける取扱商品をお取引いただけます。�
これまでの投資信託に加えて、株式や債券等の幅広い商品をお取引いただけるようになります。�
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●：買い注文・売り注文両方の取り扱い　　▲：買い注文のみの取り扱い　　－：取り扱いなし�
※オンライントレードで売り注文を取り扱っていない商品については、日興コンタクトセンターのオペレータで取り扱います。�

＊1：ダイレクトコース限定銘柄は、パソコンからのみの取り扱いとなります。投スパ支店のみ、総合コースでもダイレクトコース限定銘柄を売買できます（※投資
信託目論見書の電子交付サービスは必須となります）。�

＊2：取引所等または当社が売買を規制している銘柄を除きます。�
＊3：国内ETF・ETNおよびREITを含みます。札証／福証の銘柄は取り扱いしておりません。監理・整理銘柄は売却のみ取り扱います。�
＊4：ダイレクトコースのみ、制度信用取引に加えて、対象銘柄数の多い一般信用取引もお取引いただけます。�

なお、信用取引のご利用にあたっては審査があります。�
＊5：東証マザーズ上場の外国株式、一部の外国籍ETF等を取り扱います。�
＊6：香港証券取引所に上場する一部の外国株式および外国籍ETFのみ取り扱います。�
＊7：ダイレクトコースのみお取引いただけます。�

投信スーパーセンター支店� 投スパ支店�

取引サイト�取引窓口� 日興イージートレード� コンタクトセンター�

パソコン�主な取扱商品�

投資信託 ＊1

外貨建MMF

現物取引�

信用取引 ＊4

国内上場 ＊5

海外上場 ＊6

国内上場�
株式 ＊3

外国株式�

CB（転換社債型予約権付社債）�

IPO（新規公開株式等）�

PO（公募・売出し） ＊7

株式ミニ投資�

キンカブ（金額・株数指定取引）�

個人向け国債�

外国債券�

事業債・その他債券�

投資信託�

債券�

株式等 ＊2

携帯電話� 携帯電話�パソコン� てれトレ� オペレータ�
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「日興イージートレード」とは当社が提供するオンライントレードのサービス名称です。携帯電話（スマートフォン含む）にも対応しています。�
「てれトレ」とは自動音声による株式、株式ミニ投資のお取引、約定照会サービス名称です。�
「オペレータ」とは投信スーパーセンターデスク（サービス変更後の名称は投スパ担当デスク）を指します。�



◆「ダイレクトコース」「総合コース」2つのお取引コースがあります。�

【変更後】　ＳＭＢＣ日興証券のHPからログイン�
http://www.smbcnikko.co.jp

現在の店番号（支店コード）、口座番号、パスワードを入力してログインしてください。�
※サービス変更前はログインできません。�

投スパ支店では、原則、ダイレクトコースとなります。�
ダイレクトコースのご利用条件を充たしていない場合等では、総合コースとさせていただきます。�
（投スパ支店でのお客様のお取引コースは、同封の挨拶状をご確認ください。）�
※投スパ支店における総合コースは株式委託手数料が異なる等、取扱商品やサービスの一部に違いはありますが、基本的には
ダイレクトコースと同様にオンライントレードを中心にお取引いただきます（現在の投信スーパーセンターと同様です）。�

ダイレクトコースご利用にあたっての留意事項�

■以下を全てお申し込み（登録）いただいていること�

証券総合口座�

日興イージートレード�

外国証券取引口座�

振込先指定預貯金口座�

日興カード�

Eメールアドレス�

電子交付サービス（対象書面全て）�
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以下のいずれかに該当する場合は、ダイレクトコースをご利用いただけません。�

＊1 当社の本支店の窓口でお取引いただいた場合の手数料との比較です。�
ダイレクトコースでは一口注文は適用されませんので、総合コースと比較して手数料が高くなる場合もあります。�

＊2 日興イージートレード信用取引における委託手数料以外の諸費用（金利、貸株料等）は無料の対象ではありません。 

●当社の本支店にも口座を保有されている場合　●海外居住者や証券会社勤務者（予定含む）　●取引代理人口座、成年後見制度利用口座　�
●住所不明口座　●ご利用条件を充たさなくなった場合　●その他、ダイレクトコースで取引することが適当でないと当社が判断した場合�

ダイレクトコース�

取扱商品�

取引窓口� 日興イージー�
トレード�

日興イージー�
トレード�

日興イージートレード�
信用取引委託手数料 ＊1

70％割引�

0％（無料）＊2

70％割引�

－�

15％割引�

－�

30％割引�

65％割引�

30％割引�

－�

15％割引�

てれトレ� オペレータ� てれトレ� オペレータ�

－�

引き続き、前受け方式のみとなります�

日興イージートレードでの取扱商品�

コンタクトセンター� コンタクトセンター�

引き続き、ご利用いただけません�

引き続き、現在の「投信スーパーセンターデスク」でお受けします�
（サービス変更後の名称は「投スパ担当デスク」となります）�

投資相談�
コンサルティング�
お問い合わせや�
事務手続き窓口�

総合コース�

購入代金�

株式委託手数料 ＊1
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日興イージートレード　投資信託�

日興イージートレード「投信つみたてプラン」�

日興イージートレードでは、投信スーパーセンターでお取引いただいていた銘柄はもちろん、�
さらにご購入いただける銘柄が増えます。�

投資信託700本以上！�
申込手数料0円ファンドは100本以上！�
1万円から購入できるファンドは600本以上！�

申込手数料は一律1.05％（税込／申込手数料0円ファンド除く）！�
1銘柄1,000円（プラン合計1万円）以上から設定可能！�

2013年10月までに、申込手数料0円ファンド（ノーロードファンド）はさらに銘柄を追加して、�
合計150本以上の取り扱いとなる予定です。�

銘柄選びにお役立てください！�
日興イージートレードでも『テーマ別検索』や『詳細検索』、『月間ランキング』がご利用いただけます。�
※投信スーパーセンターの画面とは異なります。�

テーマ別検索� 詳細検索� 月間投信ランキング�

※画像は全てイメージです。�

サービス仕様の比較表�

※1 2013年10月までに、日興イージートレード「投信つみたてプラン」の取扱銘柄を約300本まで追加する予定です。�
※2 外貨建てMMFの購入単位は1,000円以上1,000円単位です。�
※3 1銘柄につき1,000円から設定可能で、プラン合計で10,000円以上からとなります。�

取扱銘柄数�

投信スーパーセンター「つみたて」� 日興イージートレード「投信つみたてプラン」�

380 約300予定（現在は125） ※1

通常申込時と同じ手数料率� 一律1.05％（申込手数料0円ファンド除く）�

1日～31日で設定可能� Aコース（毎月12日）かBコース（毎月26日）�

お取引口座のMRF お取引口座のMRF、銀行口座からの引落�

10,000円以上1円単位 ※2 10,000円以上1,000円単位 ※3

申込手数料�

引　落　日�

引 落 方 法�

購 入 単 位�
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ファンドを検索する�

日興イージートレードにログイン後、�

「お取引」＞「投信つみたてプラン」＞「ファンド検索」画面より

ファンドを検索し、「追加」ボタンでカートに追加します。�

契約申し込みをする�

「つみたてカート」画面では、カートに入れたファンドを一覧で

きます。�

投信つみたてプランの設定を行う場合は、「つみたてプラン

契約申込」ボタンをクリックし、契約の手続き画面に進みます。�

投信つみたてプランの設定�

つみたてカートに追加したファンドの中から、つみたてプランを

設定するファンドを選択します。積立金額、支払方法、引落日

（毎月12日か26日のどちらかを選択）を入力します。�

詳しくは、同封の「日興イージートレード投資信託お取引方法のご案内」をご参照ください。�

「投信つみたてプラン」よくあるご質問�

投信スーパーセンターの「つみたて」は、2013年9月までの買付が最終となります。引き続き、

投資信託の定時定額買付サービスのご利用を希望される場合は、サービス変更後に、日興イージー

トレードの「投信つみたてプラン」を別途お申し込みください。�

Ｑ．投信つみたてプランを設定してから引き落しが開始されるまで、どれくらい時間がかかりますか。�
Ａ．日興ＭＲＦからの引き落しの場合は、プラン設定申し込みの8営業日目（申込日を含みます）以降、最初
の引落指定日（12日または26日）からとなります。�
銀行引き落しの場合は、当社からお送りする引き落し口座設定書類の受領後に銀行での手続きが必要
となるため、書類をご返送いただいてから概ね2～3週間程度かかります。�
※買付日は、原則として引落日の3営業日後となります。�

Ｑ．毎月の積立金額はいくらからですか。また、積み増しをする月を設定できますか。�
Ａ．月 １々銘柄につき1,000円以上1,000円単位、投信つみたてプラン合計で10,000円以上からと
なります。なお、ボーナス月等、年2回まで積み増し月を設定することができます。�

Ｑ．「投信つみたてプラン」について、気をつけることはありますか。�
Ａ．残高不足等のために引き落しが３回連続で行われない場合、投信つみたてプランは解約となります。�
Ｑ．投信スーパーセンター「つみたて」取扱銘柄は、日興イージートレード「投信つみたてプラン」でも
取り扱いますか。�

Ａ．一部銘柄を除き、10月までに日興イージートレード「投信つみたてプラン」に順次追加していく予定
です。お申し込みの際に、日興イージトレード「投信つみたてプラン」銘柄一覧または検索画面でご確
認ください。�

のお申込手順�

※画像は全てイメージです。�
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便利なサービスラインアップ�

高機能リアルタイムトレーディングツール�

「パワートレーダー」とは、豊富な投資情報と株式のスピーディー
な注文機能を備えたリアルタイム・トレーディングツールです。�
まずは無料トライアル（最大2カ月）でお試しください。その後も、
一定のお取引実績があれば無料でご利用いただけます。�

充実の投資情報�

リアルタイム株価から最新マーケットニュース、当社独自のアナリストレポートなど、充実した投資情報を
ご利用いただけます。�

各種レポート� 株式ランキング� イージー3D日経平均グラフ�

市場の動向を知りたい�
各種ニュース（株式市場ニュース、外国為替市場ニュース、時事一般
ニュース等）・市況、各種指数�

個別銘柄の情報を知りたい�
個別株価情報（チャート・気配）、登録銘柄（自動更新含む）、条件検索、
ランキング、株主優待情報（ファイナンスや上場廃止など）、会社四季報�

専門家（アナリスト）の�
分析レポートを見たい�

マクロ経済や為替情報を�
知りたい�

投資信託の情報が知りたい�
ファンド詳細情報、ランキング、条件・テーマ検索、登録ファンド、運用
レポート�

役立つ�
投資情報�

こんな�
ときには�

企業・業界レポート、テクニカル分析、日興の注目銘柄�

マクロレポート、為替チャート、為替ニュース�

口座管理機能も充実�

お客様口座の資産評価額の推移や資産分配グラフなども、�
ログイン後の「残高の確認」画面でご確認いただけます。�

資産分配グラフ�
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Eメールサービス�

バンク＆トレード�

「バンク＆トレード」は、ＳＭＢＣ日興証券の証券総合口座と三井住友
銀行の普通預金口座をつなぐ、資産形成に便利なインターネット専用
のサービスです。証券と銀行の口座残高をリアルタイムに一つの画面
で照会、また銀行から証券口座に即時に資金を振り替えるなど、便利な
サービスをご利用いただけます。�
※ご利用にあたっては別途お申し込みが必要です。�
　詳しい内容、お申し込み方法については、ホームページでご確認ください。�

00/00 前引�
日�経平均�
　13,091.95(+258.31)�
TOPIX�
　1,085.96(-19.72)�
東証一部出来高�
　26億4903万株�
東証一部売買代金�
　19,091億�円�（概�算）�
米ド�ル/�円�（1�1：1�0）� �98.39�
ユー�ロ/�円�（1�1：1�0）� �127.83�
豪ド�ル/�円�（1�1：1�0）� �102.06�

国内投信の基準価額�を�
お知�らせ�いた�しま�す。�
[�基準�日�:�2012�/�01�/�＊＊�]�

◎○○○○�ファ�ンド�
基準価額�:�12�,�883�円�
(�前日比�:�＋�23�1�)�
※�1�万口当�り�

◎○○○○�ファ�ンド�

基準価額通知�メー�ル�

当社からのご案内�
セミナーやイベント、おすすめ商品、
新サービスなど、ホットな情報をタイ
ムリーにお届けします。�

メールマガジン・e投資メール�
金融マーケットの最新情報や注目
ポイントを中心に、日常生活や資産
運用に役立つ、知って得する情報を
満載。�

東京株式ミニ市況�
東京株式市場の主要
指標と市況概況をお届
けします。�

投信メールサービス�
ご指定の投資信託に
ついて、基準価額等を
お知らせします。�

●基準価額通知 メール�
●分配金単価通知メール�
●臨時レポート通知メール�
●投信ヒットメール�

証券と銀行間を、都度ID・パスワード
入力なしでスムーズに移動できます。�

証券と銀行のお預り資産残高を、リアル
タイムに一覧で確認できます。�

簡単操作で、証券⇔銀行間の入金、出金
を即時に実行できます。�

◆ ダイレクトコースなら、「バンク＆トレード」のお申込みで「投信つみたてプラン」がお得に！�
「バンク＆トレード」をお申し込みいただくと、「投信つみたてプラン」の申込手数料が、引落金額10万円以下の

場合、ダイレクトコースなら無料となります（通常は1.05％（税込））。�

※画像は全てイメージです。�

シングルログイン� 証券・銀行残高一覧� 即時入出金�

日興�
イージートレード�

ＳＭＢＣ�
ダイレクト� 証券総合口座� 普通預金口座�



◆商号等�

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　�

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号�

�

◆当社が加入する協会�

日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・�

一般社団法人第二種金融商品取引業協会�

�

◆お問い合わせ先�

日興コンタクトセンター　投信スーパーセンターデスク（サービス変更後は　投スパ担当デスク）�

フリーダイヤル　0120－104－286�

【利用時間】　平日 8：30～17：30

【リスク等について】�
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等
の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ず
るおそれ（元本欠損リスク）、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。 ○信用
取引を行う場合は、信用取引の額が当該取引についてお客様の差し入れた委託保証金を上回る場合があると共に、
対象となる有価証券の価格の変動により損失の額がお客様の差し入れた委託保証金の額を上回るおそれ（元本
超過損リスク）があります。�

【手数料等について】�
ダイレクトコースでお取引いただく商品等へのご投資には、各商品等に所定の委託手数料等をご負担いただきます。
例えば、○ダイレクトコースで現物株式をオンライントレードまたは日興コンタクトセンターの自動音声（てれトレ）
で注文する場合は、約定代金に対して最大手数料率0.36225％（税込／約定代金100万円以下の場合）、ただし
最低手数料787円（税込）をお支払いいただきます。 ○日興イージートレード信用取引を行うにあたっては、委託
手数料、権利処理等手数料を上限とする手数料をお支払いいただきます。委託手数料は、約定の都度、約定代金に
対して当社が定める手数料（総合コースの場合は最大手数料率0.422625%〈税込／約定代金100万円以下の
場合〉、ただし最低手数料918円〈税込〉）をお支払いいただきます。ダイレクトコースの場合、委託手数料はかか
りません。 ○信用取引の買い付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売り付けの場合、
売付株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。 ○日興イージートレード信用取引の委託保証金
について・信用取引を行うにあたっては、委託保証金（有価証券により代用することが可能です）を担保として差し
入れていただきます。・委託保証金は、売買代金の40%以上（うち10%以上は現金）、かつ30万円以上が必要です。 
○投資信託（単位型を除く）の場合は、銘柄毎に設定された各種手数料等（直接的にご負担いただく費用として、
最大4.2％の申込手数料、最大4.5％の換金手数料又は信託財産留保額、及びスイッチングが可能な銘柄において
は最大0.21％のスイッチング手数料、並びに信託財産で間接的にご負担いただく費用として、最大年率5.61％の
信託報酬（又は運用管理費用）、運用成績に応じた成功報酬及びその他の費用）をお支払いいただきます。 ○債券
を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます（購入対価に別途、
経過利息をお支払いいただく場合があります）。また、外貨建て商品のお取引にあたり、円貨と外貨、又は異なる
外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。�
上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております
（総額表示）。（2013年6月28日現在）�

上記の手数料等及びリスク等は商品又は銘柄毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書
又はお客様向け資料等をよくお読みください。�


