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ご注意事項

本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を
目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるよ
うにお願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合にお
きましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある
情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢によ
り変化し、実際とは異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するも
のではなく、お取引をなさる際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもござい
ませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
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投資にかかる手数料等およびリスク

【外国株式等の取引にかかるリスク】
外国株式等は、株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失
（為替差損）が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場
投資証券（ETN）は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動
産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

【外国株式等の取引にかかる費用】
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.45％（0.495％）・最低手数料：0米ドル・上限手数料：20米ドル（22米ドル）
中国株式 約定代金の0.5％（0.55％）・最低手数料：500円（550円）・上限手数料：5,000円（5,500円）
アセアン株式 約定代金の1.00％（1.10％）・最低手数料：500円（550円）・手数料上限なし
※（）内は税込金額
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee（米国現地取引所手数料）がかかります。詳しくは当社
ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引
手数料に2,000円（税込2,200円）が追加されます。
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ETF／ETNのリスク(抜粋）
複雑な商品設計のETF/ETNについての注意点
ETF/ETNの中には、ボラテリティ指数先物を対象としたETF/ETNやカバードコール戦略を取り入れたETF/ETNなど、先物取引やオ
プション取引を組入れている場合があります。そのようなETF/ETNは、先物のロールによる価格変動、対象指数等そのものの急激な
値動き等によって想定外の値動きをする場合があります。
また、レバレッジ型ETF/ETNやインバース型ET/ETNは、原指標の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ型指標
に連動するよう運用されます。そのため、値動きや想定されるリターンは、通常のETF/ETNとは異なる特性を有しています。
複雑な商品設計のETF/ETNに投資される際は、商品設計を開示書類等でご確認していただき、十分ご理解していただいた上で投資
をしてください。

ETFにおける信用リスク
リンク債型ETFやOTCデリバティブ型ETFなどにおいては、ETFが投資に用いるリンク債の発行体またはETFのOTCデリバティブ取引
の相手方の財務状況の悪化などにより基準価額が大きく下落する信用リスクが存在します。これらのETFの投資にあたっては、商品
設計を予めご確認する必要があります。

ETN発行体の信用リスク
ETNは、裏付となる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力をもとに価格が特定の指標に連動することを保証する債券です。
そのため、発行体の倒産や財務状況の悪化、信用格付の引き下げ等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性、 ま
た、償還時に発行体が償還金額を支払わない、または支払うことができない可能性があります。このような結果、損失が生じる可能
性があります。

早期償還等のその他のリスク
市場動向の急変時や資産総額が小さくなった場合など、管理会社等が運用の継続が困難であると判断した場合は、運用を終了し、繰
り上げ償還をする可能性があります。取引所が定める上場廃止基準に該当した場合などは、上場廃止となる可能性があります。

詳細は、当社HPの「ETF／ETNのリスク」をご覧ください。
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iSPEEDに米国株の取引機能が追加！（4月27日～）

AndroidiPhone
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講演内容

① iSPEEDで米国株について情報収集

② iSPEEDで使える様々な便利機能

③ iSPEEDで米国株を取引してみよう

④ 注目していただきたい米国銘柄



7

講演内容

① iSPEEDで米国株について情報収集

② iSPEEDで使える様々の便利機能

③ iSPEEDで米国株を取引してみよう

④ 注目していただきたい米国銘柄
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iSPEEDで米国株について情報収集

市況

ニュース

ランキング

バロンズ・ダイジェスト

米国市場サマリー

個別銘柄ページ
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マーケット（市況）
・米国の主要指数や為替動向をチェック
・表示項目の編集は可能（黄色枠）
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マーケット（ニュース）
・個別企業の動向や米国情勢について、タイムリーにチェック
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マーケット（ランキング）

・国旗をタップして、国内株と米国株の表示を切り替え（黄色枠）
・ランキングの条件変更（青枠）
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マーケット（バロンズ・ダイジェスト）

・米著名投資週刊誌「バロンズ」からの記事を日本語で抜粋・要約したレポート
・無料で閲覧できます！

Tip: 記事で紹介されている
銘柄をお気に入りに登録し
チェック！
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Market Today（米国市場サマリー）

・米国株式市場1日の動きや各セクターの動向がまとめられている
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米国株個別銘柄ページ

・サマリー
・市況情報
・チャート
・ニュース
・企業情報
・指標
・業績予想
・財務
・競合比較
・コーポレートアクション

スワイプで切替

・投資に必要な情報が確認できます！
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a. 米国株個別銘柄ページ（サマリー）

・銘柄名
・市場
・株価（現在値）
・前日比
・時間（日本時間）

市況情報

最新の関連ニュース

チャート（日足）
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b. 米国株個別銘柄ページ（市況情報）

数量：
１＝100～199株
２＝200～299株

配当：
直近支払われた配当金額（又は会
社発表により支払いが確定した配
当金額）を年率換算した金額

配当利回り：
配当金額を、前営業日終値（又は
最終値）で割った値

権利落ち日・権利実施日：
直近に行われた（又は行われる）コーポ
レートアクション（配当金の支払いや株
式分割など）にかかる日付
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c. 米国株個別銘柄ページ（チャート）

タップで
大きな
チャートに

タップで
足種を変更
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c. 米国株個別銘柄ページ（チャート）

テクニカル指標
・トレンド
・オシレーター

価格帯別出来高
トレンド 価格帯別出来高

オシレーター
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d. 米国株個別銘柄ページ（ニュース）



20

e. 米国株個別銘柄ページ（企業情報）

まずは企業の基本情報を
チェック！

時価総額や事業内容など
が確認できます。
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f. 米国株個別銘柄ページ（指標）
PERやROEなど、株式投資でよく使わ

れる指標を確認！
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g. 米国株個別銘柄ページ（業績予想）

企業業績の推移を視覚的に
確認できる！

スワイプ

同業種平均と比較した企業スコア
を視覚的に確認できる！

業績推移や業績予想も確認！
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h. 米国株個別銘柄ページ（財務）

スワイプ スワイプ
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i. 米国株個別銘柄ページ（競合比較）

競合企業を確認！
気になる銘柄はタップして

詳しく確認！
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j. 米国株個別銘柄ページ（コーポレートアクション）

これまでのコーポレート
アクションを確認できます。

コーポレートアクションの
種類や期間で条件を絞るこ
とも。
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講演内容

① iSPEEDで米国株について情報収集

② iSPEEDで使える様々な便利機能

③ iSPEEDで米国株を取引してみよう

④ 注目していただきたい米国銘柄
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iSPEEDで使える様々な便利機能

銘柄検索

お気に入り

決算カレンダー

アラート機能



28

銘柄検索

iSPEEDで米国株式の取引が可
能になりました。

銘柄検索結果に、米国株式が
表示されるように設定しますか？

はい

いいえ

・初期設定画面には、米国株式の表示を「はい」で回答
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銘柄検索

①

②・銘柄名（カタカナ、英語）
⇒アップル、APPLE

・銘柄コード（ティッカー）
⇒AAPL

を入力し、検索！

米国株式にチェックを入れる！
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銘柄検索

【米国株と日本株の見分け方】

・日本株
銘柄コード：数字4桁
市場：東1、東2、東マ、JQ

・米国株
銘柄コード：アルファベット
市場：NQ(NASDAQ)やNY(NYSE)

日本株

米国株

銘柄をタップ



31

お気に入り登録方法

① ②
・「お気に入り」ページからでも「個別銘柄ページ」からでも登録可能
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お気に入り

Tips: お気に入りの管理方法

①日本株・米国株を混合
②日本株のみ
③米国株のみ
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お気に入り

米国株のみが表示
・米国株だけ表示させたいときの設定方法
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お気に入り

・PCウェブとiSPEEDの登録がリアルタイム連動
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Market Today（決算発表カレンダー）

米国株の
決算スケジュール

を確認

日付を確認
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アラート機能

・株価、ニュースアラートを登録し、取引チャンスを逃さない
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講演内容

① iSPEEDで米国株について情報収集

② iSPEEDで使える様々の便利機能

③ iSPEEDで米国株を取引してみよう

④ 注目していただきたい米国銘柄
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iSPEEDからの注文方法（買い）

銘柄名（カタカナ、英語）
あるいは

ティッカー（銘柄コード）
を入力し検索

①

② ③

④
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iSPEEDからの注文方法（買い）

※米国株の取引に
マネーブリッジは対応していません

まずは
買付可能額を確認

円貨の入金が必要な方は
こちらから
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iSPEEDからの注文方法（買い）

入力画面 確認画面
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発注した注文の状況を確認（注文照会、訂正・取消注文）

未約定の注文は銘柄をタップして「訂正」・「取消」注文

執行中
25.0000
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メニュー（外国為替取引）

・外貨で米国株を買付したい方で、事前に円からドルへ両替する場合
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メニュー（米国株リアルタイム株価申込み）

約15分遅れで
株価配信
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メニュー（米国株リアルタイム株価申込み）

米国株（NYダウ等の指数含む）の株価やチャート※が
リアルタイムで閲覧できます！

利用料は330円（税込）/1ヶ月
過去1ヶ月に米国株の約定があれば利用料は無料！

※一部のチャートを除く
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追記）米国株取引の基本

米国株式取引の基本知識
取引単位 1株
銘柄コード 1～5文字のアルファベット(ティッカーシンボル)
取引時間(日本時間) 23:30～翌6:00(サマータイムは22:30～5:00)

サマータイム：3月第2日曜日～11月第1土曜日

注文受付時間
月～金：8:00～翌6:00(翌5:00)
土： 8:00～翌6:00(翌5:00)
日： 6:00(5:00)～翌6:00(翌5:00)

取引通貨 米ドル
決済方法 円貨決済・外貨決済
取引口座 一般・特定・NISA
1日の値幅制限 値幅制限なし(サーキットブレーカー制度あり)
譲渡益税（キャピタルゲイン） 日本で20.315％
配当金の受取 米ドルで入金
配当金の源泉徴収税率 米国で10％※ 日本でも20.315％

※ADRの場合、その企業の所在国によって税率が異ります。
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講演内容

① iSPEEDで米国株について情報収集

② iSPEEDで使える様々の便利機能

③ iSPEEDで米国株を取引してみよう

④ 注目していただきたい米国銘柄
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米国発の著名大企業
フェイスブック（FB）
アップル（AAPL）
アマゾン・ドット・コム（AMZN）
ネットフリックス（NFLX）
アルファベット（GOOG・GOOGL）
マイクロソフト（MSFT）
ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）
スターバックス（SBUX）
ビザ（V）
マスターカード（MA）
ウォルト・ディズニー（DIS）
コカ・コーラ（KO）
テスラ（TSLA）・・・・・・
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楽天証券内 デビュー者人気銘柄ランキング

ティッカー 銘柄名 株価(USD)
6/2終値

最低投資金額※
（日本円）

配当利回り
(%)

1 SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF 28.77 3,123 6.34
2 KO コカ・コーラ 46.90 5,091 3.49
3 GILD ギリアド・サイエンシズ 73.26 7,953 3.61
4 T ＡＴ＆Ｔ 30.99 3,364 6.72
5 BNTX バイオエヌテック 52.38 5,686 0.00

6 AAPL アップル 323.34 35,102 1.01

7 HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF 84.78 9,204 3.93
8 MSFT マイクロソフト 184.91 20,074 1.11
9 MRNA モデルナ 59.87 6,499 0.00
10 VYM バンガード・米国高配当株式ETF 81.19 8,814 4.22

（出所）楽天証券内2020年5月1日～5月31日の米国株式初取引者の買付者数上位10銘柄でランキングを作成。
株価、配当利回りは楽天証券ウェブサイトより引用。最低投資金額（日本円）は1USD＝108.56で計算（小数点以下、四捨五入）
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コロナ ワクチン関連銘柄

ティッカー 銘柄名 株価(USD)
6/2終値

最低投資金額※
（日本円）

1 BNTX バイオエヌテック 52.38 5,686
2 EBS エマージェント・バイオソリューションズ 89.30 9,694
3 GILD ギリアド・サイエンシズ 73.26 7,953
4 INO イノビオ・ファーマシューティカルズ 14.34 1,557
5 MRNA モデルナ 59.87 6,499

6 NVAX ノババックス 49.64 5,389

7 REGN リジェネロン・ファーマシューティカルズ 617.66 67,053

（出所）株価は楽天証券ウェブサイトより引用。
最低投資金額（日本円）は1USD＝108.56で計算（小数点以下、四捨五入）
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米国株は初心者でも投資しやすい！

 1株単位で少額でも投資可能！

 外国証券取引口座は基本不要※！

 日本円から注文できる！
※2000年11月以前に総合口座を開設されている場合、別途「外国証券取引口座」の開設手続きが必要な場合があります。
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iSPEEDで米国株を投資してみよう！
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