NOMURAアプリでさらに便利
生体認証ログイン機能で安心・簡単にログインできます。

投資情報も！お取引も！

一つのアプリでお客様が野村證券で保有している複数の金融資産

をまとめて管理でき、保有資産に関する情報やマーケットニュースも
簡単に把握、そのまま取引を行うこともできます。

オンラインサービスのご案内

ダウンロードはこちら

いつでもどこでも
資産をチェック。

オンラインサービスを利用して当社で取り扱う商品等へご投資いただく場合には、各商品等に所定の手数料等
（国内株式取引の場合は約定
代金に対して最大1.43％
（税込み）
（20万円以下の場合は、2,860円
（税込み）
）
の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入

お取引もオンライン
サービスで。

時手数料
（換金時手数料）
および運用管理費用
（信託報酬）
等の諸経費、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、等をよくお読みください。
国内株式
（国内REIT、
国内ETF、
国内ETN、
国内インフラファンドを含む）
の売買取引には、
約定代金に対し最大1.43％
（税込み）
（20万円以下の
場合は、
2,860円
（税込み）
）
の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引
（募集等を含む）
によりご購入いただく場合は、
購入対価のみお
支払いいただきます。ただし、
相対取引による売買においても、
お客様との合意に基づき、
別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株
価の変動により損失が生じるおそれがあります。

入出金も
充実の投資情報で
かんたん・スピーディ。 資産運用をサポート。
オンラインサービス
サポートダイヤル

0120 - 008 -556

平 日：8：40〜20：0 0
土・日：9：00〜17：00
［祝日・年末年始を除く］

＊ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

野村證券ホームページ

お申し込み・
ご利用は

https://www.nomura.co.jp/

＊当パンフレットに記載の内容は、
2022年10月14日現在の情報に基づいて野村證券が作成しております。今後、
変更される可能性がありますので、
ご留意ください。

野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号
加入協会／日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
No.7586-2211A-TP

無料！
！

オンラインサービスのご利用にはお申し込みが必要です。
口座をお持ちのお客様は、野村證券ホームページで
お申し込みいただけます。

詳しくは
次ページ以降を
ご覧ください

＊法人のお客様は、書類でのお手続きが必要です。詳しくはお取引店の担当者までお申し出ください。
＊掲載しているすべての画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

いつでもどこでも資産をチェック

お取引もオンラインサービスで

お預り資産の状況を、パソコン・スマートフォン・タブレットで、

見やすく、使いやすいお取引画面で、

時間や場所を選ばず、ご確認いただけます。

スムーズでスピーディなお取引が可能です。

市況情報が画面最上部に配置され、
ログイン後にすぐに確認できます。

本・支店のお客様は、
国内株式等の現物取引の手数料が
基本料率より20％割引

お預り資産画面からワンクリックで注文画面へ遷移。すぐにお取引を開始することができます。

トップページ

オンラインサービスについての
お問合せはこちらから。

リアルタイムのお預りを時価
（画面を
表示した時点の価格）で評価して表
示します。

ご投資状況

前営業日時点での各
商品ごとの保有資産
評価額を一覧でご確
認いただけます。

野 村ファンドラップ
や預金・ローン、保険
の状況もあわせて確
認が可能ですので、
ご資産全体の把握に
便利です。

1

お預り資産評価額の
構成比率を、
見た目に
わかりやすいグラフで
ご覧いただけます。

＊未成年のお客様は、資産状況の確認や入出金サービスをご利用いただけますが、
お取引いただくことはできません。
＊法人のお客様は、代理人等のご登録状況によりご利用いただけるサービスが異なります。代理人等を登録されている法人口座では、
お取引いただくことはできません。

2

入出金もかんたん・スピーディ
オンラインサービスでは、ATM・銀行窓口に行くことなく、

メールアドレスを登録しませんか？

簡単な操作で入出金のお手続きができます。

入金

セキュリティーの強い味方！

オンラインサービスへのログインや出金時、あんしん
振替での振替入金時※にメールをお届けしますので、
安心・便利です。※オンラインサービスのご契約が必要です。

タイムリーな情報 を受け取れる！

為替ニュース、旬なテーマなど、野村ならではの情報
をお届けします。

オンラインセミナーのご案内 が

野村證券で実施するオンラインセミナーのご案内を
いち早くお届けします。

あんしん振替
ご本人様名義の銀行口座をあらかじめご登録いただくことで、簡単なお手続きで、銀行から野村
證券のお客様口座への入金が即時に完了するサービスです。
メリット

1

メリット

2

メリット

いち早く受け取れる！

3
お得な手数料割引

Webで完結
2ステップで入金が完了

Web入金

銀行の
「振込上限金額」
に
関わらず、一度に入金OK

野村の

「野村のエコ割」
とは、
オンラインサービスからの国内株式注文にかかる売買手数料の割引サービスです。

手数料は無料

50％割引になります。

対象サービスを3つ全てご登録いただくと、基本料率から

（個人のお客様限定のサービスです。
「野村ネット＆コール」、
「ほっとダイレクト」、
「ストックオプション専用口座」
では
「野村のエコ割」のお取扱いはしておりません。）

※

提携金融機関のインターネットバンキングサービスを利用したご入金が可能です。
リアルタイムで入金反映され、振込手数料は無料
（当社負担）
です。
※ご利用にあたっては各金融機関のインターネットバンキングサービスのご契約が必要です。
＊あんしん振替、Web入金は個人のお客様限定のサービスです。取扱金融機関や受付時間等、詳しくは野村證券ホームページ等でご確認ください。
＊法人のお客様は、ATM・金融機関の窓口などから、当社銀行口座へ電信扱いでお振り込みください。お振り込みいただく銀行口座はお取引店
により異なります。

1

2

3

Web交付サービス

メール交付サービス

メールアドレス登録

「取引報告書」などをオン
ラインで確認できる

「目論見書」などをメール

さまざまな情報を

で受け取れる

メールで受け取れる

②を先に登録すると・
・
・

・・・・・

③は自動で登録されます！

①と② の登録手続きを行っていただくと、自動的に③も登録され、手数料割引率が最大の50%になります。

対象サービス

「オンラインサービス」
からの国内株式売買手数料が

出金
銀行振込
オンラインサービスで出金指示いただきますと、翌営業日にあらかじめご指定いただいている
お客様名義の預貯金口座にお振り込みします。振込手数料は無料
（当社負担）
です。
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3つすべて ご登録いただくと

50%割引 に

対象サービス２つご登録の場合は30％割引、1つご登録の場合は25％割引となります。
２つご登録
の場合

済

済

30%割引

1つご登録
の場合

済

25%割引

＊
「野村のエコ割」
は、国内株式現物取引
（単元未満株は除く）
のみ対象となります。 ＊国内株式には、ETF、REIT、ETN等を含みます。
＊
「野村のエコ割」
の適用開始まで、各サービスのご登録から最大1週間程度かかります。あらかじめご了承ください。
＊売買手数料は、野村證券ホームページ
（https://www.nomura.co.jp/）
等でご確認ください。
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充実の投資情報
国内株式等のリアルタイム株価情報や投資に役立つ
各種レポートなどが無料でご覧いただけます。

野村ならではの投資情報
野村のレポート

お気に入り銘柄
お気に入りの銘柄を国内株式・外国株式それぞれ200銘柄まで登録して、
最新の株価や気配を一覧表示。チャート機能も充実しています。

世界の経済動向、金融市場・為替市場動向、銘柄分析など、野村の専門家による調査レポートを
ご用意しています。オンラインサービスにログインいただくと、すべてのレポートをタイムリーに
ご覧いただけます。

野村週報
毎週更新の
最新マーケット情報

週刊 野村市場展望
毎週のマーケット情報を凝縮

経済や金融の動向、企業研究や

トピックスなどタイムリーな経

注目の巻頭オピニオンに加え、

イベントカレンダー、マーケット
展望、決算発表スケジュールな

済レポートを毎週お届けします。

どをまとめています。業界テー

ての分析も掲載しています。

ング情報なども随時掲載してい

銘柄研究では個別銘柄につい

マについての分析、スクリーニ

ます。

Nomura 21 Global
株式投資戦略と
日本株・外国株の参考銘柄

野村證券の企業調査に基づい

て、
「Nomura 21 Global銘柄

国際金融為替
ウィークリー
為替相場に関する情報

野村證券の為替相場に関する
週次のレポートです。

選定会議」
において決定される

「日本株」
、および
「外国株」
の参

考銘柄群をご紹介しています。

マーケット解説動画
グローバルなリサーチ体制に基づく相場分析や投資に役立つ情報を、野村の専門家が動画で
解説します。

週次更新
テクニカル展望

今週のマーケットNOW

月次更新
「Nomura21 Global」
より相場展望・投資テーマ・参考銘柄
為替相場レポート
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新興国・資源国他のマーケット
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