net 純金＆プラチナ積立＜G&Pプランナー＞のご利用環境について
●OS：Windows Vista、
Windows 7 ●ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 7、
8
●推奨マシン環境／通信速度ISDN
（64Kbps）
以上。ADSL、光ファイバーなどの
ブロードバンド回線を推奨 ●画面解像度1024×768ピクセル以上 ●Java Script
設定は
「有効」
が必要 ●SSL
（ Secu re Socket Layer）設定は「有効」
を推奨
●クッキー
（Cookie）
設定は
「有効」
が必要 ●プラグインAdobe Flash Player 7.0
以上、Adobe Acrobat Reader 6.0以上が必要。
＊上記以外の環境をご利用の場合、画面が正しく表示されないことや、サービスを
ご利用いただけない場合がございます。

コツコツ

お問い合わせは

7 0120 - 56
560 -790
90

受付時間 9：00 〜17：00（ 土日祝・年末年始除く）

パソコン
または

ht tp: //gp.tanaka.jp
G&Pプランナー

プラチナのプラトン

検索

ゴールドのキントン

net なら、
手軽で便利で
LBMA
（London Bullion Market Association）公認溶解業者並びに公認審査会社
LPPM（London Platinum ＆ Palladium Market）
公認溶解業者並びに公認審査会社
NYMEX
（New York Mercantile Exchange）公認溶解業者
一般社団法人 日本金地金流通協会 正会員

〒100-6422 東京都千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング22階

純金・プラチナは元本保証の商品ではありません。
相場の変動によりご購入された価格を下回ることもございます。
GP-102-01

お得です。

金・プラチナとは
とは
金・プラチナは、
価値が無くならない実物資産です。

積立てながら売買もできる、
オンライントレードです。

紙幣や硬貨などの貨幣、株や債券といったペーパーアセット

net 純金＆プラチナ積立<Ｇ＆Ｐプランナー>（以下G&P

（紙の資産）
は、それを発行する中央銀行、企業や自治体など

プランナー）は、純金とプラチナを積立てながら、インター

の信用によって成り立っています。対して金・プラチナは、それ

ネット上で 購入や 売却もできる、手軽で便利なオンライン

自体が価値を持っている実物資産。そのため、万が一国や

トレードです。金融機関や店頭に出向くことなく、自宅や外出

金融機関、会社などが 破綻しても紙くずになる心配がなく、

先のパソコンからお取引いただけます。

長期的な資産保全に適していると言われています。実際、
欧米では以前からポートフォリオのひとつとして金・プラチナ
を持つことが常識とされてきました。

純金とプラチナ、両方を取引できます。
G&Pプランナーは、1つの口座で純金とプラチナの両方を
お取引いただけます。また、純金とプラチナの積立額もそれ
ぞれ自由に設定できて大変便利。変更はインターネット上で、
いつでも簡単に行えます。

金も
プラチナも。

ツ
コツコ
今日も

コツコツ積立、
ときどき投資

積立なら、少しずつ、着実に貯められます。

スポット購入で、投資も楽しめます。

金やプラチナに興味があっても、何から始めていいかわから

純金・プラチナの価格が安い日には、買い増しもしたい。
そんな

ない … そん な方も少なくないと思います。でもＧ＆Ｐプラ

ときには、スポット購入がおすすめです。積立とは別に純金・

ンナーの積立額は月々1,000円から。ご自身の予算に合わせ

プラチナを買い増すことができます。積立の着実性とスポット

て、無理なく着実に貯めていけます。また、積立型なので毎日

購入の積極性。これらの長所を組み合わせられるのがG&P

レートを見ながら取引をしていただく煩雑さもありません。

プランナーの特長です。

コツコツ買うことで、
リスクを分散します。

9 : 30〜24 : 00までお取引できます。

田中貴金属の積立は、一度に多額の純金・プラチナを購入

Ｇ＆Ｐプラン ナー のお 取 引 時 間 は、9 : 3 0 〜 2 4 : 0 0 まで

するのではなく、積立額を日割りして（※）
、毎日少しずつ購入

（日曜と月末最終営業日は、9 : 30〜20 : 00）
。朝から夜遅くまで 取引

していく仕組み（ドル・コスト平均法）
を採用しています。価格

できるので、日中 お 忙しい 方でも 安心で す。また、インター

の高い日には少なく、逆に安い日には多く買うことで、リスク

ネットへ接 続 できれば、

を分散。結果として効率のいい投資をすることができます。

世界中どこからでも取引
できるため、大切な チャ

[ 1日あたりの購入金額と当日の購入量の決め方 ]
1ヵ月の積立金額
「購入月額」

÷

営業日数

= 1日あたりの購入金額

※割り切れない端数は、第1日目の購入金額に加算

1日あたりの購入金額 ÷ 当日の税込小売価格 =

[ 金の定額購入例（イメージ）]
3,000円

÷

ンスを逃 す心 配 もあり

[ お取引可能な時間帯 ]
月〜土曜日・祝日
9：30

=

日曜日・月末の最終営業日
曜日、時間帯によって取引限度額がございます。

当日の購入重量

150円

便 利なお取引

150円 ÷ 当日の金価格 = 1日の購入重量
当日の
金価格

高い日は少ない

安い日は多い

毎日の購入重量の合計がその月の金積立量になります。
その月の営業日数
※プラチナも同様の方法で定額購入します。

24：00

ません。

積立金額3,000円、弊社営業日数20日の場合

20日

20：00

まで

軽
net だから手軽

得
net だからお得

月々1,000円から気軽に始められます。

年会費はゼロ円、手数料もお得です。

Ｇ＆Ｐプランナーの積立は月々1,000円以上、1,000円単位。

Ｇ＆Ｐプランナーは、年会費が一切かかりません。また、店頭

これなら、純金やプラチナのお取引が初めて、という方でも

にて500g 未満の純金・プラチナを売買される場合は別 途

安心して始められます。もちろん、後から積立額を3,000円、

手数料が必要となりますが、
Ｇ＆Ｐプランナーなら手数料が、

5,000円、
10,000円と増やすこともインターネット上で簡単

店頭よりもグッとお得。スポットでの純金・プラチナ購入は、

に行えます。

10,000円以上なら購入手数料が無料。また売却手数料は
いつでも無料です。

[ 積立時の購入手数料 ]
手数料率は、純金・プラチナの積立月額合計により異なります。

[ スポット購入の手数料 ]

純金・プラチナの積立月額合計

手数料率

1取引での純金・プラチナの合計購入金額

50,000円以上

1.5％

10,000円以上

手数料率
無料

30,000円〜49,000円

2.0％

3,000円〜 9,000円

3.5％

10,000円〜29,000円

2.5％

1,000円〜 2,000円

5.0％

3,000円〜 9,000円

3.5％

1,000円〜 2,000円

5.0％

[ 売却手数料 ] …… 無料
※金融機関への振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
売却時に「G&Pプランナー上でのお預り金」
を選択いただいた場合、弊社にて売却
代金をお預りしますので振込手数料はかかりません。

積立は1,000円から
1,000円単位で。

年会費、保管料が
ゼロ円です。

♪トクク
ト

♪コツ
コツ

利
net だから便利

選べる受取方法

お取引の履歴は、
マイページで見られます。

積立てた純金・プラチナは、
お 好きな形で受け取れます。

会員のお客様には、専用のマイページをご用意いたします。

積立てた純金・プラチナは、

純金・プラチナのスポット購入や、売却、お引き出し（返却）
は

1. 売却（現金化）

もちろん、残高照会・取引履歴の確認、純金・プラチナ相場の

2. お引き出し
（返却）

推移などのデータもご覧いただけます。すべてのお取引情報

3. ジュエリー・金工芸品との交換

がひとつにまとまっているので、非常に便利です。

のいずれかの受取方法をお選びいただけます。
※お引き出し
（返却）
には交換手数料と郵送手数料がかかります。地金バーが 500ｇ
未満の場合、交換手数料として2,160円
（1本あたり、税込）
をご負担いただきます。
地金の種類、重量、地金バーの本数にかかわらず、1回あたりの郵送手数料は、
一律
2,160円
（税込）
です。
※ジュエリー・金工芸品との交換にはインターネットで事前のお申込みが必要ですが、
店頭でお好きなものをじかにお選び頂けます。ご希望の商品の価格と同じ価値分
の重量の純金・プラチナを交換します。

地金で
地金で

現金で

どれがいいかなぁ

♪カンン
タ

ジュエリーで

お申込み方法

万全のセキュリティー
万

盗難保険をかけて、
厳重に保管しています。

初めての方でもかんたん、
オンライン登録。

田中貴金属では、弊社の財産とお客様の金・プラチナをはっ

画面の指示に従って手続きを進 めていくだけで、オンライン

きり区別して保管しており
（「特定保管」）
、仮に弊社が倒産した

で会員登録ができます。また、ジャパンネット銀行の普通預金

としても、
「特定保管」なら金・プラチナは必ずお客様の元へ

口座をお持ちなら、さらに便利。オンラインですべての会員

返却されます。

登録手続きが 済み、スポット購入をご利用の際も、お申込み
から代金決済まで即時にインターネットで 完結します。
※通常の金融機関でのお申込みの場合、インターネットでの会員登録とは別に、口座
振替に関わるお手続きをしていただく必要があります。
※ご登録いただけるのは、日本国内在住の20歳以上の個人の方です。

お取引される金融機関のコースをお選びください。
（毎月の購入代金の振替および売却代金、精算代金等をお受取りになる決済金融機関）

気 軽にオンライントレードを始 めたい方におすすめ

まかせて！

安心！

[ 通常の金融機関コース]
● 通常の金融機関やゆうちょ銀行の預金口座をお持ちの方。※ごく一部の金融機関を除く
●インターネット上でのお申込み後、弊社から書面を郵送。必要事項をご記入のうえ、
ご返送ください。ご返送いただいてから1〜2ヵ月後より積立開始。
●スポット購入は「ご利用可能なお預り金額」にご入金後に、ご利用可能。
●楽天銀行の口座をお持ちの方は、
「かんたん申込」がご利用いただけます。

本格的なオンライントレードをご希望の方におすすめ

[ ジャパンネット銀行コース]

インターネットの
セキュリティーも万全です。
お客様に安心してご利用いただくため、インターネットに対し
ても万全のセキュリティー対策を行なっています。ネットワーク
上を流れるお客様の個人情報は、世界標準のSSL128bit（※）
により暗号化 。セキュリティーを確保しています。
※Secure Sockets Layer通信時における情報漏洩を防ぐセキュリティーシステムです。

●ジャパンネット銀行の普通預金口座をお持ちの方。
●インターネット上で簡単にお申込手続きのすべてが完了します。
●スポット購入は即時決済で買いたいときにすぐ購入。
● 積立はインターネットでの会員登録完了後、15日〜45日程度で積立開始。
[ お申込みの流れ ]

ご自宅の
パソコン
より

コースの
選択

通常の金融機関コース

選
択

会員登録

口座振替
の手続き

申込完了

ジャパンネット銀行コース
スポット購入は、お客様からの資金の入金
（振込）
が確認でき次第、ご利用いただけます。

