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『日本株・秋のプレゼントキャンペーン』実施のお知らせ
岡三オンライン証券株式会社は、このたびお客さまの日頃のご愛顧に感謝を込めて、平成 30 年 8
月 27 日（月）より、
「日本株・秋のプレゼントキャンペーン」を実施いたしますので、お知らせ
いたします。
本キャンペーンは、キャンペーン期間中の国内株式（現物/信用取引）の取引手数料合計に応じ
て、お客さまに抽選で賞品をプレゼントいたします。今話題の賞品を取り揃えておりますので、ぜ
ひこの機会に国内株式のお取引をご検討ください。

■日本株・秋のプレゼントキャンペーン 概要

キャンペーン
平成 30 年 8 月 27 日（月）から 平成 30 年 10 月 31 日（水）
期
間

キャンペーン期間中に国内株式（現物/信用取引）の取引手数料合計が 106 円（税込）
キャンペーン 以上かつ、キャンペーンにエントリーした個人のお客さま
対
象 ※法人のお客さまは対象となりません。

【チャンス１】
キャンペーン期間中の日本株（現物/信用取引）の取引手数料が 5,000 円（税込）以
上のお客さまの中から抽選で 10 万円相当の賞品を 3 名様にプレゼントいたします。

キャンペーン
内
容

【チャンス２】
キャンペーン期間中の日本株（現物/信用取引）の取引手数料が 2,500 円（税込）以
上のお客さまの中から抽選で 5 万円相当の賞品を 5 名様にプレゼントいたします。
【チャンス 3】
キャンペーン期間中の取引手数料が 2,500 円未満、106 円（税込）以上のお客さまの
中から抽選で QUO カード 1,000 円分を 50 名様にプレゼントいたします。
なお、
「チャンス１」
「チャンス２」にて抽選に外れたお客さまも抽選の対象となりま
す。

「チャンス１」
Microsoft 社
Panasonic
Surface Go 128 GB Intel 4415Y 8
スチーム&可変圧力ＩＨジャー炊飯器
GB RAM
(ブラック)SR-SPA108-K
キャンペーン
賞
品

※マイクロソフト社製品に関して、マイクロソフトの許諾を得て
使用しています。

アイロボット
ロボット掃除機 ルンバ 960

「チャンス２」
yogibo
Yogibo MAX ギフト券※
（ビーズソファー）

キャンペーン
賞
品

※Yogibo Store 実店舗での引換券となります。

ダイソン
Dyson Supersonic ヘアードライヤー

ダイソン
Dyson V7 Motorhead

Panasonic
導入美容器 イオンエフェクター 高浸
透タイプ EH-ST86

Panasonic
ブルーレイディスクレコーダー
DMR-BW550

「チャンス３」
QUO カード 1,000 円分

キャンペーン
賞
品

※写真はすべてイメージです。
※キャンペーン詳細につきましては、当社 Web サイトでご確認ください。
https://www.okasan-online.co.jp/campaign/2018/jp/2018_08_27/
岡三オンライン証券は、今後とも価値ある商品やサービスの提供に努めてまいります。
以 上
【本リリースに関するお問い合せ先】
岡三オンライン証券株式会社 広報担当：溝部・松本
TEL：03-3547-0106 E-mail：press@okasan-online.co.jp

取り扱い金融商品に関する留意事項
●商号：岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 52 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、一般社団法人 日本投資顧問業協会
●リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引で
は投資金額（保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、
損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額（指数連動型
の場合は日経平均株価・TOPIX 等）等、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスク
があります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期
間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使に
よる株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受
け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失
を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購入すると償還時に損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支
払いを保証している者の財務状態の悪化等により、債券の価格が変動し損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の
支払いを保証している者の財務状態の悪化等により元本や利子の支払いが滞り損失を被る場合がございます。外貨建て債券は外国為替相
場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。これにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございま
す。【FX】外国為替証拠金取引（以下、「FX」という。）は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損
益が大きく変動し、投資元本（証拠金）を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠
金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを
構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができ
ず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可
能性があります。
●保証金・証拠金：【信用】最低委託保証金 30 万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の 30％以上
の委託保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「（SPAN 証拠金額×当社が定める掛け目）－ネッ
トオプション価値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社の Web サイトをご確認ください。また、変更の都
度、当社のWeb サイトに掲載いたします。【株価指数証拠金取引】発注証拠金（必要証拠金）は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められ
た証拠金基準額となります。Web サイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所 FX では、
取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭 FX では、取引金額（為替レート×取引数量）×
4%以上の額とします。法人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所FX では、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FX では、取引
金額（為替レート×取引数量）×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所ＦＸでは、1 取引単位（1 万又は
10 万通貨）、店頭 FX では、1 取引単位（1,000 通貨）の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Web サイトで最新の
ものをご確認ください。
●手数料等諸費用の概要（表示は全て税込・上限金額）：【日本株】取引手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定
代金に応じた定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で 3,240 円、信用取引で 1,296 円。定額プランの手数料は現物取引
の場合、約定代金 100 万円以下で上限 864 円、以降約定代金 100 万円ごとに 540 円加算、また、信用取引の場合、約定代金 200 万円以下で
上限 1,080 円、以降約定代金 100 万円ごとに 324 円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階
的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株
に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の 1.08％（最低手数料 5,400 円）。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地
決済費用の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによ
るものとします。【外貨建て債券】外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支
払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為
替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経225 先物が 1 枚につき 324 円（取引枚数により段階的減額あ
り）、日経 225mini、ミニ TOPIX 先物、東証 REIT 指数先物、TOPIX Core30 先物、東証マザーズ指数先物、ＪＰＸ日経インデックス 400 先物が 1
枚につき 43 円、TOPIX 先物、日経平均 VI 先物が 1 枚につき 324 円、NY ダウ先物が 1 枚につき 864 円。アクティブ先物取引コースの場合、
日経 225 先物が 1 枚につき 270 円、日経 225mini が 1 枚につき 27 円です。【オプション】取引手数料は、日経 225 オプションが約定代金に対
して 0.1728％（最低手数料 216 円）、TOPIX オプションが約定代金に対して 0.216％（最低手数料 216 円）です。【株価指数証拠金取引】取引
手数料は、1 枚につき 153 円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大 3.78％の申込手数料をいただきます。換金時
には基準価額に対して最大 0.75％の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬（最大
2.484％（年率））、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目
論見書でご確認ください。【FX】取引所 FX の取引手数料は、くりっく 365 が無料、くりっく 365 ラージが 1 枚につき 1,000 円です。店頭 FX の
取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Web サイトで最新のものをご確認ください。
●お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等および Web サイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で
行ってください。

