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カブドットコム証券株式会社
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代表執行役社長 齋藤 正勝

kabu ステーション® スマホアプリ（iPhone 版）がついに登場！
～板発注・2way 注文・フリックメニュー等直観的なユーザビリティにより外出時にもアクティブなトレード環境を提供／kabu ステーショ
ン®（PC）との銘柄同期等シームレスな連携を実現～

カブドットコム証券株式会社は、2017 年 7 月 3 日（月）（予定）より、当社お客さま向けトレーディングツール kabu ステー
ション®において、スマートフォン専用アプリ「kabu STATION for iPhone」（以下、「kabu ステーション®アプリ」という。）をリリ
ース（Android 版は別途リリース予定）いたします。
2009 年末にリリースされた kabu ステーション®(PC)は、当社でアクティブにお取引をいただくお客さまとの多数の対話を
通し、継続的改善と新機能実装等によるブラッシュアップを繰り返すことで、幅広い機能を実装した高速トレーディングツー
ルとして広範なご支持を獲得しております。
kabu ステーション®アプリは、kabu ステーション®(PC)のハイクオリティ機能はもちろんのこと、 “よりスピーディーに”、
“よりスマートに” 、“より便利に”をコンセプトとした UI/UX 設計により、ストレスフリーな取引環境を実現いたしました。「板
発注」「2Way 注文」「発注ダイアログ」の多彩な発注方法や、スマートフォンならではの操作性をフルに活用したフリックメニ
ュー、そして kabu ステーション®(PC)とのシームレスな銘柄連携機能等、アクティブトレーダーのお客さまにとって、モバイ
ル環境における最適なお取引ツールとしてご利用いただくことを期待しております。
また、この度、kabu ステーション®アプリのリリースを記念し、2017 年 7 月 3 日（月）～2017 年 10 月 31 日（火）まで、kabu
ステーション®アプリ経由の信用新規建取引の手数料を 10％キャッシュバックする「kabu ステアプリでトレードデビュー記念
キャンペーン」を実施いたします。
当社は、今後も最先端技術を利用したサービスの拡充を行い、お客さまの投資成績の向上に貢献してまいります。
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● kabu ステーション®アプリ のお勧め機能・ご利用方法
“よりスピーディーに”
■シームレスな発注導線を意識したフリックメニューにより、各種画面へ素早く遷移する新感覚 UX を実現！
発注画面への遷移は、銘柄名を長押しするフリック操作で行えます。銘柄リストや残高照会画面からのシームレ
スな画面遷移を、フリックメニューにて実現いたしました。

※画面は開発中のものであり、サービス提供開始時点で変更される場合がございます。
“よりスマートに”
■２WAY 注文画面から最短 1 タップ発注。板発注画面から 2 タップで発注・訂正・取消が可能に！
２WAY 注文画面では、最短 1 タップ売買が完了するシンプルかつスマートな画面を設計いたしました。また、板発注
画面では、板上から直接発注することが可能です。取引を 2 タップで完了するシンプルな構成で、訂正や取消もシー
ムレスに行えます。

2 タップ発注

１タップ発注

2 タップ訂正・取消

※画面は開発中のものであり、サービス提供開始時点で変更される場合がございます。
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“より便利に”
■サジェスト(予測)機能を搭載！気になる銘柄・企業をキーワードで検索！
銘柄検索時に、銘柄コードや会社名が分からない場合でも、キーワードで検索いただける予測検索が行えます。例え
ば、「ユニクロ」で「ファーストリテイリング」の検索や、「インフルエンザ」で関連した企業の銘柄検索が行えます。

※画面は開発中のものであり、サービス提供開始時点で変更される場合がございます。

■kabu ステーション®（PC）やカブボードフラッシュからの銘柄登録リストの連携が可能！
kabu ステーション®（PC）やカブボードフラッシュのマルチプロダクトで登録されているお気に入り銘柄の kabu ステ
ーション®アプリへの同期・連携や、kabu ステーション®アプリから kabu ステーション®（PC）への同期が可能です。

※上記の画像は、kabu ステーション®（PC）およびカブボードフラッシュとの連携のイメージ図です。
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■チャート画面のランドスケープ(横向き)対応で、操作性や視認性向上！
チャートをランドスケープ(横向き)にすることで、長期間のチャート表示となり、トレンドライン描画の操作性や、全
画面表示による視認性が高くなります。また、13 種類のテクニカル分析をご用意しており、パラメータやインディケー
ターの設定等、自由なカスタマイズが可能です。

長期間表示

トレンドライン

※画面は開発中のものであり、サービス提供開始時点で変更される場合がございます。

● 「kabu ステアプリでトレードデビュー記念キャンペーン」概要
期間
概要

2017 年 7 月 3 日（月）～2017 年 10 月 31 日（火）
キャンペーン期間中、カブドットコム証券のスマートフォンアプリ「kabu ステーション®アプリ」経由
の信用新規建のお取引で、お取引手数料の 10%を証券口座にキャッシュバックいたします。

ご注意事項：
※信用取引口座は最短即日の開設が可能（WEB 審査は 24 時間受付中）です。
※手数料が発生する信用新規建を対象とします。(手数料が無料となるプランの注文は除く)
※kabu ステーション®アプリから発注した注文を他のチャネルから訂正しその後約定した場合の手数料はキャッシュ
バックの対象外となります。
※キャッシュバック金額は税込とし、小数点以下の端数は切上げいたします。
※お取引を毎月行った場合、毎月の総額が対象となります。
※お取引の翌々月末までに、該当取引手数料総額の 10%を証券口座に入金いたします。
※当社主催の他キャンペーンの対象となった場合は、本キャンペーンの対象外となることがございます。
※本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止させて頂く場合がございます。
※未成年口座は本キャンペーンの対象外となります。
●

kabu ステーション® アプリご利用環境

■利用環境
・iOS9 以上（※iPad は対象外）
※推奨端末は iPhone5 以降となります。推奨端末以外の動作につきましてはサポート対象外となります。
・カブドットコム証券に口座開設済みのお客さま
※口座開設がお済みでない場合、リアルタイムの株価をご覧いただくことができません。また、ご利用いただける
機能は一部となります。
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■利用料金
・無料
※一部機能のご利用は kabu ステーション®（PC）のご契約が必要となります。
※kabu ステーション® (PC) ご利用料は 972 円（税込）/月ですが、お客さまのお取引実績や口座状況に応じて、無
料でご利用いただけます。詳しくは、利用料金/無料利用条件をご確認ください。

＜「kabu ステーション®」アプリご利用について＞
「kabu STATION for iPhone」（以下「本ソフトウェア」といいます）を使用される前に、ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」とい
います）をよくお読みください。本ソフトウェアをご使用されるお客さまは、本ソフトウェアをご使用になることで、本契約の各条項の
拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを削除の上、ご利用になら
ないでください。 ソフトウェア使用許諾契約（http://kabu.com/sp2/app/kss/rule/terms.html）

＜証券投資に関する手数料等およびリスクについて＞
・カブドットコム証券のお取扱商品へのご投資の際は、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。各
商品等は価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込むおそれがあり、また商品等によっては投資元本を
超える損失（元本超過損）が生じるおそれがあります。 ・各商品の手数料等は、商品、銘柄、取引金額、取引チャネル等により異
なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。手数料等の詳細は、当社ホームページ
（http://kabu.com/cost/）をご覧ください。手数料等には消費税が含まれます。 ・当社お取扱商品の手数料等およびリスクの詳細
については、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、約款・規定集および当社ホームページの「ご投資にかかる
手数料等およびリスクについて」 （http://kabu.com/company/pressrelease/info/escapeclause.html）や取引ルール等をよくお読
みの上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任でおこなってください。・本ソフトウェアの対象のお取引は、現物株式(※プチ
株®、NISA、ジュニア NISA は除く)および信用取引となります。
【現物株式取引に関するご注意事項】
・株式は、元本や利益を保証するものではありません。株式は、金利の変動、為替の変動等により価格が変動するため、投資元
本を割り込むおそれがあります。 ・現物株式の手数料の概要は次のとおりです。 最大 3,690 円（税抜）（お電話での注文は、自動
音声応答：100 円（税抜）、オペレーター経由：2,000 円（税抜）が別途加算）
・ETF（上場投資信託）、ETN（上場投資証券）、REIT（上場不動産投資信託）は、元本や利益（分配金を含む）を保証するものでは
ありません。ETF、ETN は銘柄自身の価格の変動および連動対象となっている指数や指標の変動等、REIT は銘柄自身の価格の
変動および運用する不動産の価格や収益力の変動等の他、金利の変動、為替の変動等により価格が変動するため、投資元本を
割り込むおそれがあります。
【信用取引に関するご注意事項】
・信用取引の対象となる株式（ETF、ETN、REIT 等を含む）は、元本や利益を保証するものではありません。株式は、金利の変動、
為替の変動等により価格が変動するため、投資元本を割り込むおそれがあります。 ・信用取引をおこなうには、売買代金の 30％
以上かつ 30 万円以上の保証金の差し入れが必要であり、保証金の最大約 3.3 倍のお取引が可能です。信用取引は、差し入れた
保証金を上回る金額の取引が出来るため、損失の額が差し入れた保証金を上回る（元本超過損）おそれがあります。
・信用取引に際して、売買手数料・信用管理費・名義書換料をお支払いいただくほか、買付けの場合は買付代金に対する金利を、
売付の場合は売付株式等に対する貸株料及び逆日歩（品貸料）をお支払いいただきます。信用取引の手数料等の概要は次のと
おりです。＜手数料＞最大 1,200 円（税抜） ＜買方金利＞最大 3.6% ＜売方金利＞0% ＜貸株料＞最大 3.9%
・信用取引には取引期限があり、取引期限を超えてのお取引はできず、所定の期日までに反対売買がなされない時は、予め定め
られた方法により決済されますが、上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限が前倒しになる場合があります。
信用取引の委託保証金率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更する場合があります。委託保証金率およ
び代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更することがあります。また、上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等
により、返済期限（期日）が前倒しになる場合があります。詳細は、当社ホームページの信用取引ルールのご案内ページ
（http://kabu.com/item/shinyo/rule.html）をご確認ください。
・制度信用取引と一般信用取引（長期、売短®）では、返済の期限等について異なる制約があります。合併や株式分割等の事象
が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限を設定することがあります。一般信用取引（長期、売短®）の建
玉について株式の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定した上で、当社が定める期日に変更する場合がありま
すが、緊急かつやむを得ない事由がある場合には、催告期間を置かずに期日を変更します。
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・一般信用「売」はすべての上場銘柄に対応しているものではありません。一般信用（長期、売短®）売建可能銘柄は日々、貸付
有価証券の調達状況等により銘柄及び株数に変更がございます。最新の銘柄情報は、当社ホームページの「一般信用（長期、売
短®）売建可能銘柄一覧」をご参照ください。
・権利落日の取引所基準価格は、前日終値から一株当たりの予想配当額分だけ理論上値下がりします。 ・権利付最終日の大引
け時点で現物買いおよび信用売建玉をしている場合、現物については税金が差し引かれた配当を受け取り（配当金の約 80％）、
一般信用売建玉については配当調整金をお支払い（配当金の 100％）いただきます。つきましては、配当金の約 20％の差額分を
ご負担いただくことになりますので、予めご注意ください。
※掲載情報は 2017 年 6 月 22 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）
にてご確認ください。
※ご意見・苦情について（当社以外の窓口）
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 0120－64－5005
【カブドットコム証券株式会社】
【金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第 61 号】
【銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 号】
【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】

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>
お客さまサポートセンター TEL：0120-390-390

<本件に関する報道関係からのお問い合わせ先>
担当：経営管理部 広報担当 大西勝二 TEL：03-3551-5111
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