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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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講演内容

１. 人気高まる米国株投資

２.米国株に投資すべき理由

３. 米国株の取引ルール

４.初めての米国株投資参考銘柄
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初心者にもおススメ！
人気高まる米国株投資
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2020年に入り
米国株投資家が急増！
前年同月比5～6倍に！
（楽天証券内米国株取引者数）

2019年1月 2020年3月 2020年8月

日本で急速に増加する米国株投資家
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米国株投資はなぜ人気？

１.  1株で投資ができる！

２. 身近な有名企業が多数！

３. 面倒な手続きは不要！

株式投資を始め
やすい！

始めてみると
実はカンタン！



9

ティッカー 銘柄名 株価(USD)
9/22終値

最低投資金額※
（日本円）

AAPL アップル 111.81 11,519
AMZN アマゾン 3,128.99 309,813
DIS ウォルト・ディズニー 127.21 13,124
FB フェイスブック 254.75 25,968
GOOGL アルファベットクラスA（グーグル） 1,459.82 149,664
KO コカ･コーラ 49.66 5,137
MCD マクドナルド 216.41 22,647
MSFT マイクロソフト 207.42 21,195
PG プロクター・アンド・ギャンブル 137.96 14,306
V ビザ 200.56 20,663

※2020年9月22日時点の1USD＝104.93円で計算（小数点以下切捨て）。手数料および消費税を除いた金額。
（出所）Bloombergのデータより楽天証券作成

取引単位は1株！少額でも優良企業へ投資できる！
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米国株はすぐにでも取引できる！
総合口座を開設すれば米国株も取引できる！
※2000年11月以前に口座開設されている場合、別途「外国証券取引口座」の開設が必要です。

事前にご自身でドルを準備する必要もなし！
⇒円貨買付可能額があれば注文可能＝円貨決済

【PCウェブ】

米国株の
銘柄検索や注文は
ここから！
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米国株はすぐにでも取引できる！
【iSPEED】

検索対象市場に
米国株式が選択されて

いるか確認！

検索対象市場に
米国株式が選択されて

いるか確認！
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日本人も米国株に投資すべき理由
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米国株にも投資すべき理由

１.  分散投資
・・・投資対地域の分散も重要

２.資産形成
・・・長期的に上昇している米国株式
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日経平均は
約1.35倍

NYダウ（円換算）は
約1.91倍

NYダウは
約2.17倍

（出所）Bloombergのデータより楽天証券作成
※2006年12月31日の終値を1とした場合の2020年9月21日までのパフォーマンス

長期資産形成の強い味方！？
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日経平均は
約－24％…

NYダウ（円換算）は
約11倍に！

NYダウは
約12倍に！

（出所）Bloombergのデータより楽天証券作成
※1989年1月9日（平成元年）の終値を1とした場合の2020年9月21日までのパフォーマンス

長期資産形成の強い味方！？
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米国株取引の基本ルール
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米国株取引の基本ルール
米国株式 国内株式

取引単位 1株 100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) 4桁の数字

取引時間(日本時間) 23:30～翌6:00
(サマータイムは22:30～5:00) 9:00～11:30、12:30～15:00

取引通貨 米ドル 日本円

値幅制限 値幅制限なし
(サーキットブレーカー制度あり)

値幅制限あり
(ストップ高、ストップ安)

譲渡益税
（キャピタルゲイン） 日本で20.315％ 日本で20.315％

配当金の源泉徴収税率
米国で10％※
日本で20.315％

⇒合計28.2835％の税金
日本で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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米国株取引の税金

売却

買付

値上がり益（キャピタルゲイン） 配当金（インカムゲイン）

日本で20.315%

米国で10%※

さらに

日本で20.315%

⇒合計28.2835％
※ADRの場合、その企業の所在国によって税率が異ります。

確定申告すれば
「外国税額控除」を

受けられる
※NISAは対象外
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楽天証券の米国株取引
楽天証券の米国株式取引ルール

取引手数料 約定代金×0.45％
（0米ドル～上限20米ドル）

為替手数料（円貨決済） 1米ドルあたり片道25銭

注文受付時間(日本時間)
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）
※カッコ内はサマータイム

取引口座 一般・特定・NISA
決済方法 円貨決済・外貨決済
取引チャネル PCウェブ、マーケットスピード、iSPEED
配当金の受取 米ドルで受取
マネーブリッジ 非対応（取引の前に証券口座へ入金が必要）
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米国株式にかかる手数料
取引手数料 為替手数料（円貨決済）

約定代金の0.45%
最低0米ドル※～上限20米ドル

1米ドルあたり25銭
（為替取引も同じ）

1取引あたりの約定金額が大きいほど、
手数料負担率は下がる。

【例】
・約定代金100ドル⇒0.45ドル(約47円)

（手数料負担率0.45％）
・約定代金10,000ドル⇒20米ドル(約2,093円)

（手数料負担率0.2％）
※1USD＝104.65円で計算（税抜き、小数点以下切捨て）

※最低手数料が0米ドルになるお取引は、約定代金が2.22米ドル以下のお取引のみとなります。約定代金が2.23米ドル以上のお取引
には、「約定金額×0.45%」（最大20米ドル）の手数料が適用されますのでご注意ください。
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注文受付時間

6:00(※) 8:00 翌6:00(※)
① 外貨決済

② 外貨決済MMF含む

③ 円貨決済

6:00(※) 翌6:00(※)
① 外貨決済

② 外貨決済MMF含む

③ 円貨決済

【月～金】

【土曜】

【日曜】

　注文受付時間 　市場取引時間 　受付不可時間

※サマータイムは1時間早まり22:30～5:00となります。日曜は5:00～翌5:00となります。
また当社定期メンテナンス時間中などはご注文いただけません。

13:50～ 16:00～
6:00(※) 8:00 14:20 17:15 23:30(※) 翌6:00(※)

① 外貨決済

② 外貨決済MMF含む

③ 円貨決済
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取引口座は一般・特定・NISA口座
楽天証券の特定口座内なら米国株の損益を日本株や投資信託と損益通算可能

-30万円 +40万円 +10万円

楽天証券内の特定口座（損益通算イメージ）

日本株の損失 米国株の利益 投資信託の利益

+20万円
特定口座内損益

この20万円が年間の
課税対象となります
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取引口座は一般・特定・NISA口座
NISA口座なら譲渡益税と日本の配当金源泉徴収税は非課税

値上がり益（キャピタルゲイン） 配当金（インカムゲイン）

日本で20.315% 米国の

10%※

※ADRの場合、その企業の所在国によって税率が異ります。

非課税
日本の

20.315% 非課税

課税

ただし、
損失が出た場合に損益通算が

できないので注意！
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決済方法

外貨決済 円貨決済

【買い注文】
口座にある米ドルを使って注文
⇒事前に米ドルを準備（為替取引）

【売り注文】
米国株の売却代金を米ドルで受取
⇒口座の外貨預かり金へ
・次の米国株取引等に使える
・為替手数料がかからない

【買い注文】
口座にある日本円を使って注文
⇒事前に米ドルの準備が不要

【売り注文】
米国株の売却代金を日本円で受取

⇒日本株や投資信託の取引に使える
⇒都度、為替手数料がかかる

※約定した場合は、買い・売りどちらも翌営業日10時頃に
当社が決定する適用為替レートで日本円⇔米ドルの両替を

行い、日本円での受渡代金が確定。
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決済方法

注文画面で「円貨決済」、
「外貨決済」を選択

※外貨決済を選択した場合、米ドル建て
MMF(GS)含むにチェックを入れると、「米ドル
預り金」で足りない分を「GS米ドルファン

ド」での保有から充当できる
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PCウェブから

■米国株式トップ

■債券他の商品タブ

外国為替取引（米ドル事前準備）
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iSPEEDから

「外国為替」をタップ
⇒PCウェブの画面へ

①

②

外国為替取引（米ドル事前準備）

「メニュー」を
タップ
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■夜間取引
・16:00～翌6:00（翌5:00）
・10分毎に更新されるレート
・即座に取引できる

■定時取引
・約定は10:00と14:00の2時点
・10:00と14:00の当社が決定す
る適用為替レート

※どちらも手数料は片道1USDあたり25銭

外国為替取引（米ドル事前準備）
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米国株の注文方法
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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

出てくるメニューから
銘柄を検索・選択①

② ③

④
iSPEEDからの注文方法（買い）
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まずは
買付可能額を

確認

「円貨買付可能額」が0円なら
ここをタップ

（円貨決済の場合）

出てくるメニューから
入金

※米国株の取引に
マネーブリッジは対応していません

iSPEEDからの注文方法（買い）
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数量、価格、
執行条件（注文有効期間）、

口座、決済方法

発注

iSPEEDからの注文方法（買い）
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PCウェブからの注文方法（買い）
①ログイン後トップ
ページより「外交株
式」をクリック

②「注文」を
クリック

③検索したい銘柄名・
ティッカーを入力し、
「検索」をクリック
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PCウェブからの注文方法（買い）

数量、価格、
執行条件（注文有効期間）、
口座、決済方法を入力し、
「確認」をクリック



35

PCウェブからの注文方法（買い）

①注文内容を確認
②暗証番号を入力

③「注文」をクリック
⇒発注完了！
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初めての米国株投資参考銘柄
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ハイテク銘柄

ティッカー 銘柄名 株価(USD)
9/22終値

最低投資金額※
（日本円）

GOOGL
(GOOG)

アルファベット クラスA
(アルファベット クラスC)

1,459.82
(1,465.46)

153,178
(153,770)

AMZN アマゾン・ドット・コム 3,128.99 328,324
FB フェイスブック 254.75 26,730
AAPL アップル 111.81 11,732
MSFT マイクロソフト 207.42 21,764
NFLX ネットフリックス 491.17 51,538
ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 492.60 51,688
DOCU ドキュサイン 212.13 22,258

（出所）Bloombergのデータより楽天証券作成
※2020年9月22日時点の1USD＝104.93円で計算（小数点以下四捨五入）。手数料および消費税を除いた金額。

世界をリードする米ハイテク企業！
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ティッカー 銘柄名 株価(USD)
9/22終値

予想
配当利回り(%)

最低投資金額※
（日本円）

JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 144.21 2.80 15,131
WMT ウォルマート 138.31 1.56 14,512
PG プロクター・アンド・ギャンブル 137.96 2.29 14,476
T ＡＴ＆Ｔ 28.51 7.30 2,991
KO コカ・コーラ 49.66 3.30 5,210
XOM エクソンモービル 35.53 9.79 3,728
PEP ペプシコ 132.15 3.09 13,866
ABBV アッヴィ 88.60 5.33 9,296
CVX シェブロン 75.53 6.83 7,925
ABT アボットラボラトリーズ 104.80 1.37 10,996
MCD マクドナルド 216.41 2.31 22,707
MDT メドトロニック 104.35 2.22 10,949
LIN リンデ 238.23 1.62 24,997
LOW ロウズ・カンパニーズ 161.55 1.49 16,951
RTX レイセオン・テクノロジーズ 59.79 3.18 6,273
MMM スリーエム 162.34 3.62 17,034
SPGI S&P グローバル インク 350.17 0.77 36,743
BDX ベクトン・ディッキンソン 223.80 1.41 23,483
CAT キャタピラー 147.15 2.80 15,440
ADP オートマチック・データ・プロセッシング (ADP) 132.91 2.74 13,946

（出所） Bloombergより引用。「S&P500 Dividend Aristocrats index」構成銘柄の時価総額上位20銘柄より楽天証券作成。
※2020年9月22日時点の1USD＝104.93円で計算（小数点以下切捨て）。手数料および消費税を除いた金額。

配当貴族銘柄
米国企業には25年以上毎年増配している企業が100社以上！



39

米国大統領選銘柄（クリーンエナジー関連）

（出所）Bloombergのデータより楽天証券作成
※2020年9月22日時点の1USD＝104.93円で計算（小数点以下四捨五入）。手数料および消費税を除いた金額。

バイデン氏が優勢！？ クリーンエナジーを推進する可能性大

ティッカー 銘柄名 株価(USD)
9/22終値

最低投資金額※
（日本円）

BEPC ブルックフィールド・リニューアブル 51.16 5,368

CMI カミンズ 204.28 21,435

ENPH エンフェーズ・エナジー 72.23 7,579

NEE ネクステラエナジー 278.06 29,176

PWR クアンタ・サービシズ 50.08 5,254

SEDG ソーラーエッジ・テクノロジーズ 185.2 19,433
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