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報道関係各位 2020 年 11 月 18 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、11 月 25 日(水)

より信用取引および IPO（新規上場株式）の取扱いを開始いたします。 

また、2021 年初からの投資信託積立サービス「まいにち投信」の開始に先立ち、11 月 19 日（木）より、

つみたて NISA 口座の開設受付を開始いたします。 

 

① 信用取引について 

CONNECT では取引所の規定のもとで取引を行う「制度信用取引」を採用します。 

CONNECT の信用取引は手数料無料クーポン（以下「クーポン」）の対象となっており、クーポンを利用

することで取引時の手数料なしで取引いただけます。信用金利および貸株料は業界最低水準※1 とし、

これにより非常に低コストでお取引をいただくことが可能です。 

※1：ネット証券主要 5 社（au カブコム証券、SBI 証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券 ※カナ順） 

 

＜サービス概要＞ 

信用取引の種類 制度信用取引（買建・売建） 

返済期限 最長 6カ月 

手数料 約定代金×0.03％（上限 300 円） ※手数料無料クーポン対象 

信用金利 買建：2.00％ 売建：0.00％ 

貸株料 買建：なし 売建：1.00％ 

 

信用取引の特徴 

 信用口座開設の申し込みはスマートフォンだけで完結します。 

追加の書類提出はありません。 

取引開始日は、信用取引口座開設申込後の最短翌々営業日からとなります。 

※信用取引口座の開設にあたっては、所定の審査を行わせていただきます。 

信用取引、IPO の取扱い 

および 

つみたて NISA 口座の開設受付開始のお知らせ  

＜提供を開始するサービス＞ 
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 少ない資金で大きな投資効果を得ることができます。 

信用取引では手元資金の約 3 倍までの取引が可能です。 

 下落相場でも利益が狙えます。 

下落相場で売りから取引を行い、値下がりしたら買い戻すことで利益を得ることが可能です。 

 つなぎ売りに活用できます。 

株価下落のリスクを抑えながら、株主優待を手に入れることができます。 

 クーポンの利用により、取引時の手数料が無料となります。 

月末時点で信用取引口座を開設いただているお客さまへは、毎月月初にクーポンを 10 枚プレゼン

トします。  

 

② 信用取引リリース記念！ 金利『０％』キャンペーン 

2020 年 11 月 25 日（水）～2021 年 2月 26 日（金）（約定日ベース）の期間において、全てのお客さま

の信用金利および貸株料を０％とするキャンペーンを行います。 

※諸経費（品貸料（逆日歩）・事務管理費・名義書換料・配当金相当額）は無料の対象外 

 

③ IPO について 

CONNECT では、大和証券グループのネットワークを活用し、多彩な銘柄を取扱います。 

抽選方法は、完全抽選と優遇抽選の 2 種類の方法で行います。 

優遇抽選枠ではお客さまの条件に応じて当選確率がＵＰします。 

 

＜抽選時の優遇条件＞ 

抽選時の 

優遇条件 

年齢優遇：資産形成層（15～39 歳） 

口座優遇：信用口座開設、NISA・つみたて NISA 開設  

残高優遇：信用取引残高あり、投資信託残高あり※2 

※2：投資信託残高あり優遇は 2021 年初からの投資信託提供時より適用します。 

 

④ 「まいにち投信」およびつみたて NISA 口座開設の事前受付開始について 

2021 年初より、つみたて NISA 口座で取引可能な投信積立サービスを開始いたします。投信積立サービ

スは毎日定額で投資信託を買付する「まいにち投信」としてサービスを提供いたします。 

サービス開始に先立ちまして、つみたて NISA 口座の事前口座開設申込を 2020 年 11 月 19 日（木）より

開始いたします（2021 年度の非課税枠利用となります）。 

つみたて NISA 口座でのお取引に加え、2021 年 2 月（予定）より、特定口座・一般 NISA での「まいに

ち投信」の取扱いも開始いたします。 
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＜取扱い予定銘柄一覧＞ 

インデックス型 
 

ファンド名 投資対象資産 

eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） 日本の株式 

iFree 日経２２５インデックス 日本の株式 

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 世界の国々の株式 

eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） 世界の国々の株式 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国の株式 

eMAXIS Slim 米国株式（S&P５００） アメリカの株式 

iFreeNEXT FANG+インデックス アメリカの株式 

iFreeNEXT NASDAQ１００インデックス アメリカの株式 

iFreeNY ダウ・インデックス アメリカの株式 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 新興国の株式 

eMAXIS Slim 国内債券インデックス 債券 

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 債券 

iFree 新興国債券インデックス 債券 

eMAXIS Slim 国内リートインデックス 不動産 

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 不動産 

eMAXIS Slim バランス（８資産均等型） 複数資産(バランス) 

ダイワ・ライフ・バランス５０ 複数資産(バランス) 

  

アクティブ型 
 

ファンド名 投資対象資産 

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 日本の株式 

年金積立 J グロース 日本の株式 

ひふみプラス 日本の株式 

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 世界の国々の株式 

セゾン資産形成の達人ファンド 先進国の株式 

野村未来トレンド発見ファンド B コース（為替ヘッジなし） 先進国の株式 

iFree レバレッジ FANG+ アメリカの株式 

iFree レバレッジ NASDAQ１００ アメリカの株式 

iFree レバレッジ S&P５００ アメリカの株式 

netWIN GS テクノロジー株式ファンド B コース（為替ヘッジなし） アメリカの株式 

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 複数資産(バランス) 
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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. 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． 主な業務内容：有価証券等の売買、有価証券等の取引の委託の取次、 

有価証券等管理業務等の金融商品取引業務及びそれに付随する事業 

 

（登録番号・加入協会等） 

 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 

 

 

信用取引 

お取引にあたっての手数料等 

国内株式等の信用取引にあたっては、約定代金に対して 0.033％（税込）の委託手数料がかかります。信

用取引の委託手数料の上限は 330 円（税込）となります。また、別途管理費、名義書換料、権利処理手数料

をご負担いただきます。加えて、買付の場合、買付代金に対する買い方金利を、売付けの場合、売付け株券

等に対する貸株料および品貸料をご負担いただきます。詳細は当社ウェブサイトの利用・取引ルールをご確

認ください。 

お取引にあたってのリスク 

国内株式等の信用取引は、一定の委託保証金を当社に担保として差し入れ、差し入れた委託保証金を上回

る取引を行うことができます。委託保証金は、約定代金の 33％以上で、かつ 30 万円以上の金額が必要です。 

信用取引は株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、信用取引では、委託保証金の約 3

倍までのお取引を行うことができるため、差し入れた委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがありま

す。 

お取引にあたっての留意事項 

詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、信用取引規定、利用・取引ルール等をよくお読み

いただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。 

 

 

 

 

■CONNECT の概要 

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 

https://www.connect-sec.co.jp/
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IPO（新規公開株式） 

お取引にあたっての手数料等 

株式等を募集等にて購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。 

お取引にあたってのリスク 

価格の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により損失が生じるおそれがあります。 

お取引にあたっての留意事項 

お申込みにあたっては、目論見書を必ずご覧ください。 

 

 

投資信託 

お取引にあたっての手数料等 

投資信託のお取引にあたっては、購入時および換金時にご負担いただく費用はございません。投資信託の

保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬）（最大 2.09%（年率・税込））

等の諸経費等がございます。 

お取引にあたってのリスク 

投資信託は、主に株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券（外貨建て資産には為替リスクもあり

ます）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものでは

なく、損失が生じるおそれがあります。 

お取引にあたっての留意事項 

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の

投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 

 

 

NISA、つみたて NISA に関する留意事項 

NISA、つみたて NISA 共通 

 日本にお住まいの 20 歳以上の方（NISA、つみたて NISA をご利用になる年の 1 月 1日現在で 20歳以上

の方）が対象です。 

 NISA とつみたて NISA は選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISA

とつみたて NISA の変更は、原則として暦年単位となります。 

 NISA 口座、つみたて NISA 口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において 1人 1口座に限り開設

することができます。 

 その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。 

 NISA 口座、つみたて NISA 口座の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当

金、売買損益等と損益通算することができません。 

 国内上場株式の配当金、ETF・REIT 等の分配金は、証券会社で受け取る場合（株式数比例配分方式を選

択されている場合）のみ非課税となります。 

 投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課税であるため、NISA およびつみたて NISA

の非課税メリットを享受できません。 

 NISA 口座・つみたて NISA 口座以外の口座で保有されている上場株式等を NISA 口座に移管することは

できません。 

 NISA 口座・つみたて NISA で保有されている上場株式等を、他の金融機関の NISA 口座に移管すること

はできません。 

 国外への出国等で非居住者となる場合には、利用継続はできません。 

NISA に関する留意事項 

 NISA で購入できる金額（非課税投資枠）は年間 120 万円までです。非課税投資枠は途中売却が可能で

すが、売却部分の枠の再利用はできません。 

つみたて NISA に関する留意事項 

 つみたて NISA で購入できる金額（非課税投資枠）は年間 40 万円までです。非課税投資枠は途中売却が

可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。 

 つみたて NISA をご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みい

ただく必要があります。 



Press Release 
 
 20 年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管（ロールオーバー）することはでき

ません。 

 つみたて NISA にかかる積立契約により買い付けいただいた投資信託の運用管理費用（信託報酬）等の

内容については、原則年 1 回お客さまへ通知いたします。 

 つみたて NISA に累積投資勘定を設けた日から 10年経過した日、および同日の翌日以後 5年を経過した

日（以下基準経過日）ごとに、つみたて NISA を開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確

認させていただきます。なお、基準経過日から 1年以内に確認ができない場合、つみたて NISA への上

場株式等の受入が出来なくなります。 

 

 

以上 


