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全国 27 支店での個人投資家を対象としたセミナー開催のお知らせ 
～3 月末までに投資信託、外国債券などをテーマに合計約 500 回を開催～ 

 
 

SBI イー・トレード証券株式会社（本社：東京都港区 代表取締役執行役員社長：井土太良）は、平成

20 年 1 月 15 日火曜日(予定)より全国 27 箇所に展開する当社支店で、投資信託や外国債券などをテーマ

としたセミナーを 1 月中に合計約 180 回開催し、3 月末までに 500 回程度開催することとなりましたの

でお知らせいたします。ネット証券として支店を利用した月間 100 回を超える規模のセミナー開催は初

めての試みとなります。 
 

当社は平成 19 年 10 月 1 日に SBI 証券株式会社と合併して全国に 27 支店を構え、これにより日本国

内で初めてとなる「リアル Based on ネット証券」として新たなスタートを切りました。これまでイン

ターネットだけでは提供することが難しかった商品・サービスを、対面チャネルを活用して拡大するこ

とで、ネット取引のお客様にこれまで以上に利便性の高い投資環境を提供していくことを目的としてお

ります。 
 
このたび開始いたします全国各支店でのセミナーはインターネットだけでは説明の難しかった投資信

託、外国債券、先物オプション、外国為替保証金取引、カバードワラントなどをテーマとした個人投資

家を対象とするセミナーです。1 回のセミナーは 10 名前後を定員とし、気軽にご質問いただける環境で

開催することで、参加いただいた全ての方に十分に内容をご理解いただくことを目指してまいります。 
セミナーには当社のインターネット口座をお持ちのお客様はもちろん、対面口座をお持ちの方、当社

にまだ口座をお持ちでない方、これから投資を始めることを検討されている方も無料で参加いただけま

す。これにより複雑な仕組みを持つ投資商品に対する理解度を高め、当社の取り扱う多様な金融商品を

個人投資家の皆様の資産形成に活用いただけるものと期待しております。 
 

当社では 1 月 15 日より各支店で順次セミナーを開催し 1 月中に全国で約 180 回を開催し、3 月末ま

でには合計 500 回に及ぶセミナーを開催していく予定です。 
 
 

● 全国支店セミナー開催予定スケジュール(平成 20 年 1 月) 
日程 内容 開催支店 

ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

函館、酒田、会津、新宿、板橋、祐天寺、下北沢、多摩桜

ヶ丘、青梅、上大岡、川越、宇都宮、足利、伊丹、福岡、

鹿児島 

1月 15日(火) 

南アフリカランド建債券 佐原、伊那 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

営業部、新宿、上大岡、平塚、川越、松本、大町、橿原、

福岡 
1月 16日(水) 

南アフリカランド建債券 函館、会津、大阪 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

新宿、板橋、川越、熊谷、伊那、飯田、福岡 

南アフリカランド建債券 酒田、営業部、祐天寺、下北沢、多摩桜ヶ丘、青梅、上大

岡、足利、伊丹、鹿児島 

1月 17日(木) 

先物オプション取引 会津、佐原 
（次ページへ続く）



（前ページより続く） 
日程 内容 開催支店 

ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

会津、新宿、上大岡、佐原、川越、名古屋、大阪、伊丹、

福岡 
南アフリカランド建債券 平塚、宇都宮、松本、橿原 

1月 18日(金) 

先物オプション取引 大町 
1月 19日(土) ソシエテジェネラル 

－アラブ株式ファンド 
酒田 

ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

酒田、会津、新宿、上大岡、川越、福岡 1月 21日(月) 

南アフリカランド建債券 熊谷 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

函館、会津、営業部、新宿、板橋、下北沢、青梅、上大岡、

川越、宇都宮、鹿児島 
南アフリカランド建債券 佐原、飯田、福岡 

1月 22日(火) 

先物オプション取引 酒田、祐天寺、多摩桜ヶ丘、平塚、足利、松本、伊那、大

阪、橿原、伊丹 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

会津、新宿、上大岡、川越、福岡 1月 23日(水) 

南アフリカランド建債券 函館、名古屋、大町 

ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

新宿、上大岡、川越、福岡 

南アフリカランド建債券 営業部、下北沢、伊丹、鹿児島 
先物オプション取引 板橋 

1月 24日(木) 

外国為替保証金取引 酒田、会津、祐天寺、多摩桜ヶ丘、青梅、佐原、足利、伊

那、飯田、大阪、橿原 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

会津、上大岡、川越、宇都宮、福岡 

南アフリカランド建債券 板橋 
先物オプション取引 熊谷 

1月 25日(金) 

外国為替保証金取引 新宿、平塚、松本、大町 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

酒田、会津、板橋、上大岡、川越 

先物オプション取引 飯田 

1月 28日(月) 

外国為替保証金取引 熊谷 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

函館、会津、板橋、川越、鹿児島 

南アフリカランド建債券 祐天寺、平塚、足利、松本、伊那、大阪 
先物オプション取引 酒田、新宿、下北沢、上大岡 
外国為替保証金取引 宇都宮、伊丹、福岡 

1月 29日(火) 

カバードワラント 佐原 
ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

川越 

南アフリカランド建債券 函館、会津、橿原 
先物オプション取引 営業部、大町 

1月 30日(水) 

外国為替保証金取引 上大岡、名古屋、飯田 

ソシエテジェネラル 
－アラブ株式ファンド 

川越 

南アフリカランド建債券 営業部、鹿児島 

先物オプション取引 板橋、佐原、足利、伊那、伊丹 

外国為替保証金取引 下北沢、大阪 

1月 31日(木) 

カバードワラント 会津、祐天寺、上大岡 

(注)１．上記は平成 20 年 1 月 9 日現在の予定です。詳細及び 2 月以降の日程につきましては当社 Web
サイトにてご確認ください(注 4)。 

２．各セミナーには事前のお申し込みが必要です。お申し込み方法等につきましては当社 Web サイ



トにてご確認ください(注 4)。 
３．本プレスリリースに記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあ

ります。これらの商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合が

あります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に

手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書または

お客様向け資料をよくお読みください。 

４．当社 Web サイトアドレス：http://www.etrade.ne.jp/ 
 

以 上 

 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

 

商号等  SBI イー・トレード証券株式会社 金融商品取引業者 
登録番号 関東財務局長（金商）第 44 号  
加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会 
 
●リスク情報について 
１．投資信託のリスク情報 
※投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されて

いないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値

が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。 
 又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異

なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交

付書面を良くご覧下さい。 
 
２．外国債券のリスク情報 
※債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失

が生じるおそれがあります。 
※外国債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
 
３．先物オプションのリスク情報 
※必要証拠金額は（当社SPAN証拠金－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額）×1.4（140％）

となります。 
※当社SPAN証拠金及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は発注・約定ごとに再計算

されます。また、取引所の規制等又は当社の独自の判断によって変更されることがあります。 
※現在のSPAN証拠金につきましては大阪証券取引所WEBサイトからご確認ください。

(http://www.ose.or.jp/futures/fo_mast.html) 
※株価指数先物（日経225先物・ミニ日経225）の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しま

すので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、

比較的短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。その損失は証拠金の額

だけに限定されません。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができる

ことから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。 
※株価指数オプション（日経225オプション）の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しま

すので、これにより損失を被ることがあります。尚、オプションを行使できる期間には制限がありま

すので留意が必要です。買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。

この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に

変化した場合には損失が限定されていません。また、株価指数オプション取引は、市場価格が現実の

株価指数に応じて変動いたしますので、その変動率は現実の株価指数に比べて大きくなる傾向があり、

場合によっては大きな損失を被る危険性を有しています。 
 
４．外国為替保証金取引のリスク情報 
※外国為替保証金取引は、1取引単位は1万～1000万通貨単位で必要 低証拠金額は5万円～20万円にな

ります。  
※本取引は元本及び利益が保証されるものではありません。  
※本取引は、取引額（約定代金）に対して少額の取引保証金をもとに取引を行うため、 取引保証金に比

べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性がありま

す。 



※本取引は、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずるおそれがあり、かつその損失

の額が預託した保証金の額を上回ることがあります。 
※スワップポイントは金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではあり

ません。 
※取引レートは２Way方式で買値と売値は同じでなく差があります。 
 
５．カバードワラントのリスク情報 
※eワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株式・株価指数、投資証券(REIT)、預託証券、

国債先物、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク債）の価格変動、時間経過（一部の銘柄を除き、

一般に時間経過と共に価格が下落する）や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要

因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本の全てを失うおそれがあるリスクの

高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなりま

す（ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合

があります）。 
※ニアピンeワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経

過（同日内を含む）等、様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべて

を失うおそれがあるリスクの高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価

格変動の割合が大きくなります。 大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資

産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持

つ全ての種類のニアピンeワラントを購入されても、投資金額の全てを回収することができない可能性

があります。 
※トラッカーeワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数、通貨（リンク債）、コモ

ディティ（リンク債）の価格変動や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価

格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。

トラッカーe ワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしま

すが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、

満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収

益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。詳細は、 新の外国

証券内容説明書をご参照ください。 
※取引時間内であっても取引が停止されることがあります。 
※お客様の購入価格と売却価格には価格差（売却スプレッド）があります。 

 

●手数料等について 

１．投資信託の手数料等 
投資信託の取引に際しては、以下の手数料等がかかります。 
※申込手数料･･･お申込金額に対して 大 3.15％（税込） 
※信託財産留保額･･･換金時の基準価額に 大 1％を乗じた価額(非課税) 
※信託報酬（保有期間中の間接的な負担費用）･･･純資産総額に対して年率 大 2.7125％（税込） 
 
２．外国債券の手数料等 
外国債券の取引に際しては、以下の手数料等がかかります。 
※債券を購入する場合は購入対価のみお支払いただくことになります。外国債券投資に係る当社為替手

数料(1 回のお取引金額)は、ＵＳ＄は±50 銭、ユーロは±80 銭、カナダ＄は±80 銭、豪＄は±1 円、ニュ

ージーランド＄は±1 円、南アフリカ・ランドは±50 銭、メキシコ・ペソは±30 銭。為替手数料は予告

なく変更することがございます。予めご了承ください。 
 

３．先物オプションの手数料等 

先物オプションの取引に際しては、以下の手数料等がかかります。 
※日経 225 先物：1 枚／525 円(税込)  
※ミニ日経 225 先物：1 枚／52.5 円(税込) 
※オプション取引は売買代金の 0.21％(税込)、 低手数料は 210 円(税込) 
 

４．外国為替保証金取引の手数料等 

外国為替保証金取引に際しては、以下の手数料等がかかります。 
※外国為替保証金取引は、1取引単位あたり 300 円、15 取引単位以上は一律 4500 円。建玉が複数に分か

れている場合、それぞれの建玉毎に手数料を計算いたします。 



 
５．カバードワラントの手数料等 
カバードワラントの取引に際しては、以下の手数料等がかかります。 
※約定代金が 20 万円未満は 262 円(税込)、20 万円以上は 525 円(税込) 

 

なお、先物オプション取引、外国為替保証金取引及びカバードワラント取引については HYPER 
E*TRADE、MOBILE E*TRADE for W-ZERO3、HYPER MOBILE 及び HYPER MOBILE Lite では、

お取扱いたしておりません。 
 

************************************************************************************* 
本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画室 03-5562-7215 


