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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。

ご注意事項
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投資にかかる手数料等およびリスク

■国内株式 国内ETF／ETN 上場新株予約権証券（ライツ）
【株式等のお取引にかかるリスク】
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。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、ライツは転換後の価格や評価
額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使
しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は
差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。そ
の損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。

〔超割コース（現物取引）〕 〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。 1回のお取引金額で手数料が決まります。

取引金額 取引手数料
5万円まで 50円（55円）
10万円まで 90円（99円）
20万円まで 105円（115円）
50万円まで 250円（275円）
100万円まで 487円（535円）
150万円まで 582円（640円）

3,000万円まで 921円（1,013円）
3,000万円超 973円（1,070円）

取引金額 取引手数料
10万円まで 90円（99円）
20万円まで 135円（148円）
50万円まで 180円（198円）
50万円超 350円（385円）

※（）内は税込金額

※（）内は税込金額
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投資にかかる手数料等およびリスク

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。
大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。

〔超割コース 大口優遇（現物取引）〕 〔超割コース 大口優遇（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。 約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

※（）内は税込金額

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。

※（）内は税込金額
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の

手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 100円（110円）
50万円まで 238円（261円）
100万円まで 426円（468円）
150万円まで 509円（559円）

3,000万円まで 806円（886円）
3,000万円超 851円（936円）

1日の取引金額合計 取引手数料
50万円まで 0円
100万円まで 858円（943円）
200万円まで 2,000円（2,200円）
300万円まで

以降、100万円増えるごとに1,100円追加。
3,000円（3,300円）
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●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター
取次ぎによる手数料（最大で4,950円（税込））を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ラ
イン）が20％です。委託保証金の保証金率が20％未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替え
ていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】
（貸株サービスのみ）
●リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ
担保の提供はなされません（無担保取引）。
（信用貸株のみ）
●株券等の貸出設定について
信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く）のうち、一
部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。

（貸株サービス・信用貸株共通）
●当社の信用リスク
当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡し が、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関す
る基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合
意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、議決権等）は、お客様は取得できません。

●投資者保護基金の対象とはなりません
貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりま
せん。

●手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。

投資にかかる手数料等およびリスク



6

●配当金等、株主の権利・義務について
貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そ
のため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意くだ
さい。
株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得
します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
貸借期間中 に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配
当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内
容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market 
Information；東京証券取引所）より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断
で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変
更報告書（同法第27条の25第２項）を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近
60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約である旨）等、同銘柄について
の楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

●税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所
得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法
人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

投資にかかる手数料等およびリスク
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投資にかかる手数料等およびリスク
■米国株式 海外ETF／ETN／REIT

【米国株式の取引にかかるリスク】
米国株式は、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連動を目指す株価指数等
の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

【米国株式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。

※（）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。
※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。

商号等：楽天証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会
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お知らせ

4月27日より、米国株の取引機能を追加！
一つのアプリで日本株・米国株の取引が可能に



9

iSPEEDとは

楽天証券が提供する

スマートフォン向け株取引ツール

✓利用料無料

✓豊富な情報量

✓日本株・米国株対応
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まずはダウンロード

Androidの方 iPhoneの方

ダウンロード済みの方はログインのご準備を！
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セクション

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. “巣ごもり”の次は？ホットなテーマで検索

3. 順張り派？逆張り派？チャート形状で検索

4. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

5. 注目の銘柄は？「ランキング」

6. スーパースクリーナーは素晴らしすぎる
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基本操作

銘柄検索 注文 照会
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銘柄検索

①虫眼鏡アイコン「検索」をタップ

②気になる銘柄を入力して検索
日本株の場合

・銘柄名（楽天、トヨタ、キーエンス…）

or
・銘柄コード（4755、7203、6861…）

米国株の場合
・銘柄名（コカ・コーラ、AT&T、アップル…）

or
・ティッカーシンボル（KO、T、AAPL…）
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注文

①右上の「注文」をタップ
②条件を入力して、
「注文する」をタップ ③注文完了！
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照会

人型のアイコン「資産・照会」をタップ

✓余力・保証金率

✓実現損益

✓総合サマリー

✓保有銘柄一覧

✓注文照会

✓約定照会
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iSPEEDの便利な機能たち

カスタマイズ機能 アラート機能 豊富な情報
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本題へ

iSPEEDでの “銘柄探し” の方法を徹底的に解説！



19

セクション

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. “巣ごもり”の次は？ホットなテーマで検索

3. 順張り派？逆張り派？チャート形状で検索

4. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

5. 注目の銘柄は？「ランキング」

6. スーパースクリーナーは素晴らしすぎる



20

テーマ検索
ゲオホールディングス(2681)

年初来+31%

任天堂(7974)
年初来+39%

出前館 (2484)
年初来+110%

巣ごもり関連
の代表3銘柄

※テーマ巣ごもり関連度上位3銘柄。株価は2020年9月18日終値時点。
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テーマ検索

流行りの銘柄に投資したい！

話題の○○関連銘柄に投資したい！
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テーマ検索

「テーマ検索」とは…
テーマから銘柄を探す検索方法。

各テーマには関連銘柄が集められているため、
ホットなテーマに関連する銘柄に出会えます！

テーマ「巣ごもり」
出前館(2484)・任天堂(7974)・ゲオホールディングス(2681)・ WOWOW(4839)・
Zホールディングス(4689)・ライドオンエクスプレスHD(6082) etc.
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テーマ検索（遷移方法）
①検索アイコンをタップ ②「テーマ」をタップ
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テーマ検索

✓人気テーマ

✓急上昇テーマ

✓ジャンルからテーマを探す
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テーマ検索（テーマ詳細）

テーマについての説明

選択したテーマに、
さらに関連するテーマ

関連度：
上にある銘柄ほど
関連度が高い
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テーマ検索（テーマ例）

オンライン診療 ⇒ 22銘柄

メドレー（4480）：年初来+258%

メディカル・データ・ビジョン（3902）：年初来+121%

クラウドコンピューティング ⇒ 50銘柄

etc.

インターネットイニシアティブ（3774）：年初来+60%

富士通（6702）：年初来+39%
etc.

※各テーマ関連度上位2銘柄。株価は2020年9月18日終値時点
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テーマ検索（ジャンル）
ジャンルでは、お好みのテーマを「業種⇒テーマ」と探すことができます。
ここにはすべてのテーマが詰まっています。
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チャート形状で検索

順張り：
株価の動きが発生している方向に
沿って売買すること。

逆張り：
発生しているトレンドに逆らって
売買すること。

トレンドが継続するという期待
に基づく売買

売られ過ぎで、そろそろ反発する
だろうという期待に基づく売買
（買いの場合）
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チャート形状で検索

iSPEEDでは…

「チャート形状」から銘柄を探すことができます
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チャート形状で検索（遷移方法）

チャートの形状を
タップ
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チャート形状で検索

市場や投資金額
などで絞り込み、
期間設定も可能。

9パターン

or
25パターン チャート形状の

説明
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チャート形状で検索（実践例1）
実践例1 ：形状「上昇」でヒットした銘柄のトレンドが続くか分析

⇒今回は割安性指標をチェック

PERやPBRが競合
より低ければ、
上値の余地あり？

①銘柄選択 ②「市況情報」へ ③割安性を測る指標をチェック
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チャート形状で検索（実践例2）
実践例2 ：形状「下落」「下げとまった」でヒットした銘柄が反発するか分析

⇒テクニカル指標を利用（チャート分析）

①銘柄選択 ②チャートの足を選択 ③設定をタップ ④指標選択
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チャート形状で検索（実践例2）

RSI
売られ過ぎ・買われ過ぎを測る指標

RSI30以下は一般的に売られ過ぎ
⇒そろそろ反発するかも？

MACD
トレンドの方向やトレンド転換点を
測る指標

MACDがシグナルを上抜ける
⇒ゴールデンクロス発生。
上昇トレンドに転換するかも？
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セクション

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. “巣ごもり”の次は？ホットなテーマで検索

3. 順張り派？逆張り派？チャート形状で検索

4. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

5. 注目の銘柄は？「ランキング」

6. スーパースクリーナーは素晴らしすぎる
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競合比較 - 米国株

米国株の銘柄がわからない…
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競合比較 - 米国株（遷移方法）

「競合比較」は関連する銘柄を表示

「競合比較」へ
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競合比較 - 米国株（画面詳細）

競合銘柄を一覧で表示

会社名：銘柄名
スコア：銘柄の総合評価を5段階で表示

スコアは5項目の総合評価
✓財務健全性 ✓収益性
✓割安性 ✓安定性
✓株価モメンタム
（各項目は10段階で評価）



40

競合比較 - 米国株（企業情報）

まずは企業情報の
チェックがオススメ
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競合比較 - 米国株（例）
マイクロソフト(MSFT)の「競合比較」にはどんな銘柄が登場？

オクタ(OKTA)：
SSO（シングルサインオン）
のシステムを提供する企業

シー(SE)：
東南アジアや台湾でeコマー
スのプラットフォームを展開
する企業

スプランク(SPLK)：
ビッグデータ分析のソリュー
ションを提供する企業

アトラシアン(TEAM)：
開発者向けソフトウェアを提供
する企業

ズーム・ビデオ・
コミュニケーションズ(ZM)：
ビデオ会議システムを提供する
企業

etc.
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セクション

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. “巣ごもり”の次は？ホットなテーマで検索

3. 順張り派？逆張り派？チャート形状で検索

4. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

5. 注目の銘柄は？「ランキング」

6. スーパースクリーナーは素晴らしすぎる
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ランキング（遷移方法）

①メニューアイコンを
タップ

②ランキングをタップ
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ランキング

左上の国旗アイコンの
タップで、日本株⇔米国株
の切替えが可能
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ランキング（日本株）
ランキング（日本株）

売買代金や値上がり率のほか、
PER・信用倍率・配当利回り
など、幅広いランキングを
ご用意
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ランキング（米国株）
ランキング（米国株）

✓出来高

✓株価値上がり率

✓株価値下がり率
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セクション

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. “巣ごもり”の次は？ホットなテーマで検索

3. 順張り派？逆張り派？チャート形状で検索

4. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

5. 注目の銘柄は？「ランキング」

6. スーパースクリーナーは素晴らしすぎる
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スーパースクリーナー

大型高配当株に投資して、コツコツ配当を受け取りたい

成長中のマザーズ銘柄で勝負したい

アナリスト評価が高い銘柄に投資したい

割安になっている銘柄を拾っていきたい
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スーパースクリーナー

4,000銘柄以上
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スーパースクリーナー

「スーパースクリーナー」がオススメ

スーパースクリーナーとは…
様々な条件でフィルターをかけて、銘柄を絞っていく機能です。

つまり、
求める条件をクリアした銘柄に出会える！
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スーパースクリーナー（遷移方法）

①検索アイコンをタップ

②スーパースクリーナー
をタップ
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スーパースクリーナー（通常条件）
①市場
東証一部やマザーズなど
上場市場

②規模
大型株・中型株・小型株
の3区分

③採用指数
日経225やTOPIX100など
採用指数

④業種
食料品・不動産業など
業種

⑤コンセンサス
レーティング
アナリストの評価

⑥投資金額
最低購入金額
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スーパースクリーナー（条件追加）

プラスアイコンの
「検索条件追加」をタップで、
さらに条件を追加することが可能
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スーパースクリーナー（条件追加）

①追加したい項目を
タップして、
チェックを入れる。

②選択した条件を
追加をタップ。

③選択項目が追加
される。
絞りたい範囲を入力
して、検索をタップ。
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スーパースクリーナー（条件追加）
財務
PERやROEなどの実績値

コンセンサス情報
PERの予想値やPEGなどのコンセンサス

銘柄属性
信用残高や信用倍率など

テクニカル
株価上昇率やテクニカル指標など
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スーパースクリーナー（利用例）

①利益をしっかり出し、財務状況が健全で、高配当な銘柄

②急成長中でありながら、異常な過熱感はない銘柄
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スーパースクリーナー（利用例①）
①利益をしっかり出し、財務状況が健全で、高配当な銘柄

ROEを利用
（自己資本に対し、
何％の利益を出しているか）

20％～にセット

自己資本比率を利用
（総資本に占める
自己資本の割合）

配当利回りを利用
（利益に対し、何％の
配当金を出しているか）

35％～にセット 3％～にセット

＝ ＝ ＝

⇒19銘柄ヒット！
※2020年9月18日終値時点
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スーパースクリーナー（利用例②）

②急成長中でありながら、異常な過熱感はない銘柄

過去3年平均売上高成長率(予)を利用
（過去2期分と、当期の予想売上高の成長率
の平均）

PSRを利用
（売上高に対して株価が何倍か）

＝ ＝

30％～にセット 20倍以下にセット

⇒10銘柄ヒット！
※2020年9月18日終値時点
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（予備）カスタマイズ機能
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（予備） My Page カスタマイズ

①既存ページをカスタマイズ
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（予備）既存ページをカスタマイズ

歯車アイコンをタップ

「My Page編集」画面に
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（予備）既存ページをカスタマイズ

①名前の変更

②パーツの変更
③パーツの削除

④パーツの移動

⑤パーツの追加

⑥最後に「完了」
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（予備）日経225マイページをカスタマイズ

日経225ミニチャートを削除

空いたスペースにTOPIXを追加

「東証マザーズ指数」と
「日経JASDAQ平均」を追加

上から2段目に移動

①

②

カスタマイズ後

カスタマイズ前
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（予備） My Page カスタマイズ

②新規ページを作成
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（予備）新規ページを作成

My Pageを追加

1からパーツを選択
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（予備） My Pageを追加
まずはページの追加から

①紙のアイコンを
タップ

②My Page一覧
編集画面に移動
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（予備） My Pageを追加
③プラスアイコン
をタップ

④新規作成をタップ
⑤「新しいMy Page」が
追加されたことを確認
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（予備）新規ページ作成開始
歯車アイコンをタップして
オリジナルページの作成開始！

ここからは、
既存ページの
カスタマイズと同じ！
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（予備）オリジナルMy Page ～米国市場～

米国株市場主要指数

+
GAFAM

+
ニュース

+
決算カレンダー
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終わりに

カスタマイズ機能 アラート機能 豊富な情報
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終わりに

「ツール・アプリ」にカーソルを
合わせると、各種ツールの紹介ページに

アクセスできます。
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終わりに

ぜひiSPEEDをご活用ください！




