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報道関係各位 2020 年 7 月 1 日 

株 式会社 大和証 券グル ープ本 社  

株 式会社 CONNECT 

 

株式会社 CONNECT（本社：東京都中央区、代表取締役：大槻 竜児、以下「CONNECT」）は、2020 年 7 月 1

日(水)より、お客様向けにサービスの提供を開始したことをお知らせいたします。 

 

なお、本件は CONNECT の親会社である株式会社大和証券グループ本社において、金融商品取引所が定める

適時開示基準に該当いたしません。 

 

CONNECT は、大和証券グループの新中期経営計画“Passion for the Best”2020 における、ハイブリッ

ド型総合証券グループとしての「新たな価値」の創出を目指す経営戦略の一環として、株式会社大和証券グ

ループ本社の子会社として設立されました。 

 

CONNECT では、大和証券グループが創業来培ってきた証券・金融ビジネスに関する様々なノウハウを最大

限活用し、デジタル・ネイティブ世代のお客様が、未来に向けた資産形成を行うための新しい金融サービス

を創出していきます。お客様が将来に備えて資産形成を「はじめる」こと、そして、「はじめた」資産形成

を長期的に「つづける」ことを応援するためのサービスを提供いたします。 

 

CONNECT は、 “未来をつくる、１株と出会おう。”をコンセプトに、今後もより良い金融サービスの開発・

提供を進めてまいります。 

 

 

① 証券口座の開設 

2020 年 7月 1日より証券口座の開設を受け付けております。お手続きはスマートフォン（もしくは PC）

だけで完結します（書類の郵送は不要で画像のアップロードで完了）。 

 

② 専用アプリケーションの提供 

iPhone 用、Android 用に開発した専用アプリで、直感的に取引が行える環境を整えております。 

ダウンロード・利用料ともに無料です。 

 

 

＜提供を開始したサービス＞ 

サービス開始に関するお知らせ  

― “未来をつくる、１株と出会おう。”― 
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③ ひな株（単元未満株取引） 

 1 株から投資できます。 

憧れの値がさ株※も 1/100 の金額から投資可能です。         ※株価の高い株式のこと 

 様々な業界に分散投資ができます。 

自動車企業や飲食業界など、気になる業界の株を少しずつあつめることができ、気軽に分散投資を

することが可能です。 

 様々な銘柄から選べる 

厳選した国内の有名企業 100 銘柄の中から選択可能です。 

 注文・約定はリアルタイム 

取引可能時間も長く設定することで、売買したいタイミングで行うことができます。 

 手数料 

取引手数料は無料です。 

約定金額は「約定単価×約定数量」とします。 

約定単価は選定銘柄の指定取引所での値を基準として、一定のスプレッド（差額）を加減算のうえ、

当社が算定します。 

 取引時間 

お客様からの売買注文の申込み時期に応じて、当該注文の申込みを CONNECT が確認した時点で、速

やかに当該売買注文を執行します。 

 

 ・平日 9：00～11：30、12：30～14：55  

   取引所の立会時間内で直ちに注文を執行 

 ・平日 11：30～12：30  

   後場寄付時に注文を執行 

・上記時間帯以外（平日 14：55～16：00 除く）は、予約注文としてお受けし、 

前場寄付時に注文を執行 

  

※平日・土曜・祝日 3：30～5：30、日曜 3：30～7：30 はメンテナンス時間のため 

注文をお受けできません 

 

④ 単元株取引 

 東京証券取引所に上場している企業の株式（ETF/REIT 含む）を対象に取引できます。 

 単元株取引は、SOR（スマート・オーダー・ルーティング）により、東証立会取引と東証立会外取

引（主に機関投資家が利用）を瞬時に比較し、お客様にとって有利な価格で約定させます。 

 

⑤ 手数料無料クーポン（単元株取引） 

 手数料無料クーポンを毎月 10 枚プレゼント、クーポンの利用で、国内株式（単元株取引）の手数

料が無料になります。 
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 毎月プレゼントの 10 枚は、当月に使いきれない場合でも翌月まで繰り越すことが可能です。 

年間で最大 120 回の取引が無料になります。 

 さらに今なら口座開設時に 100 枚の手数料無料クーポンをプレゼント。 

 

⑥ 手数料水準 

[ひな株] 

 ひな株では、約定金額以外に別途の手数料はかかりません。 

 取引所が提供するリアルタイム時価（売買別の最良気配値）をベースに手数料相当（0.5%）を加減

算した価格を注文時に取引画面に提示します。 

[単元株取引] 

 単元株取引は、毎月 10 枚の無料クーポンを使いきっても業界最低水準の手数料でお取引いただく

ことが可能です。 

 売買代金にかかわらず一律売買代金の 0.033%で、手数料上限は 660 円（税込）です。 

 

⑦ NISA 口座 

 お客様が長期で資産形成をするのに有利な税制優遇制度である NISA（少額投資非課税制度）も勿

論ご利用いただけます（ひな株・単元株取引）。 

 NISA 口座で少額投資をリアルタイムでお取引いただけるのは CONNECT の特徴です。 

※つみたて NISA も今後提供予定です。 

 

⑧ 入出金 

[入金] 

すべてのお客様に、お客様名義の入金専用口座（大和ネクスト銀行）をご用意します。入金専用口座か

ら証券口座にはリアルタイムで資金が移動（スイープ機能）され、即時、株式等のお取引にご利用いた

だくことができます。 

[出金] 

初回ログイン時に出金先の銀行口座を登録いただきます。登録銀行への出金はアプリよりお手続きいた

だけます。出金にかかる手数料は原則無料です。 

 

その他、詳細な情報は CONNECT ウェブサイトからご確認ください。 

URL：https://www.connect-sec.co.jp/ 

 

① CONNECT の証券口座開設キャンペーン開始 

CONNECT の証券口座開設を行っていただいたお客様で「StockPoint for CONNECT」から ID 連携（CONNECT

の証券口座を連携）が完了しているお客様に 2,000 円相当のポイントをプレゼントいたします。さらに、

Ponta ID を「StockPoint for CONNECT」上から連携されているお客様には 300Ponta ポイントをプレゼ

ントいたします。 

＜その他＞ 

https://www.connect-sec.co.jp/
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詳細は下記の URL からご確認いただけます。 

URL：https://www.connect-sec.co.jp/service/other/stockpoint.html 

 

② Ponta ポイント、永久不滅ポイント等を活用したポイント運用サービスの提供開始 

STOCKPOINT 株式会社が運営するポイント運用サービスと連携し、株式会社ロイヤリティ マーケティン

グが運営する「Ponta」ポイント、株式会社クレディセゾンが運営する「永久不滅ポイント」等の各種

提携ポイントを利用して、株式投資を疑似的に体験できるサービスの提供を 7 月 1日から開始いたしま

した。 

STOCKPOINT 社が新たに提供する「StockPoint for CONNECT」は、証券口座を開設することなく株式投

資が体験でき、さらに CONNECT で証券口座を開設いただければ、運用していたポイントを本物の株式に

交換することも可能です。※ 

 

公式ホームページ ：https://connect.stockpoint.jp/ 

サービス運営会社 ：STOCK POINT 株式会社 

URL ：https://www.stockpoint.co.jp/company/index.html 

 

   ※ポイントを株式に交換するためには、CONNECT の証券口座を開設し、StockPoint for CONNECT から ID 連携を 

行う必要があります。具体的なお手続きは以下の URL をご覧ください。 

URL：https://connect.stockpoint.jp/campaign/detail/20200701_006 

 

 

1. 商号：株式会社 CONNECT 

2. 本店所在地：東京都中央区京橋１丁目２－１ 

3. 代表者：大槻 竜児 

4. 資本金：83 億円（資本準備金を含む） 

5. 株主構成：株式会社大和証券グループ本社 100％ 

 

 

 第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第 3186 号（2020 年 4月 22 日付） 

加入協会：日本証券業協会（2020 年 5月 25 日付） 

 銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第 378 号（2020 年 4月 14 日付） 

所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行 

 

 

 

■CONNECT の概要 

■主な業務内容（登録番号・加入協会等） 

https://www.connect-sec.co.jp/service/other/stockpoint.html
https://connect.stockpoint.jp/
https://www.stockpoint.co.jp/company/index.html
https://connect.stockpoint.jp/campaign/detail/20200701_006
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当社で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごと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が生じるおそれがあります。商品ごと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（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその

書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。 

 

 

以上 

 

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 


