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  2012 年 12 月 21 日 

 

各  位 

 

東京都港区六本木一丁目６番１号 

株 式 会 社 S B I 証 券 

代 表 取 締 役 社 長  澤田 安太郎 

問い合せ先：経営企画部  鈴木 建  

電話番号 ： 03－5562－7210（代表） 

 

 

 

外国株式取引への新規 3 カ国追加およびインドネシア株式手数料引き下げのお知らせ 

～ネット証券初、シンガポール、タイ、マレーシア株式のリアルタイム取引を開始～ 

 
 

 

株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田安太郎、以下「当社」という。）は、2013 年 1

月 7日(月)（予定）より、外国株式の取扱市場にシンガポール、タイ、マレーシアの 3 カ国を追加いたします。

また、同日より既にご提供しておりますインドネシア株式の取次ぎサービスにおける取引手数料（インターネッ

トコース）を引き下げることとなりましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

当社は個人投資家の皆様のグローバルな投資ニーズにお応えし、様々な投資機会を提供することを目的として、

以前より外国株式のサービス拡充に取り組んでおります。本年 4月に取扱いを開始したインドネシア株式を含め

て、現在、合計 6カ国（米国、中国、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア）の株式を取扱っております。 

このたび 2013 年 1 月 7日より当社の外国株式のラインアップにシンガポール、タイ、マレーシアの 3カ国を

追加いたします。これにより当社の外国株式における取扱国は、合計 9カ国となり、大手ネット証券(※)で 多

となります。 

また、インドネシア株式の取引手数料を現行の１約定あたり約定代金の 2.10％から 1.05％へ引き下げいたし

ます。 

 

シンガポールは、海外の企業を積極的に誘致するための「ビジネスインフラ」が整っていることと、東南アジ

アの中心に位置しているという「地の利」により、世界から注目を集める国の一つになっています。「先進国」

と「新興国」の良い点を合わせ持つ国であり、今後も産業の成長が見込まれています。 

タイは、外国資本の参入により世界各国の生産拠点として非常に大きなウエイトを占めています。直近の大洪

水からも比較的早い段階での復興が見込まれており、今後の急成長に期待が持てる状況となっています。 

マレーシアは、『東南アジアの優等生』と位置づけられており、国家プロジェクトとして経済成長への支援が

なされています。豊富な資源を保有しつつ IT 大国への進化を目指すマレーシアは、安定した雇用情勢と高い経

済成長率を背景に経済の高度化を目指しています。 

 

このような今後の成長が期待できる東南アジアの株式を、業界 低水準の手数料体系でお取引いただけます。

また今回追加する 3カ国の取引がリアルタイムで可能となるのは大手ネット証券(※)で当社が初めてとなりま

す。さらに 3カ国全てで決済通貨を円貨と外貨で選択できるのも大手ネット証券(※)では初めてとなります。 

 

当社では、より多くの国への投資機会をご提供することで、個人投資家の皆様のグローバルな投資ニーズによ

り幅広くお応えできるものと考えており、今後も外国株式取引サービスの拡大を検討してまいります。 

 

※大手ネット証券…SBI 証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券の 5社 

 

（次ページへ続く） 
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●「シンガポール・タイ・マレーシア株式取引サービス」の概要（予定） 

市場 シンガポール タイ マレーシア 

取引方法 インターネット 

取扱銘柄 

シンガポール証券取引所(SGX)

上場の当社選定銘柄 

※1/7 現在では時価総額上位を

メインに当社が選定した 40

銘柄 

タイ証券取引所(SET)上場の当

社選定銘柄 

※1/7 現在では時価総額上位を

メインに当社が選定した 40

銘柄 

マレーシア証券取引所(BM)上

場の当社選定銘柄 

※1/7 現在では時価総額上位を

メインに当社が選定した 40

銘柄 

取引時間 

(日本時間） 

シンガポール証券取引所の立

会時間中は、リアルタイムでの

お取引となります。 

 

＜立会時間＞ 

月曜日～金曜日（祝日を除く）

 

プレオープニングセッション 

9:30～10:00 

（現地時間 8:30～9:00） 

通常取引セッション 

10:00～18:00 

（現地時間 9:00～17:00） 

 

※通常取引セッション終了後

に、クロージングルーティー

ンが実施されておりますが、

当社では原則として取り扱

いはいたしません。 

タイ証券取引所の立会時間中

は、リアルタイムでのお取引と

なります。 

 

＜立会時間＞ 

月曜日～金曜日（祝日を除く）

 

プレオープニングセッション 1

11:30～12:00 

（現地時間 9:30～10:00） 

前場 

12:00～14:30 

（現地時間 10:00～12:30） 

プレオープニングセッション 2

16:00～16:30 

（現地時間 14:00～14:30） 

後場 

16:30～18:30 

（現地時間 14:30～16:30） 

 

※後場終了後に、プレクロージ

ングセッション等が実施さ

れておりますが、当社では原

則取り扱いはいたしません。

マレーシア証券取引所の立会

時間中は、リアルタイムでのお

取引となります。 

 

＜立会時間＞ 

月曜日～金曜日（祝日を除く）

 

プレオープニングセッション 1

9:30～10:00 

（現地時間 8:30～9:00） 

前場 

10:00～13:30 

（現地時間 9:00～12:30） 

プレオープニングセッション 2

15:00～15:30 

（現地時間 14:00～14:30） 

後場 

15:30～17:45 

（現地時間 14:30～16:45） 

 

※後場終了後に、プレクロージ

ングセッション等が実施さ

れておりますが、当社では原

則取り扱いはいたしません。

注文受付時間 

シンガポール営業日の以下を

除く時間帯 

日本時間 18:00～20:30 

タイ営業日の以下を除く時間

帯 

日本時間 18:30～20:30 

マレーシア営業日の以下を除

く時間帯 

日本時間 17：45～20:30 

取引手数料 

（インターネ

ットコース） 

約定代金の 1.05％（税込） 

低手数料：30 シンガポールド

ル（税込） 

 

※1 注文の約定代金に対して手

数料が決まります。 

※売却代金が 低手数料に満

たない場合、約定代金の

52.5％（税込）を手数料とい

たします。 

約定代金の 1.05％（税込） 

低手数料：800 タイバーツ（税

込） 

 

※1 注文の約定代金に対して手

数料が決まります。 

※売却代金が 低手数料に満

たない場合、約定代金の

52.5％（税込）を手数料とい

たします。 

約定代金の 1.05％（税込） 

低手数料：80 マレーシアリン

ギット（税込） 

 

※1 注文の約定代金に対して手

数料が決まります。 

※売却代金が 低手数料に満

たない場合、約定代金の

52.5％（税込）を手数料とい

たします。 

外国証券取引

口座開設料・管

理料 

無料 
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市場 シンガポール タイ マレーシア 

注文種類 指値のみ 

注文有効期限 当日中 

取引単位 
原則 1,000 株以上 1,000 株単位

1注文の上限数量：500 単位 

原則 100 株以上 100 株単位 

1 注文の上限数量：20,000 単位

原則 100 株以上 100 株単位 

1 注文の上限数量：5,000 単位

決済方法 

それぞれシンガポールドル、タイバーツ、マレーシアリンギットによる「外貨決済」又は日本円に

よる「円貨決済」 

（お取引は完全前受金制となります） 

※ 各取引の詳細につきましては弊社ＷＥＢサイト（https://www.sbisec.co.jp）をご確認ください。 

 

 

●「インドネシア株式取引サービス」手数料改定の概要（予定） 

対象コース ： インターネットコース 

現行手数料 2013/1/7 以降の改定手数料 

約定代金の 2.10％（税込） 

低手数料：250,000 インドネシアルピア（税込） 

 

※1 注文の約定代金に対して手数料が決まります。  

※売却代金が 低手数料に満たない場合、約定代金の

52.5％（税込）を手数料といたします。 

約定代金の 1.05％（税込） 

低手数料：250,000 インドネシアルピア（税込） 

 

※1 注文の約定代金に対して手数料が決まります。  

※売却代金が 低手数料に満たない場合、約定代金の

52.5％（税込）を手数料といたします。 

※ 詳細につきましては弊社ＷＥＢサイト（https://www.sbisec.co.jp）をご確認ください。 

 

 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

商号等  株式会社ＳＢＩ証券 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、一般社団法人金融先物取引業協会 

 

＜外国株式取引のリスク及び手数料等について＞ 

外国株式の取引にあたっては、所定の手数料がかかります（手数料はお客様の取引コース、取引チャネルや

外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません）。外国株式の取引は、株価や為替相場の変

動等により損失が生じるおそれがあります。詳しくは、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商

品取引法に係る表示又は上場有価証券等書面をご確認ください。 

 

 

******************************************************************************************************** 

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


