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株価指数先物取引の手数料値下げ＆「先物オプション速報ニュース」の開始 

～ 日経 225 先物は往復 2100 円、TOPIX 先物は往復 1890 円。速報ニュースは 1 日約 40 本。 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2006 年 2 月から株価指数先物取引の手数料を大幅に引き下げます。「日

経 225 先物取引（大阪証券取引所）」は 1枚あたり往復（新規/返済）で 2100 円（従来は往復 3150 円）に、

「TOPIX 先物取引（東京証券取引所）」は１枚あたり往復（新規/返済）で 1890 円（従来は往復 3150 円）

に、業界最低水準の手数料とします。さらに 2006 年 1 月 19 日（木）夕刻予定で、先物・オプション取引口

座を開設しているお客様向けに【無料】で「先物オプション速報ニュース」の提供を開始します。 

 

■往復 1890 円、往復 2100 円の「ワンウェイ手数料(R)」だから、日計り以外でも返済手数料は【無料】 

カブドットコム証券の先物取引の手数料は、信用取引でもご好評いただいております「ワンウェイ手数料」

を採用しています。「日計りなら返済無料」というケースはありますが、カブドットコム証券の「ワンウェ

イ手数料」は「常に返済無料」ですから、返済タイミングを気にせず取引していただけます。つまり実質的

には、1枚 945 円（TOPIX 先物）、1枚 1050 円（日経 225 先物）ですので、同業他社と比較しても業界最低

水準の手数料となります。 

 

株価指数先物取引手数料（消費税込み） 

日経 225 先物取引 TOPIX 先物取引 
新規建て 1 枚あたり 

2,100 円 1,890 円 

返済 無料（取引チャネル、執行条件、約定日にかかわらず） 

 

 

★2005 年 11 月から取扱を開始しました「TOPIX 先物取引（東京証券取引所）」が好調です。 

弊社での取扱開始以降個人のシェアが急増。TOPIX 先物取引が個人投資家にも根付き始めました。 

投資部門別 株価指数先物取引状況【東証・月間（12 月のみ週単位も記載）】 

  05/09 05/10 05/11 05/12 12 月 1W 12 月 2W 12 月 3W 12 月 4W 

単位 80 枚 42 枚 18,145 枚 20,769 枚 5,202 枚 6,641 枚 3,831 枚 5,095 枚
個人 

比率 0.00% 0.00% 0.78% 0.50% 0.19% 1.04% 1.00% 1.49%

※集計対象は取引参加者の自己取引及び資本の額 30 億円以上の取引参加者の委託取引。 

※株価指数先物取引、東証業種別株価指数先物取引及び S&P/TOPIX150 先物取引の合計。 

（東京証券取引所資料より） 
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■「先物オプション速報ニュース」を 1 日あたり約 40 本配信します。1 月 19 日（木）夕刻開始予定。 

 先物・オプション取引口座をご開設いただいているお客様向けに【無料】で「先物オプション速報ニュー

ス」の提供を開始します。この「先物オプション速報ニュース」は、株式会社トレーダーズ・アンド・カン

パニー提供のニュースを営業日に約 40 本、取引時間を中心にタイムリーに配信するとともに、メールでの

配信やリアルタイム時価自動更新「カブボードフラッシュ」のニュースティッカーにても表示します。 

これにより、「QUICK for kabu.com」や「kabu マシーン」での先物オプション関連のニュースと併せて、

先物・オプション関連のニュースが大幅に充実することとなります。 

 

 

 

■株価指数先物取引 取扱概要 

取扱注文 買い建て、売り建て 

当初証拠金額 50 万円（完全前受制） 

必要証拠金額 SPAN (R) 証拠金×120％－ネットオプション価値の総額 

証拠金掛目 

現金→100% 

[証拠金代用有価証券の証拠金換算率]  

上場株式→前々営業日の最終値の 70%  

ETF・REIT→前々営業日の最終値の 70%  

投資信託（予定）→前々営業日の最終値の 70%（予定） 

建玉制限 
売建玉、買建玉それぞれで最高 50 枚。両建ての場合は、最高 100 枚まで可能。

※日経 225 先物・TOPIX 先物合わせて。 

執行条件等 
指値、成行、寄付、引け、不出来引成、引け指値、逆指値、Ｗ指値、±指値、 

Ｕターン注文、リレー注文、原資産価格を条件に設定する注文、一括返済 

出合注文 最大 3 週間 

リアルタイム価格情報 先物・オプションボード、先物・オプションボード・フラッシュ。【無料】 

価格シミュレーション 

損益線描画ツール 
オプション・シミュレーター【無料】 

口座管理料 【無料】 現物取引・信用取引も同じ口座でご利用いただけます。 
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＜カブドットコム証券のリスク管理追求型 先物取引・オプション取引の特徴＞ 

■口座開設 

口座開設・口座管理料は、ともに【無料】。Web 審査 24 時間お申し込みいただけます。 

 

■取扱商品 

・ 日経 225 先物（大証）、TOPIX 先物（東証） 買い建て、売り建てとも 

・ 日経 225 オプション（大証） 買い建て、売り建てとも 

 

■先物取引手数料 

日経 225 先物取引 TOPIX 先物取引 
新規建て 1 枚あたり 

2100 円 1890 円 

返済 無料（取引チャネル、執行条件、約定日にかかわらず） 

■オプション取引手数料 

手数料 約定代金の 0.63% 最低手数料 630 円 

※取引最終日までに決済を行わなかった場合、本質的価値を有していない銘柄（アット・ザ・マネー、アウト・オ

ブ・ザ・マネー）については自動的に権利放棄となり、その場合の手数料は不要です。 

※権利行使による決済で手数料等により決済がマイナスとなる場合には、マイナス分の請求は行いません。 

 

■お預かりの株券が担保としてお使いいただけます。 

先物・オプション取引の必要証拠金額は、現金のみならず「株式」もご利用いただけます。 現金だけ

の証拠金よりも、より資金効率に優れた先物・オプション取引が可能です。証拠金代用有価証券の評

価率は「前々営業日の最終価格（気配）の 70%」となります。 

 

■SLA（サービス品質保証制度）にも対応 

カブドットコム証券の先物・オプション取引は、SLA（サービス品質保証制度）にも対応。SLA では、

注文の取引所等への取次時間が 5分を超えて遅延しないことを保証し、万一、 遅延した場合は差額を

返却いたします。 

 

■リアルタイム SPAN(R)対応 

当社は CME(R)よりリアルタイム SPAN(R)計算プログラムのライセンスを取得し、リアルタイム SPAN(R)に対

応しています。注文および既存建玉との合成ポジションを動的に計算できるため、より少ない証拠金

でお取引いただけます。リアルタイム SPAN(R)対応により、証拠金の解放は即時に実施、すぐに新規建

てができますので、より機動性の高いお取引が可能となります。  

 

当社はシカゴマーカンタイル取引所より、 

SPAN (R) の正式利用ライセンスを受けています。 
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■TOPIX 先物取引キャンペーン 1 月末日まで実施中 

内容：TOPIX 先物取引の手数料を１枚あたり往復 500 円（※）とします。 

期間：11 月 4 日（金）から平成 18 年 1月末まで 

対象：上記の期間に、お客様が入力された TOPIX 先物のご注文が、キャンペーン対象となります。 

※返済にかかる手数料は【無料】となりますので、当該手数料は新規建時のご注文をベースに計算

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

<本件に関するお客様からのお問い合わせ先>  <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390  担当：常務執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 

以 上 

 


