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１．取扱商品

個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人

△ △ ○ - ○ ○ △ △ ○ ○ ○ - - - ○ - ○ -

○ ○ ○ -
一部
既発
外債

一部
既発
外債

○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - -

△ △ ○ - ○ ○ △ △ ○ ○ ○ -
外貨
MMF
売却

外貨
MMF
売却

外貨
MMF
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２．年間口座管理料（国内株式）

国内株式の口座管理料

基本手数料

割引手数料

手数料無料の特典

＊＊＊　 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券において、「外貨MMF売却」 とは外貨ＭＭＦの売却注文のみが可能であることを指しますが、当行取扱窓口においては外貨ＭＭＦの

個人・法人のお客さまともに無料

大　和　証　券

  3年分一括前払いの場合

　1,650円

個人・法人のお客さまともに無料  3,960円（3年分）

（法人・外国人口座に関しては無料）

　　　　　　野村證券のコールセンター （ダイレクト・サービス・デスク）を利用する際は、あらかじめお申込手続きが別途必要となります。

＊＊　　　大和証券において、 「一部既発外債」 とは、一定の条件に該当する既発外債において買付注文が可能であることを指します。

野　村　證　券

債　　　　　　券

当行取扱窓口 コールセンター ネット等

＊＊＊＊ 証券会社により一部取扱商品・取扱方法が異なる場合があります。詳しくは当行取扱窓口までお問合せください。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

＊　 　　  △につきましては、原則として窓口での取り扱いをしていませんが、特別な事情のある場合には、別途ご相談を承ります。なお、個人のお客さまが株式取引について

大　和　証　券

ネット等

株　　　　　　式

投　資　信　託

ネット等 当行取扱窓口 当行取扱窓口 コールセンター

株式会社 岩手銀行

　　　　　  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のコールセンターやオンライントレードを利用する場合、また法人のお客様が株式取引について大和証券のネットを利用、もしくは

野　村　證　券

コールセンター

　 当行では金融商品仲介業務につき３社の証券会社と委託契約を結んでおりますが、お取引にかかる手数料等は、提携証券会社により異なります。主な手数料等は以下の

　　　　　　買付注文が可能である場合があります。（但し、外債の利金、償還金として生じた外貨による買付けのみ）

 ① 口座管理料支払月の前月末のお預り

　   資産評価額が1,000万円以上の場合

 ② ｅメンバーにお申込の場合

とおりとなっておりますので、口座開設の際のご参考としていただきますようお願いいたします。なお、ご不明な点や詳細につきましては、当行の金融商品仲介業務担当者に

ご確認ください。

金融商品仲介業務における委託証券会社の各種手数料等のご案内　（2020年8月1日現在）

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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３．年間口座管理料（外国証券）

基本手数料

割引手数料

手数料無料の特典

４．円貨入出金に伴う振込手数料

大和証券（株） 野村證券（株） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）

お客様の銀行口座への振込   所定の手数料   無料（提携証券会社の負担） 　所定の手数料

NZドル 5-106858-723 NZドル 0-107013-644 NZドル

0901772

通貨別に設定する 米ドル

0901798

豪ドル 5-106858-642 豪ドル 0-107013-636 豪ドル 0901785

外貨普通預金口座番号 ユーロ 5-106858-626 ユーロ 0-107013-601 ユーロ

お申出により手数料返金サービスあり）  には、お申出により円貨キャッシュバックあり）

（お振込み先） シティバンク,エヌ・エイ　東京支店

  所定の手数料

（30,000通貨単位以上の外貨ご送金には、  （個人口座で一定金額以上の外貨ご送金

5-106858-618 米ドル 0-107013-652 米ドル 0901743

５．外貨入出金に伴う振込手数料等

大　和　証　券 野　村　證　券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

シティバンク,エヌ・エイ　東京支店 三菱東京ＵＦＪ銀行　本店

提携証券会社口座への振込   所定の手数料   所定の手数料

＊　　　提携証券会社のカードを利用した提携ＡＴＭでの出金につきましては、ご利用日、時間帯等により手数料が異なる等、比較表示が困難です。詳細については当行取扱い

 　　　窓口までお問合せください。

野村證券（株） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）

お客様の銀行口座への振込   無料　（提携証券会社の負担）   無料　（提携証券会社の負担）   無料　（提携証券会社の負担）

大和証券（株）

（お振込み先） 岩手銀行　東京営業部 岩手銀行　東京営業部 三菱東京ＵＦＪ銀行　三菱ＵＦＪＭＳ証券支店

（当座）　1000640 （当座）　11275 お客さまの専用口座番号

＊　 　　野村證券ご利用の法人のお客様は別途ご確認ください。　

 　手数料がかかります。

 　負担となります。

野　村　證　券大　和　証　券

  7,920円（3年分）

  口座管理料支払月の前月末お預り

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

 ＊法人のお客様については所定の

＊法人のお客様については所定の

 　連絡の必要があります。

大　和　証　券 野　村　證　券

個人・法人のお客さまともに無料

＊＊　　大和証券には、「るいとう」 の口座管理料に関しての無料・割引制度がございます。

外国証券の口座管理料

  資産評価額が1,000万円以上の場合

  無料　（提携証券会社の負担）   無料　（提携証券会社の負担）

＊但し、入金の際に事前に大和証券に ＊但し、入金の際に野村證券に連絡の

個人・法人のお客さまともに無料
  3年分一括前払いの場合

　3,300円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

（法人・外国人口座に関しては無料）

提携証券会社口座への振込   無料　（提携証券会社の負担）

 　必要があります。また、振込金額が  　手数料がかかります。

　  3,000円に満たない場合、お客様の
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６．国内株式委託手数料

＊＊　　コールセンターご利用については上記手数料より20％の割引、インターネットトレード・モバイルトレード・ボイストレードは上記手数料より50％の割引が適用されます。

100万円超       500万円以下  約定代金の 0.869%+    3,520円   　（税抜0.79000%+   3,200円）

500万円超    1,000万円以下

3,000万円超 5,000万円以下  約定代金の 0.220%+130,020円   　（税抜0.20000%+118,200円）

  5,000万円超  約定代金の 0.055%+212,520円　   （税抜0.05000%+193,200円）

        5億円超      10億円以下 　　　　　　331,320円

　　　       +33,000円

  約定代金の 0.1100% +194,128円

 約定代金の 0.693%+  12,320円   　（税抜0.63000%+  11,200円）

1,000万円超 3,000万円以下  約定代金の 0.572%+  24,420円　   （税抜0.52000%+  22,200円）

＊　　　　「るいとう」 のお取り扱いはいたしません。

７．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の国内株式委託手数料

　　　約　定　代　金 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

2,750円以下  約定代金の99.0%　  　　　　　　　　　 （税抜90%）

2,750円超  　19万3千円以下

50万円超　      100万円以下  約定代金の 1.012%+    2,090円   　（税抜0.92000%+   1,900円）

  2,750円　　　　　　　　　　　　　　　　 （税抜2,500円）

       20万円超      50万円以下

　　　　　　 　2,750円

  5,000万円超        1億円以下   約定代金の 0.1100% +194,128円

19万3千円超　   50万円以下  約定代金の 1.430%　　　　　   　　　 （税抜1.30000% ）

        1億円超        5億円以下   約定代金の 0.1100% +194,128円

　　　　　　268,620円

　　　　　　298,320円

  約定代金の 0.5720% +  24,728円

　　　　　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券については、7．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の国内株式委託手数料をご覧ください。

大　和　証　券

  約定代金の 0.57750% +29,370円

  約定代金の 1.26500%

  約定代金の 1.26500%

  約定代金の 0.96800% +  2,970円

  　　　その後、5億円ごとに

  約定代金の 0.33000% +103,620円

約定代金の 0.055%+212,520円

  約定代金の 0.7040% +  11,528円

  約定代金の 0.1100% +194,128円

  約定代金の 0.71500% +15,620円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

左記の2社と約定金額テーブルが
異なるため、７．三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券の国内株式委託
手数料に別途記載しております
ので、ご覧ください。

  約定代金の 1.1000% +    1,650円

  約定代金の 0.96800% +  2,970円

  約定代金の 0.9460% +    2,728円

  約定代金の 0.2640% +117,128円

  約定代金の 1.4300%  約定代金の 1.26500%

  約定代金の 0.8470% +    4,378円

  約定代金の 0.8800% +    3,388円

 （最低手数料  2,750円）

　　　約　定　代　金

       20万円以下

     300万円超    500万円以下

野　村　證　券

　　　　　　 　2,860円

約定代金の 0.572%+  24,420円

  3,000万円超  5,000万円以下

       50万円超　    70万円以下

約定代金の 0.693%+  12,320円

       70万円超    100万円以下

     100万円超    300万円以下

  1,000万円超  3,000万円以下

     500万円超  1,000万円以下

＊　 　　インターネット注文の場合、上記手数料より大和証券は約25％、野村證券は20％の割引が適用されます。

＊＊　　野村證券は、「エコ割」を申込むと契約状況によって最大50％の割引が適用されます。

約定代金の 0.220%+130,020円
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  R±90銭
20万外貨未満

  R±110銭

  R±25銭
  R±35銭
  R±40銭
  R±50銭

＊　　　R は「基準レート」 を表しており、お手続き時の委託証券会社における為替の仲値を指します。債券等の金融商品を購入する際は + 、売却する際は - が適用レートとなります。

20万通貨以上

  R±50銭
  R±60銭
  R± 80銭
  R± 80銭

 2,000万円未満

  R±25銭
  R±40銭

外貨精算金額

2,000万円以上

100万通貨未満

  R±50銭   R±25銭

＊＊　大和コールセンターご利用の場合、約定金額に関わらず2,000万円未満と同じ適用レートになります。

９．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の主な為替スプレッド

  R±80銭   R±40銭

  R±50銭  R±  1円

100万通貨以上10万通貨未満 10万通貨以上

 　　　　他の通貨については別途お問合せください。

  R±50銭

  R±37銭
  R±25銭

10万外貨以上

  R±64銭

  R±50銭
  R±50銭
  R±40銭

  R±80銭
  R±80銭

  R±  1円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

８．主な為替スプレッド

野　村　證　券

  R±37銭

5,000万円未満

  R±64銭
  R±80銭   R±40銭

  R±75銭

９．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券の主な為替スプレッドに別途
記載しておりますので、ご覧ください。

 　　　　本表に記載する金額を超える場合、または他の通貨については別途お問合せください。

NZドル

カナダドル
  R±  1円   R±50銭

豪ドル
ユーロ

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

100万外貨未満
10万外貨未満

  R±50銭

米ドル
ユーロ
豪ドル
NZドル

外貨約定金額

  R±40銭
  R±80銭

  R±  1円

大　和　証　券

  R±50銭

5,000万円以上

円貨換算約定金額

10．新興国通貨の為替スプレッド

大　和　証　券 野　村　證　券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
一律 20万外貨以上

  R±150銭
＊　　　R は「基準レート」 を表しており、お手続き時の委託証券会社における為替の仲値を指します。債券等の金融商品を購入する際は + 、売却する際は - が適用レートとなります。

＊　　　R は「基準レート」 を表しており、お手続き時の委託証券会社における為替の仲値を指します。債券等の金融商品を購入する際は + 、売却する際は - が適用レートとなります。

 　　　　他の通貨については別途お問合せください。

ブラジル・レアル R±125銭
20万通貨未満

  R±200銭

米ドル


