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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。



4

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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このセミナーでわかること

１．なぜ今中国株なのか

２．中国株式市場の種類

３．ここだけはおさえたい！取引基本

４．情報収集テクニック
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中国株式の魅力~なぜ今中国なのか～

１. 経済大国の中国

世界第２位のGDPを誇る

※GDPとは？
L国の経済規模や強さを示す指標

GDP成長率が、
今後も大きく増加見込み！

✔

✔

出所：世界経済のネタ帳名目GDP(USドル)の推移

2019 2020(予測) 2021(予測)

アメリカ 2.2 -4.3 3.1

中国 6.1 1.9 8.2

日本 0.7 -5.3 2.3

ドイツ 0.6 -6 4.2

インド 4.2 -10.3 8.8
出所：IMF世界経済見通しより楽天証券作成
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中国株式の魅力~なぜ今中国なのか～

２．発展ポテンシャルが高く世界でその存在感が増している

人口数が世界1位 = 消費大国✔

世界第２位の株式市場の時価総額✔

1位 アメリカ（ニューヨーク＋ナスダック）40.8兆ドル(約40％)
2位 中国（上海＋深セン＋香港） 10.4兆ドル(約10％)
3位 日本 6.8兆ドル(約7％)

1位 中国 14.08億人 (18.5％)
2位 インド 14.02億人（17.9％）
3位 アメリカ 3.35億人（ 4.3％）
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中国株式の魅力~なぜ今中国なのか～

３. 中国の有名企業に投資ができる！

2020年の相場パフォーマンスの好調✔

L IT・AIなどのテクノロジー分野
に国家レベルで力をいれている。
【例】5カ年計画
IT政策を国民の基礎産業と位置付け

Lテクノロジー関連銘柄・ETF
【例】ネットイース、JDドット・コム、テンセント、アリババ、シャオミ

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(ETF)

注目企業への投資✔

コロナ
封込め

コロナ
ショック

テクノロジー
関連好調
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中国市場の種類
取引所 市場の種類 株式の種類

香港 メインボード

 GEM：中小型株を対象。

 H株：中国本土で登記されている中国企業の株式

レッドチップ：中国本土以外が本社で中国政府資本

が30％以上の企業の株式

 香港株：H株でもレッドチップでもない株式

上海
メインボード

科創板：ハイテク企業の育成目的。

半導体や車載電池などを扱う企業が上場。

 A株：海外投資家への保有制限がある株（人民元）

 B株：海外投資家への保有制限がない株

（米ドル/香港ドル）

深セン

メインボード

中小板：中小企業。

創業板：新興企業向けの市場。「中国版ナスダック」
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取引基本ルール
中国株式 国内株式

香港 上海A株

銘柄コード 5桁の数字（例：00700） ６桁の数字（例：600030） 4桁の数字

取引時間(日本時間)

プレオープニング：10:00~10:30
前場：10:30~13:00
後場：14:00~17:00

クロージングオークション:17:00~17:10

プレオープニング：10:15~10:25
前場：10:30~12:30
後場：14:00~15:57

クロージングオークション：15:57～16:00

前場：9:00～11:30
後場：12:30～15:00

取引通貨 香港ドル 人民元 日本円

値幅制限 原則なし(※１）
前日終値の±10%

（注意銘柄の場合は前日終値の±5%）
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％ 日本で20.315％

配当金の源泉徴収税率

中国で配当課税10％
（銘柄により異なる）

＋
日本で20.315％

中国で配当課税10％
＋

日本で20.315％
日本で20.315％

※1：クロージング・オークション時値幅制限あり。
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中国株取引の税金

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%

中国で10%※

さらに

日本で20.315%
⇒合計28.2835％
※香港株には10％の課税がされない銘柄もある

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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楽天証券の中国株取引サービス

香港市場 上海(A株)市場
売買単位 銘柄によって異なる 100株

取引手数料

1取引あたりの約定代金計
10万円まで…550円（税込）
10万円~100万円まで…約定代金の0.55%（税込）
100万円以上…5,500円（税込）

為替手数料（円貨決済のみ）
1香港ドルあたり
片道±15銭

1人民元あたり
片道±20銭

注文受付時間(日本時間) 別スライド記載

取引口座 一般・特定・NISA

注文方法 指値のみ

決済通貨 日本円のみ

取引チャネル PCウェブ

配当金の受取 日本円で受取り

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）

楽天証券では香港株、上海A株の２市場が取引可能

すでに当社に総合口座を開いてる方は特別な手続き不要
※2000年11月以前に口座開設された方は別途「外国証券取引口座」開設手続きが必要です

日本円を入金すればすぐに取引可能
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取引手数料 為替手数料（円貨決済）

10万円まで…550円（税込）

10万円~100万円まで…約定代金の0.55%（税込）

100万円以上…5,500円（税込）

銀行発表の
対顧客レートの仲値に対して

中国株式にかかる手数料

当社適用為替レートで円換算した
約定代金合計に対して

香港：片道±15銭
上海A株：片道±20銭

（例）香港の場合…

仲値
100円
=6元

買い
100.15
円

=6元

売り
99.85
円

=6元

差額30銭

為替手数料
‐15銭

為替手数料
＋15銭

大口での取引でお得に！
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注文受付時間

香港株式

上海A株市場
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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中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 中国株の利益 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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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「外国株
式」をクリック

②「注文」を
クリック

③中国株式取引を
クリック

④検索したい銘柄名・
現地コードを入力し、
「検索」をクリック

②「注文」を
クリック

③中国株式取引を
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（指値のみ）、
口座区分を入力し、
「確認」をクリック
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PCウェブからの注文方法（買い）

①注文内容を確認
②取引暗証番号を入力
③「注文」をクリック
⇒発注完了！
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情報収集テクニック➀
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情報収集テクニック➁

➀ログイン
➁個別銘柄ページ
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情報収集テクニック③

を利用する

著者

「今週の期待材料」「今週の懸念材料」
などがわかる。
※会員登録が必要です。

著者

会社・セクターの現在の状況、今後の展開
がわかる。初心者の方でも分かりやすい。
中国株の投資判断材料にご利用ください！

URL：https://media.rakuten-
sec.net/category/dzhhk

URL：https://media.rakuten-sec.net/category/china-
report
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情報収集テクニック④

リアルタイム株価申請を利用する

香港株の株価がリアルタイムで確認できます。

無料でお申込いただけます。

➀マイメニュー
➁取引ツール・
有料情報申込み
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を利用する売買ランキング

情報収集テクニック⑤

個別株や、ETFのよく取引されている
銘柄がランキングで表示される！

URL：https://www.rakuten-

sec.co.jp/web/market/ranking/in_house/foreignstock.html#ranking-04
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【参考資料】はじめての中国株式

基本編のほかにも
初級編・取引編も！
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お知らせ

【期間限定】2021年1月18日（月）～ 2021年2月26日（金）

キャンペーン期間中に、中国株式（香港、上海A株/ETF含む）

を買付されたお客様全員に200ポイントプレゼントキャンペーン実施中！

★エントリーする ≫ https://www.rakuten-sec.co.jp/web/campaign/20210118-01/

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/campaign/20210118-01/





