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NISA口座での配当金等を非課税で受取るためには、「証券口座でのお受取り（株式数比例配分方式）」の選択が必要です。
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⼀度にまとめて投資したい⼈
株主優待狙いや個別株式の値上がり期待など
株式に投資したい⼈

⼀般NISA
 

がオススメ

⼀般NISAの詳細はこちら

何千とある商品の中から選ぶのが難しい⼈
コツコツと将来のために、じっくり投資した
い⼈

つみたてNISA
 

がオススメ

つみたてNISAの詳細はこちら

NISA（ニーサ）とは、毎年決まった⾮課税投資枠が設定され、上場株式や
投資信託の配当⾦（分配⾦）や値上がり益が⾮課税になる制度のことです。
⽇本に住む20歳以上の⽅が対象です。

 投資⽬的などに合わせて、「⼀般NISA」か「つみたてNISA」を選べま
す。

一般NISAとつみたてNISAのちがい

  一般NISA つみたてNISA

対象者 日本にお住まいで口座開設する年の1月1日現在で満20歳以上の個人のお客さま

投資方法 スポット購入・積立方式 積立方式

年間投資上限額 120万円 40万円

非課税となる期間 最長5年 最長20年

対象商品 国内株式・外国株式・投資信託 国が定めた基準を満たした投資信託

非課税対象 対象商品にかかる配当金・分配金、売却益

口座開設期間 2023年開始分まで 2042年開始分まで

金融機関変更 各年ごとに変更可能

一般NISAとは

つみたてNISA口座でお取引をされている方は、株式投資することができません。
株式への投資をご検討の方は「一般NISA」をご選択ください。
NISA用語集はこちら

※

一般NISA口座で国内株式の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いた
だく必要があります。

※

https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/#skip01
https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/tsumitate/#skip05
https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/glossary.html
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【例】1株500円の銘柄Ａを120万円(2,400株)買付けた場合年1回10円の配当があると

10円×2,400株＝24,000円
特定・⼀般⼝座であれば
24,000×20.315％＝4,875円が課税されます。

上記の銘柄Ａを1年後に20％利益が出たので売却する場合

1,200,000円×20％＝240,000円
 特定・⼀般⼝座であれば

240,000円×20.315％＝48,756円が課税されます。

⽇本に住む20歳以上の⽅が使える制度。

上場株式や投資信託などの利益にかかる税⾦が⾮課税になります。

年間120万円までが⾮課税になる投資枠です。

⼝座開設できる期間は、2014年から2023年までです。

NISA⼝座の⾮課税期間は、投資した年から最⻑5年間です。
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概要 NISA口座で購入した上場株式や投信等の配当金、分配金、譲渡益が5年間非課税となります。

配当金受取方法とは？

対象者 楽天証券の総合取引口座をお持ちの方

非課税投資枠 年間の累積購入代金120万円まで

対象商品 国内株式（現物取引）、投資信託、外国株式・海外ETF

投資可能期間 毎年1月1日～12月31日(受渡日ベース )

非課税となる期間 投資をはじめた年を含めて5年後の12月末まで(受渡日ベース )

注意点 「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。

一般NISAで保有の国内上場株式等の配当金等を非課税で受取るためには、「証券口座でのお受取り（株式
数比例配分方式）」の選択が必要です。
一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAから一般NISAへのロールオーバーは制度上
認められていません。（一般NISAで5年間の非課税期間が終わった資産を、つみたてNISAの非課税投資枠に
移すこと（ロールオーバー）はできません。）
一般NISAとつみたてNISAを選択後、お取引された場合、翌年まで区分変更（一般NISA⇒つみたてNISA、つみ
たてNISA⇒一般NISA）できませんので、ご注意ください。
再投資型の投資信託をお持ちで、区分変更（一般NISA⇒つみたてNISA、つみたてNISA⇒一般NISA）された場
合、変更した非課税口座（一般NISAやつみたてNISA）ではなく、一般口座か特定口座で再投資が行われます
ので、ご注意ください。（例：一般NISA保有投資信託の再投資は、つみたてNISAへ区分変更後は、特定口座
または一般口座で行われます。）
NISA口座の開設にはマイナンバーの登録が必要です。

NISA口座の廃止は、非課税口座廃止届出書等のご提出が必要となります。カスタマーサービスセンターでご
連絡ください。
証券総合取引口座を解約された場合、出国し非居住者となった場合、または死亡した場合、NISA口座が廃止
されます。なお、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されることになります。
出国し非居住者となった場合、死亡した場合につきましては、出国日または死亡日がNISA口座の廃止日とみ
なされます。なお、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されることになります。
NISAで買付けられた投資信託は、信用取引の代用有価証券として利用することはできません。

NISA口座で上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式（楽
天証券の預り金に入金する）」を選択する必要があります。　

※

NISA口座を開設なさる年の1月1日時点で満20歳以上の方※

その年に使用しなかった非課税投資枠を翌年に繰り越せません。※
新規投資額が対象となるため、現在保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません。※

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/service/dividend/#skip01
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NISA口座（一般NISA／つみたてNISA）は複数の金融機関で
開設することはできません。一人につき1口座のみ開設するこ
とができます。

複数の金融機関に重複してNISA口座（一般NISA／つみたて
NISA）の開設手続きをされると、以下の恐れがあります。
　・ 口座開設に、大幅に時間がかかる
　・ ご希望の金融機関を選択できない

一般NISAまたは、つみたてNISAを選択後、お取引された場合、翌
年まで区分変更（一般NISA→つみたてNISAもしくは、つみたて
NISA→一般NISA）はできませんのでご注意ください。
金融機関の変更もしくは、区分変更をご検討中の方で、積立を設
定されている方は特にご注意ください。

他の金融機関で買付けた商品は、買付けをおこなった金融機関
のNISA口座で引き続き保有することになり、弊社のNISA口座へ
移管することはできません。
また、一般NISAで保有していた商品をつみたてNISAへ、つみたて
NISAで保有していた商品を一般NISAへ移管することはできませ
ん。

NISA口座（一般NISA／つみたてNISA）内で発生した利益or損益
と、他の口座（特定／一般）で発生した利益or損益は、損益通算
できません。
また、損失の繰越控除もできません。

購入した年と同じ年に売却することで生じる空き枠を再利用するこ
とはできません。未使用の枠を翌年に繰り越すこともできません。

その他のご注意事項はこちら

一般NISAとつみたてNISAのご注意事項

NISA口座開設時のご注意点 【重要】

NISA登録金融機関の変更時のご注意点

NISA口座でのお取引に関するご注意点

https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/attention.html
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「特別分配金（元本払戻金）」は、そもそも非課税。NISA口座にお
いては、制度上のメリットは享受できませんので注意しましょう。

一般NISA口座で保有している上場株式等の配当金等を非課税で
受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式（楽天
証券の預り金に入金する）」を選択する必要があります。
※ 国内上場外国株式のお取引での譲渡所得は非課税の対象と
なりますが、配当金については発行会社の代理人から直接お客
様へ支払われるため、非課税の対象外となります。

配当金受取方法とは？

国内株式　買付代金ランキング

  銘柄コード 銘柄名

7203 トヨタ自動車

2914 日本たばこ産業

8316 三井住友フィナンシャルＧ

8591 オリックス

9201 日本航空

国内ETF　買付代金ランキング

  銘柄コード 銘柄名

1570 ＮＦ日経レバ

2038 ＮＮ原油ダブル・ブル

1357 ＮＦ日経ダブインバ

1458 楽天２２５ダブルブル

2039 ＮＮ原油ベアＥＴＮ

買付金額ランキング

  銘柄名

eMAXISSlim米国株式(S&P500)

楽天・全米株式インデックス・ファンド

eMAXISSlim全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ)

iFreeレバレッジ NASDAQ100

eMAXISSlim先進国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

積立設定件数ランキング

  銘柄名

eMAXISSlim米国株式(S&P500)

楽天・全米株式インデックス・ファンド

eMAXISSlim全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ)

eMAXISSlim全世界株式(除く日本)

eMAXISSlim先進国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

残高ランキング

  銘柄名

eMAXISSlim米国株式(S&P500)

楽天・全米株式インデックス・ファンド

eMAXISSlim全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ)

<購入･換金手数料なし>ﾆｯｾｲ外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

eMAXISSlim先進国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

※投資信託残高は前営業日のデイリーランキングとなります。

NISAで買われている商品は？楽天証券　NISAランキング！

国内株式　データ取得期間：2022年3月1日～2022年3月31日

ランキング詳細はこちら

投資信託　データ取得期間：2022年04月25日～2022年04月29日

ランキング詳細はこちら

外国株式　データ取得期間：2022年3月1日～2022年3月31日
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米国株式　買付金額ランキング

  コード名 銘柄名

AAPL アップル

TSLA テスラ

FB メタ・プラットフォームズ

MSFT マイクロソフト

NVDA エヌビディア

海外ETF　買付金額ランキング

  コード名 銘柄名 市場

VTI バンガード・トータル・ストック・
マーケットETF

米国

VOO バンガード・S&P 500 ETF 米国

QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1 米国

SOXL Direxion デイリー 半導体株 ブ
ル 3倍 ETF

米国

VYM バンガード・米国高配当株式
ETF

米国

ランキング詳細はこちら

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=AAPL&c=us&p=quote
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=TSLA&c=us&p=quote
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=FB&c=us&p=quote
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=MSFT&c=us&p=quote
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=NVDA&c=us&p=quote
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=VTI.P
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=VOO.P
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=QQQ.O
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=SOXL.P
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/search/us_search/quote.html?ric=VYM.P
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/ranking/nisa/foreign.html

