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当社で米国株式をお取引いただく方法は 2種類あります。それぞれにメリットとデメリットがあり、相

場環境やお取引のタイミングによって使い分けることができます。また、お取引いただく際にかか

るご費用も異なりますので、本資料でご確認いただき、お取引の際は担当の営業員とご相談の

上、お取引方法をご選択ください。 

 

 

(1)2種類の取引方法とは ？                                

 

米国株式の取引方法は、 

 

 と､ 

 

 の 2種類から選択できます。 

 

 

 

➊ 海外委託取引 

お客様からいただいたご注文を、当社が「そのまま」米国の証券会社を通じて、米国の証券取引

所に発注します。 

 

 

 

 

 

 

   例えば、お客様から「米国のＡ社株を100㌦で1,000株買いたい」というご注文をいただきまし

たら、当社は「Ａ社株を 100㌦で 1,000株買い」という注文をそのまま米国の証券取引所に

取次ぎます。日本株の取引方法と同じです。 

 

 

 

 

お客様 米国の 
証券会社 当社 

米国の 

証券取引所 

米国株式のお取引方法について（国内上場株を除く） 

 

➊ 海外
かいがい

委託
い た く

取引
と り ひ き

 

➋ 国内
こ く ない

店頭
てんと う

取引
と り ひ き
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しかし、日本と米国では時差が 13～14時間ありますので、お客様は米国の取引時間中の

株価を眺めながらタイミングを計ってご注文を出すことができません。米国の取引が始まる

前の日本時間にご注文することになります。この点が日本株のお取引と異なります。 

＜通常時間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

海外委託取引の場合、16時までにいただいたお客様のご注文が、同日夜に始まる米国市

場でお取引されますので、ご注文の結果は翌営業日に判明することとなります。 

 

 

➋ 国内店頭取引 

お客様のご注文を取引所に取次ぐのではなく、当社がお客様の相手方となって、日本国内

でお客様との売買に応じる取引です。ただし、国内店頭取引ができる銘柄は、当社選定銘

柄に限ります。 

 

   

 

 

 

 

国内店頭取引で取引する株価は、前日の取引所終値などを基準に合理的かつ適正な方法

で算出した「社内基準価格」を仲値として、お客様が「買う」場合には社内基準価格に 2.0％

上乗せした価格、お客様が「売る」場合には仲値から 2.0％差し引いた価格となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様の売り 
 

社内基準価格 

（仲値）  
お客様の買い 

 
            

 

 
            

 

 98.00㌦ 
 

 100.00㌦ 

 
 102.00㌦ 

Ａ社株 1,000株 

   売り 

Ａ社株 1,000株  

買い 

日本時間 6：00 
 

9:00 
 

16:00 
 
223:30     翌 6：00 

 
                        

 

 
                        

 

米国株 

取引終了  

お客様からの

注文受付開始  

お客様からの 

注文受付締切 
→ 

米国株 

取引開始  

米国株 

取引終了 

 

 

 

 

お客様 当社 

例：Ａ社株の仲値が 100.00㌦だった場合のお客様に提示する売り・買い価格 

2.0％ 2.0％ 

相対 
 

取引 
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(2)取引にどれくらい費用がかかるか？              
 
海外委託取引 と 国内店頭取引 それぞれでかかる費用は異なります。 
 

➊ 海外委託取引にかかる費用 

【a】海外委託取引 国内取次手数料 

売買代金 委託手数料 

100万円以下の場合 （売買代金の 1.13％）の 108％ 

100万円超 300万円以下の場合 （売買代金の 0.83％+2,900円）の 108％ 

300万円超 500万円以下の場合 （売買代金の 0.79％+5,200円）の 108％ 

500万円超 1,000万円以下の場合 （売買代金の 0.62％+14,100円）の 108％ 

1,000万円超 2,000万円以下の場合 （売買代金の 0.54％+22,100円）の 108％ 

2,000万円超 3,000万円以下の場合 （売買代金の 0.48％+34,100円）の 108％ 

3,000万円超 4,000万円以下の場合 （売買代金の 0.33％+79,100円）の 108％ 

4,000万円超 5,000万円以下の場合 （売買代金の 0.26％+107,100円）の 108％ 

5,000万円超の場合 一律 237,100円の 108％ 

売買代金の 1.13％に相当する額が 5,000円未満の場合の手数料は 5,400円（税込）とします。 

ただし、売付けの約定代金が 10,000円以下の場合、手数料は「約定代金の 50％」の 108％とします。 

   

【b】現地費用等 （米国で取引するにあたってかかる実費等） 

【ニューヨーク市場・ナスダック市場】 

外国株式等の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費

用（現地委託手数料、証券取引手数料など）が発生します。当該諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢

等に応じて決定されますので、本書面上にその金額等をあらかじめ記載することは出来ません。詳しくは営業員

にお尋ねください。  
 

【c】為替スプレッド（円貨で受渡しする際にかかる為替手数料相当） 

通貨 
通貨スプレッド 優遇スプレッド 

外貨約定金額 1米ドル当たり 外貨約定金額 1米ドル当たり 

米ドル 30万米ドル 未満 0.50円 30万米ドル 以上 0.25円 

 ※外国債券・外国株式・外国投資信託（外貨建て MMFを含む）の買付・売却に関わる取引にあたって、外貨約定金額（約定金額 

  ＋経過利息）に応じた為替スプレッドを仲値及び実勢為替レートに対して適用します。 

 

       

 

 
 
 

 

       

 

 

【a】+【b】+【c】の費用がかかります 

【a】+【b】の費用がかかります 

・お客様が「米ドル」で米国株をご購入する場合 または 

・米国株をご売却して「米ドル」で代金をお受取りになる場合 

・お客様が「円貨」で米国株をご購入する場合 または 

・米国株をご売却して「円貨」で代金をお受取りになる場合 
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《例》米国のＡ社株を株価 100㌦で 100株、海外委託取引で買いました。お客様がお支払する 

   円貨金額はいくらかかりますか？（為替は 1㌦＝110円とします） 

 

※【b】現地費用の現地委託手数料（0.3％）は、2018年 10 月現在のレートを適用しております。 

 

 

➋ 国内店頭取引にかかる費用 

(1)2種類の取引方法とは ？ の中でご説明しましたが、国内店頭取引でお取引する株価は、前

日の取引所終値などを基準に合理的かつ適正な方法で算出した「社内基準価格」を仲値として、

お客様が「買う」場合には仲値に 2.0％上乗せした価格、お客様が「売る」場合には仲値から

2.0％差し引いた価格となります。 

 

この仲値に加算・減算する「2.0％」部分が、国内店頭取引においてお客様がご負担される実質

的なご費用となります。「2.0％」の中には、当社が取引業者や現地保管銀行に支払う手数料や

管理費用、当社が頂戴する手数料相当額、相場の変動により当社が負う株価変動リスクなどが

含まれております。 

 

また、円貨でご購入、あるいは、ご売却して円貨でお受取りになる場合は、「➊海外委託取引に

かかる費用」と同じく、「【c】為替スプレッド」が費用としてこれに加わります。 

 

 

《例》米国のＡ社株を「社内基準価格（仲値）」が 100㌦の日に 100株を円貨支払いで購入する

場合、お客様がお支払する円貨金額はいくらかかりますか？（為替は1㌦＝110円とします） 

 

 

    

 

 

 

 

売買代金(約定代金) 1,105,000円 100㌦×100株×(110円＋【c】為替スプレッド0.5円)

【a】国内取次手数料 13,036円 (1,105,000円×0.83％＋2,900円)×108％

【b】現地費用等 3,315円 100㌦×100株×0.3％×(110円＋【c】為替スプレッド0.5円)

お客様のお支払円貨金額 1,121,351円 売買代金＋【a】＋【b】

お客様の購入株価 102.00㌦ 100㌦+100㌦×2.0％

お客様のお支払円貨金額 1,127,100円 102.00㌦×100株×（110円＋【c】為替スプレッド0.5円）
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（3）取引方法で何が変わるのか？               

 

と では取引方法やかかる費用が異なりますので、それぞれ

にメリットとデメリットがあります。 

  

 

 

 米国上場銘柄のうち、当社が取扱う全て

の銘柄をお取引することができます。 

 

 

 株価を自由に指定してご注文を出すこと

ができます。 

 

 国内店頭取引に比べて、お取引にかか

る費用等のご負担は小さくなります。 

 

 

 お取引できる銘柄は、当社が指定する銘柄

に限られます。また数量が限定されるため、

お取引に応じられない場合があります。 

 

 当社が提示する株価でお取引していただき

ます。株価のご指定はできません。 

 

 

 海外委託取引に比べて、お取引にかかる

費用等の負担は大きくなります。 

 

 

 お客様が出されたご注文は、翌日の海外

市場で取引されます。したがって、指値

注文の場合は取引が成立しない場合が

あります。また成行注文の場合は、想定

外の株価でお取引が成立する場合があり

ます。 

 

 円貨で決済する場合、注文翌営業日の

為替レートが適用されます。したがって、

円貨の受渡代金が確定するのは注文翌

営業日になります。 

 

 受渡日は、現地約定日から起算して5営

業日目となります。 

 

 

 当社が提示する株価でお取引きしていただ

きますので、ご注文を出していただいた時点

で取引価格が確定します。 

 

 

 

 

 約定代金は、約定成立時点の為替レート

が適用されます。したがって、ご注文当日

に円貨の受渡代金が確定します。 

 

 

 受渡日は原則、日本株取引と同じく、約定

日から起算して 4営業日目となります。 

 

☆例えば取引にあたって、このような注文方法の選び方ができます。 
 

●国内店頭取引取扱い銘柄以外のＢ社株を買いたい。 ➔ 海外委託取引 で 買い注文  

▲Ｃ社株は値上がりしそうだから今のうちに買っておきたい。でも、成行注文

で高く買えたら悔しいし、指値注文で買えないのも惜しい。 
➔ 国内店頭取引 で 買い注文 

■円貨で○○円の利益を確保できるなら売却したい。 ➔ 国内店頭取引 で 売り注文 

◆良いニュースが出たから今晩の米国市場は高くなりそうだ。 ➔ 海外委託取引 で 売り注文  

国内店頭取引 海外委託取引 

海外委託取引 国内店頭取引 

メリット 

メリット 

デメリット 

デメリット 
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（4）取引方法の概要                     

➊ 海外委託取引の概要   

注文受付時間 9：00～16：00 

取引可能銘柄 米国市場の中で、当社が取扱う銘柄 

売買単位 当社が定める単位 

注文種類 指値注文あるいは成行注文 

約定日 現地約定日の翌営業日（当日限りの注文の場合は注文日の翌営業日） 

受渡日 約定日から 4営業日目（現地約定日から 5営業日目） 

費用 国内取次手数料＋現地費用等 

為替レート 約定日の当社が定めるレート 

決済通貨 
円貨または米ドル（同一日における売買は米ドル決済を推奨します） 

外貨の送金手数料は送受ともにお客様のご負担とさせていただきます。 

特定口座・NISA口座の利用 可能 

 

➋ 国内店頭取引   

注文受付時間 11：00～16：00 

取引可能銘柄 当社が指定する銘柄 

売買単位 当社が定める単位 

注文種類 当社が日々提示する売り・買いそれぞれの株価で取引していただきます。 

約定日 ご注文当日 

受渡日 原則、約定日から 4営業日目 

費用 必要な費用は取引価格に含まれます。 

為替レート 約定成立時点の当社が定めるレート 

決済通貨 
円貨または米ドル（同一日における売買は米ドル決済を推奨します） 

外貨の送金手数料は送受ともにお客様のご負担とさせていただきます。 

特定口座・NISA口座の利用 可能 

ご留意事項 

・日々、銘柄毎に取引できる上限株数／金額を設けております。取引が 

 集中した場合、ご注文をお受けできない場合があります。 

・市況の急変やその他の事情により、取引条件の変更、もしくは、取引を 

 中断・中止する場合があります。 
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重要事項のご説明 

 

○ 外国の政治・経済・社会情勢の変動や天災地変等による企業業績の悪化や株式の売買が制限され  

る等の影響により、売買や受渡等が出来なくなる場合があります。  

○ 為替市場の変動による損失を被ることがあります。  

○ 株価の下落により損失を被ることがあります。又、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損  

失を被ることがあります。  

○ 流動性の低い株式を売却しようとする場合、市場実勢によっては「買い手がなかなか見つからな  

い、極端に安い価格での売却しかできない」といったリスクがあります。 

 

外国証券の国内店頭取引について 

 

当社とお客様との間における外国証券（外国株券、クローズド・エンド型の外国投資証券、外国株券に

係る権利を表示する外国預託証券及び外国債券）の国内店頭取引については、以下の点を十分ご理解の

上、取引されるようお願い致します。なお、お取引開始に際しては「外国株式投資のご案内」をお渡し

いたしますので、ご確認の上、外国証券投資についてご不明な点がございましたら、当社までお問い合

わせ下さい。  

１．取引の開始に当って  

（１）口座の開設  

お客様が外国証券の取引を注文するためには、あらかじめ当社にお客様名義の外国証券取引口座を開設

していただく必要があります。この口座開設に際して、当社では、外国証券の取引に関してお客様と当

社の間での必要事項を定めた「外国証券取引口座約款（以下、「約款」）」をお客様に交付します。お

客様はこの約款を良くご覧いただき、約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨が記載された申込書を

当社に提出していただきます。  

（２）証券の保管等  

お客様が当社に保管を委託する外国証券は、混蔵寄託契約によって当社に寄託されることになります。

さらに寄託された外国証券は、お客様分として当社自己分とは口座を区分する等の方法により当社名義

で当社が契約する保管機関に寄託し、その国の諸法令及び慣行に従い厳正に保管されます。なお、お客

様が、寄託した外国証券について売却又は保管替え等を必要とする時は、当社は所定の手続を経て処理

させていただくことになります。  

2．国内店頭取引について  

国内店頭取引は、お客様と証券会社との日本国内における相対（あいたい）取引であり、当社としては

当社が合理的に算出する時価により、適正な価格で取引を行います。尚、各証券会社はそれぞれこのよ

うな方法で適正な価格による取引を行うこととしておりますので、海外の証券取引所等で売買取引を行

う場合とは異なり、それぞれの証券会社によって取引価格が多少相違することがあります。又、お客様

が国内店頭取引を希望されても、すべての外国証券を当社で扱っているわけではありません。さらに当

社がお勧めする外国証券は、日本証券業協会の規則に基づき、当社が適格外国有価証券市場で取引が行

われていると判断した外国証券や外国国債等であります。お取引が可能な銘柄かどうかについては、当
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社にて、お問い合わせ下さい。なお、当社が国内店頭取引によってお客様から買い付けることができる

外国証券は、お客様が適法に取得された外国証券で、当社が保管の委託を受けているものに限らせてい

ただきます。  

3．取引に必要な費用  

国内店頭取引で外国証券を売買するときは、取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれているため、

別途の手数料は必要ありません。  

なお、外貨と円貨との換算を行う場合には、お客様が銀行等で円貨と外貨を交換されるときに適用され

る対顧客電信相場と同様に、外国証券の買付けの場合は売りレート（円貨から外貨）、外国証券の売付

けの場合は買いレート（外貨から円貨）が適用されます。  

4．外国証券投資とリスク  

外国証券への投資には、他の金融商品と同様にリスクを伴います。国内の株式や債券に投資する場合と

同様に価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等がありますが、さらに外国証券投資では、為替

リスクやカントリーリスクにも注意を払わなければなりません。お客様の資金の性格に照らして、どれ

だけリスクを受け入れられるかをよくお考えの上、お客様ご自身の責任と判断で投資対象を決めていた

だく必要があります。  

（1） 価格変動リスク  

外国証券を含む証券の市場価格は、流通市場における需給関係や発行体の情報そして金利動向や経済情

勢等を敏感に反映し、変動します。従って、売却時の市場価格によっては売却益がでる場合も売却損が

でる場合もあります。  

（2） 元利払いリスク（信用リスク）  

外国債券を含む債券には、債券発行者が破産等の債務返済不能状態に陥った場合に、元本や利子の支払

いが滞ったり、不能となることがあります。  

（3） 流動性リスク  

外国証券を含む証券は、流通市場における売却が可能とされていますが、市場に一方的な大量の買い注

文や売り注文が殺到したり、お客様の売り買いの注文に対応する取引注文が不活発になる等の市場環境

の変化により流動性（換金性）が低くなることも考えられます。極端な場合には、国内店頭取引による

買い取りが行われなくなる可能性もあります。  

（4） 為替リスク  

外国証券の取引では、円建てのものを除き、為替レートの変動によるリスクがあります。  

（5） カントリーリスク  

外国証券は、さまざまな国の発行体によって発行されます。従って、その国の政治・経済・社会情勢に

大きな影響を受けます。  

5．投資の参考情報  

当社が取扱う外国証券については、外国の証券取引所における直近の終値又は外国有価証券市場におけ

る直近の気配その他参考となる情報を、お客様からの求めに応じて提供します。  

6．税金  

国内証券と同様に外国証券を国内店頭取引により売却するときには譲渡益に対して課税される場合があ

ります。又、償還差益、利子・配当等に対しても課税されます。詳細につきましては、税理士等の専門

家にお問い合わせ下さい。  
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7．外貨決済時の注意事項 

・外貨決済を選択された取引も、取得コスト・譲渡益税の計算は円貨で行います。また源泉徴収あり口 

座の譲渡益税の徴収・還付も円貨で行います。 

 ・外貨決済を選択された売却注文時は、譲渡益税相当額の余力拘束を行っておりません。したがって、 

源泉徴収あり口座を選択されたお客様が、源泉徴収金が発生する外国証券を売却し、売却代金を当日買

付代金に充当した場合、源泉徴収金相当額が不足となる場合がございます。不足金が発生した場合、ご

入金をいただきますようお願いいたします。 

・現物取引の場合、差金決済が禁止されていますが、外貨決済を選択された取引は、システムによる差 

金決済注文の防止が行われませんので、同一日に同一銘柄を複数回売買する場合はご注意ください。 

8．取引報告書の確認を忘れずに  

外国証券の売買取引が成立すると、当社から取引報告書が郵送されます。ここには取引された外国証券 

の銘柄名や売買代金等の情報が記載されています。注文の執行に間違いがないか、よくご確認されると

ともに、後日、取引の証拠書類となりますので大切に保管されることをお勧めします。 

9．その他留意事項  

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記

載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ

（http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html）でご確認いただけます。 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

当社の概要  

商 号 等  むさし証券株式会社  金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 105号  

本店所在地  〒330-8634 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333番地 13  

加入協会  日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会  

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮMAC）  

www.finmac.or.jp  

資本金  5,000百万円（平成 22年 5月 6日現在）  

主な事業  金融商品取引業、生命保険募集業  

設立年月  昭和 22年 8月  

連絡先  048-643-8360又はお取引のある支店にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 
 
 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口  
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。  

住所：〒330-8634  埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333番地 13  

電話番号：048-643-8360  

受付時間：月曜日～金曜日 9時 00分～17時 00分 

金融ＡＤＲ制度のご案内 

金融ＡＤＲ制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以下の方法で簡易・迅速な解

決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及ぶ紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争

解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品斡旋相談センター（ＦＩＮＭＡＣ）を利用することができま

す。 

住所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005 

（ＦＩＮＭＡＣは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません） 

受付時間：月曜日～金曜日 9時 00分～17時 00分（祝日を除く） 
 

 


