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夜間取引市場「kabu.comPTS」の取引時間延長および取扱銘柄数拡大について 
～ 11 月 1 日（水）から、23:59 まで延長、取扱銘柄数は 1,000 銘柄に拡大。 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、11 月 1 日（水）から夜間取引市場「kabu.comPTS」の取引終了時間を 23:59

までに延長し、また、ETF や REIT 等を加え取扱銘柄数を 1,000 銘柄に拡大する予定です。 

 

■23:59 まで夜間取引を延長 

米国サマータイム終了を受け、夜間取引の終了時間を 11 月 1日（水）より、これまでの 23:00 から 23:59

までに延長する予定です。これにより米国サマータイム終了後も、米国株式市場の取引開始から 29 分間、

kabu.comPTS の取引時間と重なります。 

また、お客様サポートセンターの運営時間を 9 月 11 日より 23:00 までとしておりましたが、その後のお

問合せ状況を鑑み 11 月 1 日（水）から 20:00 までとさせていただきます。メールでのお問合せはこれまで

通り 24 時間受け付けております。 

日本時間 10 月 31（火）まで 11 月 1 日（水）から 

取引時間 19:30～23:00 19:30～23:59 

お客様サポートセンター 8:00～23:00 8:00～20:00 

※ 夜間取引の気配表示は 19:00 から。 

※ オペレータによる受付は 17:00 以降はお客様のみとなります。自動音声応答は 24 時間対応。 

■取扱銘柄数を 1,000 銘柄に拡大。新たに ETF（上場投信）、REIT（不動産投信）を追加。 

 夜間取引の取扱銘柄数を、現在の 300 銘柄から、11 月 1 日（水）より 1,000 銘柄に拡大する予定です。

これにより証券取引所の取引時間終了後に開示される株価材料等により夜間取引で売買される銘柄が飛躍

的に増加することとなり、夜間取引の注文数・取引数が増加するものと思われます。 

 追加する銘柄等は別紙の通りですが、今回新たにこれまで取り扱っていなかった ETF（7 銘柄）REIT（13

銘柄）を追加し、さらに日経平均採用銘柄や弊社一般信用取引（長期信用取引）にて売り建て可能な約 400

銘柄を網羅しました。なお今回、取扱銘柄から除外したのは 1銘柄（IB ダイワ[3587]）です。 

市場 東証 1 東証 2 東証 M 大証 1 大証 2 大証 HC ジャス 合計 

銘柄数 780 銘柄 30 銘柄 59 銘柄 4銘柄 2銘柄 44 銘柄 81 銘柄 1,000 銘柄

増減数 +506 +28 +48 +4 +2 +39 +73 +700

※東証との重複上場がある銘柄は、東証としてカウントしています。 

 
<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 雨宮 猛 TEL：03-3551-5111 

以上 



■別紙  
夜間取引市場「kabu.comPTS」2006 年 11 月～取扱予定銘柄（1/3） 

ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場

1305 ETFTPX/ETF 東証 2331 綜合警備 東証1 2914 ＪＴ 東証1 4044 セ硝子 東証1 4564 ＯＴＳ 東証M
1306 TOPIX投/ETF 東証 2333 ジー・モー ｼﾞｬｽ 2918 わらべ日洋 東証1 4045 東合成 東証1 4565 そーせい 東証M
1308 上場TPX/ETF 東証 2337 ＡＳＳＥＴ 大証HC 2929 ファーマＦ 東証M 4061 電化 東証1 4566 ＬＴＴバイ 東証M
1320 ETF225/ETF 大証 2341 アルバイト ｼﾞｬｽ 3002 グンゼ 東証1 4062 イビデン 東証1 4568 第一三共 東証1
1321 225投信/ETF 大証 2351 ＡＳＪ 東証M 3034 クオール 大証HC 4063 信越化 東証1 4611 大日塗 東証1
1330 上場225/ETF 東証 2353 日本駐車場 東証1 3043 モジュレ 大証HC 4065 紀文フ 東証1 4612 日本ペ 東証1
1331 ニチロ 東証1 2371 カカクコム 東証1 3048 ビックカメ ｼﾞｬｽ 4088 エアウォー 東証1 4613 関西ペ 東証1
1332 日水 東証1 2372 アイロム 東証1 3049 エノテカ 大証HC 4091 大陽日酸 東証1 4631 インキ 東証1
1334 マルハ本社 東証1 2379 ディップ 東証M 3050 ＤＪＨＤ 東証1 4114 日触媒 東証1 4641 アルプス技 東証1
1377 サカタタネ 東証1 2385 総医研 東証M 3101 東洋紡 東証1 4118 カネカ 東証1 4644 イマジニア ｼﾞｬｽ
1379 ホクト 東証1 2389 オプト ｼﾞｬｽ 3103 ユニチカ 東証1 4151 協発酵 東証1 4661 ＯＬＣ 東証1
1503 住友炭 東証1 2392 セキュアー 東証M 3105 日清紡 東証1 4182 菱ガス化 東証1 4666 パーク２４ 東証1
1518 三井松島 東証1 2393 ケアサプラ 東証M 3107 ダイワボウ 東証1 4183 三井化学 東証1 4668 明光ネット 東証1
1605 国際石開帝 東証1 2399 綜合臨床 東証M 3109 シキボウ 東証1 4185 ＪＳＲ 東証1 4676 フジテレビ 東証1
1615 銀行/ETF 東証 2404 鉄人化計画 東証M 3110 日東紡 東証1 4188 三菱ケミＨ 東証1 4680 ラウンドワ 東証1
1662 石油資源 東証1 2412 ベネ・ワン 東証2 3116 トヨタ紡織 東証1 4202 ダイセル 東証1 4681 リゾートト 東証1
1719 ハザマ 東証1 2413 エムスリー 東証M 3204 トーア紡 東証1 4203 住友ベ 東証1 4686 ジャスト ｼﾞｬｽ
1720 東急建 東証1 2420 チンタイ 大証HC 3225 東建物販売 東証2 4204 積水化 東証1 4689 ヤフー 東証1
1721 コムシスＨ 東証1 2428 ウェルネッ ｼﾞｬｽ 3231 野村不動産 東証1 4205 ゼオン 東証1 4700 アクセス ｼﾞｬｽ
1722 ミサワＨＤ 東証1 2432 ディーエヌ 東証M 3315 三井鉱山 東証1 4206 アイカ 東証1 4704 トレンド 東証1
1725 フジタ 東証2 2433 博報堂ＤＹ 東証1 3337 サークルＫ 東証1 4208 宇部興 東証1 4714 リソー教育 東証1
1766 東建コーポ 東証1 2440 ぐるなび 大証HC 3338 九九プラス ｼﾞｬｽ 4217 日立化 東証1 4716 日本オラク 東証1
1801 大成建 東証1 2450 一休 東証M 3341 日本調剤 東証1 4234 サンエー化 ｼﾞｬｽ 4721 フジスタッ ｼﾞｬｽ
1802 大林組 東証1 2459 アウン 東証M 3356 テリロジー ｼﾞｬｽ 4240 クラスター 大証HC 4722 フューチャ 東証1
1803 清水建 東証1 2461 ファンコミ ｼﾞｬｽ 3382 セブン＆ア 東証1 4272 日化薬 東証1 4723 グッドウィ 東証1
1807 佐藤渡辺 ｼﾞｬｽ 2464 ブレクスル 東証M 3387 クリエイト 東証M 4281 ＤＡＣ 大証HC 4726 ソフバンテ 東証1
1808 長谷工 東証1 2466 ＰＧＧＩＨ 東証1 3401 帝人 東証1 4287 ジャストプ ｼﾞｬｽ 4732 ＵＳＳ 東証1
1812 鹿島 東証1 2476 テンプスタ 東証1 3402 東レ 東証1 4293 セプテーニ ｼﾞｬｽ 4739 ＣＴＣ 東証1
1813 不動テトラ 東証1 2478 ＭＫキャピ 東証M 3404 三菱レ 東証1 4295 フェイス 東証1 4741 ネット総研 東証M
1814 大末建 東証1 2491 バリューコ 東証M 3405 クラレ 東証1 4296 ＺＥＮＴＥ 大証HC 4743 ＩＴＦＯＲ 東証1
1821 三井住友建 東証1 2493 イーサポー 大証HC 3407 旭化成 東証1 4300 ジグノシス 大証HC 4744 メッツ 東証M
1824 前田建 東証1 2496 アルク ｼﾞｬｽ 3436 ＳＵＭＣＯ 東証1 4305 ＩＭＪ 大証HC 4745 東京個別 東証1
1826 佐田建 東証1 2497 ネットエイ 東証M 3529 アツギ 東証1 4306 バックス ｼﾞｬｽ 4751 サイバー 東証M
1833 奥村組 東証1 2499 日本和装 ｼﾞｬｽ 3569 セーレン 東証1 4307 野村総研 東証1 4755 楽天 ｼﾞｬｽ
1860 戸田建 東証1 2501 サッポロＨ 東証1 3571 ソトー 東証2 4308 Ｊストリー 東証M 4756 ＣＣＣ 東証1
1861 熊谷組 東証1 2502 アサヒ 東証1 3591 ワコールＨ 東証1 4310 ドリームＩ 東証1 4757 インテリ ｼﾞｬｽ
1878 大東建 東証1 2503 キリン 東証1 3606 レナウン 東証1 4312 サイバネッ 東証1 4763 Ｃ＆Ｒ 大証HC
1879 新日本建 東証1 2531 宝ＨＬＤ 東証1 3713 ネットマー 東証1 4313 ＩＸＩ 東証2 4768 大塚商会 東証1
1885 東亜建 東証1 2536 メルシャン 東証1 3715 ドワンゴ 東証1 4314 ダヴィンチ 大証HC 4771 Ｆ＆Ｍ 大証HC
1893 五洋建 東証1 2579 コカウエス 東証1 3722 ベリサイン 東証M 4316 ビーマップ 大証HC 4776 サイボウズ 東証1
1914 日基技 東証1 2593 伊藤園 東証1 3725 バンダイＮ ｼﾞｬｽ 4321 ケネディク 東証1 4779 ソフトブレ 東証1
1916 日成ビルド 東証1 2594 キーコーヒ 東証1 3727 アプリック 東証M 4324 電通 東証1 4788 ＣＣＩ 東証M
1919 エスバイエ 東証1 2602 日清オイリ 東証1 3730 マクロミル 東証1 4325 バンダイＶ 東証1 4795 スカパー 東証1
1921 巴 東証1 2607 不二油 東証1 3734 ＭＰＴ 東証M 4329 ワークスＡ ｼﾞｬｽ 4800 オリコン 大証HC
1925 大和ハウス 東証1 2651 ローソン 東証1 3736 コネクト 東証M 4331 Ｔ＆Ｇニー 東証1 4812 ＩＳＩＤ 東証1
1926 ライト 東証1 2665 ネクストコ 東証2 3746 ＭＥＸ 東証M 4332 パソナ 東証1 4813 ＡＣＣＥＳ 東証M
1928 積ハウス 東証1 2670 ＡＢＣマー 東証1 3747 インタート 東証M 4337 ぴあ 東証1 4817 ＪＣＯＭ ｼﾞｬｽ
1929 日特建 東証1 2678 アスクル 東証1 3749 ベリトラン 大証HC 4340 シンプレク 東証1 4820 ＥＭシステ 東証2
1941 中電工 東証1 2681 ゲオ 東証1 3755 ＧＤＨ 東証M 4346 ネクシィー 東証1 4822 ハドソン 大証HC
1942 関電工 東証1 2685 ポイント 東証1 3756 豆蔵 東証M 4347 クラビット 大証HC 4823 サイバード ｼﾞｬｽ
1951 協エクシオ 東証1 2688 レックスＨ ｼﾞｬｽ 3758 アエリア 大証HC 4348 インフォコ ｼﾞｬｽ 4824 メディアＳ 東証M
1963 日揮 東証1 2698 キャンドゥ 東証1 3764 アッカ ｼﾞｬｽ 4357 ラ・パルレ 大証HC 4826 ＣＩＪ 東証1
1988 シボンド建 東証1 2702 マクドナル ｼﾞｬｽ 3765 ガンホー 大証HC 4359 ラック ｼﾞｬｽ 4829 日エンター 大証HC
2001 日本粉 東証1 2712 スターバク 大証HC 3769 ＧＭＯ－Ｐ 東証M 4401 ＡＤＥＫＡ 東証1 4835 インデック ｼﾞｬｽ
2002 日清粉Ｇ 東証1 2725 ＩＴＸ 大証HC 3773 ＡＭＩ 東証M 4452 花王 東証1 4837 シダックス ｼﾞｬｽ
2009 鳥越粉 東証1 2730 エディオン 東証1 3774 ＩＩＪ 東証M 4464 ソフト９９ 東証2 4841 Ｄクリック 大証HC
2121 ミクシィ 東証M 2731 ニイウスコ 東証1 3776 ＢＢタワー 大証HC 4502 武田 東証1 4842 ＵＳＥＮ 大証HC
2124 ジェイエイ ｼﾞｬｽ 2738 バルス 東証1 3777 タボリナク 大証HC 4503 アステラス 東証1 4847 インテリＷ ｼﾞｬｽ
2201 森永 東証1 2759 テレウェイ ｼﾞｬｽ 3778 さくらネッ 東証M 4506 大日本住友 東証1 4848 フルキャス 東証1
2202 明菓 東証1 2763 エフティコ ｼﾞｬｽ 3789 ソネット 東証M 4507 塩野義 東証1 4849 エンジャパ 大証HC
2211 不二家 東証1 2767 フィールズ ｼﾞｬｽ 3813 ゴメス 大証HC 4508 田辺薬 東証1 4901 富士写 東証1
2212 山パン 東証1 2768 双日 東証1 3814 アルファク 大証HC 4518 富山化 東証1 4902 コニカミノ 東証1
2261 明乳 東証1 2779 三越 東証1 3815 メディア工 東証M 4519 中外薬 東証1 4911 資生堂 東証1
2262 雪印 東証1 2792 ハニーズ 東証1 3861 王子紙 東証1 4523 エーザイ 東証1 4916 ノエビア ｼﾞｬｽ
2264 森永乳 東証1 2799 ネクサス ｼﾞｬｽ 3864 三菱紙 東証1 4528 小野薬 東証1 4917 マンダム 東証1
2267 ヤクルト 東証1 2801 キッコマン 東証1 3865 北越紙 東証1 4530 久光薬 東証1 4921 ファンケル 東証1
2281 プリマ 東証1 2802 味の素 東証1 3893 日本紙 東証1 4535 大正薬 東証1 4922 コーセー 東証1
2282 日ハム 東証1 2809 キユーピー 東証1 4004 昭電工 東証1 4536 参天薬 東証1 4924 Ｄｒシーラ 東証1
2286 林兼 東証1 2810 ハウス食 東証1 4005 住友化 東証1 4540 ツムラ 東証1 4974 タカラバイ 東証M
2305 スタ・アリ 東証1 2811 カゴメ 東証1 4021 日産化 東証1 4543 テルモ 東証1 4985 アース製薬 東証2
2315 ＳＪＨＤ ｼﾞｬｽ 2815 アリアケ 東証1 4023 クレハ 東証1 4544 みらかＨＤ 東証1 5001 新日石 東証1
2317 システムプ 東証1 2871 ニチレイ 東証1 4028 石原産 東証1 4548 生化学 東証1 5002 昭和シェル 東証1
2321 ソフトフロ 大証HC 2873 加ト吉 東証1 4041 日曹達 東証1 4549 栄研化 東証1 5007 コスモ石 東証1
2322 ＮＥＣフィ 東証1 2875 東洋水 東証1 4042 東ソー 東証1 4555 沢井製薬 東証1 5009 富士興 東証1
2326 デジアーツ 大証HC 2897 日清食 東証1 4043 トクヤマ 東証1 4563 アンジェス 東証M 5012 東燃ゼネ 東証1  
※東証との重複上場がある銘柄は東証として、大証と名証の重複上場がある銘柄は大証として記載。銘柄名は略称。追加銘柄は網掛け。 

カブドットコム証券 



夜間取引市場「kabu.comPTS」2006 年 11 月～取扱予定銘柄（2/3） 

ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場

5016 新日鉱ＨＤ 東証1 6201 豊田織 東証1 6737 ナナオ 東証1 7203 トヨタ 東証1 7873 アーク 東証1
5017 ＡＯＣＨＤ 東証1 6273 ＳＭＣ 東証1 6741 信号 東証1 7205 日野自 東証1 7893 プロネクサス 東証1
5019 出光興産 東証1 6278 ユニオンツ 東証1 6749 マスプロ 東証1 7210 日産ディ 東証1 7911 凸版 東証1
5101 浜ゴム 東証1 6290 ＳＥＳ ｼﾞｬｽ 6751 日無線 東証1 7211 三菱自 東証1 7912 大日印 東証1
5105 洋ゴム 東証1 6293 日精樹脂 東証1 6752 松下 東証1 7221 トヨ車 東証1 7935 コンビ 東証1
5108 ブリヂスト 東証1 6301 コマツ 東証1 6753 シャープ 東証1 7222 産車体 東証1 7936 アシックス 東証1
5110 住友ゴ 東証1 6302 住友重 東証1 6758 ソニー 東証1 7223 関東自 東証1 7951 ヤマハ 東証1
5142 アキレス 東証1 6305 日立建機 東証1 6760 Ｃマイクロ ｼﾞｬｽ 7230 日信工業 東証1 7954 ジャレコ ｼﾞｬｽ
5201 旭硝子 東証1 6310 井関農 東証1 6762 ＴＤＫ 東証1 7231 トピー 東証1 7955 クリナップ 東証1
5202 板硝子 東証1 6315 ＴＯＷＡ 東証1 6764 三洋電 東証1 7240 ＮＯＫ 東証1 7956 ピジョン 東証1
5208 有沢製 東証1 6316 丸山製 東証1 6765 ケンウッド 東証1 7242 ＫＹＢ 東証1 7960 パラマウン 東証1
5214 日電硝 東証1 6319 シンニッタ 東証1 6767 ミツミ 東証1 7251 ケーヒン 東証1 7970 信越ポリ 東証1
5232 住友大阪 東証1 6326 クボタ 東証1 6769 ザイン ｼﾞｬｽ 7259 アイシン 東証1 7974 任天堂 東証1
5233 太平洋セメ 東証1 6330 東洋エンジ 東証1 6770 アルプス 東証1 7261 マツダ 東証1 7988 ニフコ 東証1
5301 東海カ 東証1 6334 明治機 東証2 6771 池上通 東証1 7262 ダイハツ 東証1 7990 ダイワ精 東証1
5302 カーボン 東証1 6345 アイチコー 東証1 6773 パイオニア 東証1 7267 ホンダ 東証1 8001 伊藤忠 東証1
5331 ノリタケ 東証1 6349 小森 東証1 6790 野田スクリ 東証2 7269 スズキ 東証1 8002 丸紅 東証1
5332 ＴＯＴＯ 東証1 6361 荏原 東証1 6791 コロムビア 東証1 7270 富士重 東証1 8008 Ｆ＆Ａアク 東証1
5333 ガイシ 東証1 6366 千代建 東証1 6796 クラリオン 東証1 7272 ヤマハ発 東証1 8011 三陽商 東証1
5334 特殊陶 東証1 6367 ダイキン 東証1 6804 ホシデン 東証1 7274 ショーワ 東証1 8014 蝶理 東証1
5401 新日鉄 東証1 6369 トヨカネツ 東証1 6806 ヒロセ電 東証1 7276 小糸製 東証1 8015 豊田通商 東証1
5405 住金 東証1 6370 栗田工 東証1 6810 マクセル 東証1 7282 豊田合 東証1 8016 オンワード 東証1
5406 神戸鋼 東証1 6371 椿本チ 東証1 6815 ユニデン 東証1 7421 カッパクリ 東証1 8020 兼松 東証1
5407 日新鋼 東証1 6386 扶桑レクセ 東証2 6825 パトライト 東証1 7453 良品計画 東証1 8028 ファミリー 東証1
5411 ＪＦＥ 東証1 6407 ＣＫＤ 東証1 6835 アライドＨ 東証2 7455 三城 東証1 8031 三井物 東証1
5423 東京製鉄 東証1 6412 平和 東証1 6839 船井電 東証1 7458 第一興商 ｼﾞｬｽ 8035 東エレク 東証1
5444 大和工 東証1 6417 ＳＡＮＫＹ 東証1 6841 横河電 東証1 7459 メディ・パ 東証1 8036 日立ハイテ 東証1
5471 大同特鋼 東証1 6418 日金銭 東証1 6857 アドテスト 東証1 7463 アドヴァン 東証1 8053 住友商 東証1
5476 高周波 東証1 6419 マース 東証1 6861 キーエンス 東証1 7513 コジマ 東証1 8056 ユニシス 東証1
5479 日金工 東証1 6436 アマノ 東証1 6868 東カソード ｼﾞｬｽ 7516 コーナン 東証1 8058 三菱商 東証1
5480 冶金工 東証1 6444 サンデン 東証1 6869 シスメック 東証1 7517 黒田電気 東証1 8060 キヤノンＭ 東証1
5481 山陽鋼 東証1 6445 蛇の目 東証1 6871 日本マイク ｼﾞｬｽ 7518 ネットワン 東証1 8068 菱洋エレク 東証1
5486 日立金 東証1 6448 ブラザー 東証1 6875 メガチップ 東証1 7522 ワタミ 東証1 8074 ユアサ商 東証1
5541 大平金 東証1 6457 グローリー 東証1 6881 キョウデン 東証2 7532 ドンキホー 東証1 8078 阪和興 東証1
5563 日本電工 東証1 6460 セガサミー 東証1 6890 フェローテ ｼﾞｬｽ 7541 メガネトッ 東証1 8088 岩谷産 東証1
5631 日製鋼 東証1 6463 ＴＰＲ 東証1 6902 デンソー 東証1 7545 西松屋チェ 東証1 8098 稲畑産 東証1
5632 菱製鋼 東証1 6471 日精工 東証1 6905 コーセル 東証1 7550 ゼンショー 東証1 8113 ユニチャー 東証1
5701 日軽金 東証1 6472 ＮＴＮ 東証1 6916 アイオデー ｼﾞｬｽ 7554 幸楽苑 東証1 8130 サンゲツ 東証1
5706 三井金 東証1 6473 ジェイテク 東証1 6920 レーザーテ ｼﾞｬｽ 7581 サイゼリヤ 東証1 8133 エネクス 東証1
5707 東邦鉛 東証1 6474 不二越 東証1 6923 スタンレー 東証1 7596 魚力 東証2 8136 サンリオ 東証1
5711 三菱マ 東証1 6477 ツバキ・ナ 東証1 6925 ウシオ電 東証1 7599 ガリバー 東証1 8151 東陽テク 東証1
5713 住友鉱 東証1 6479 ミネベア 東証1 6927 フェニック 東証1 7600 日本ＭＤＭ 東証1 8153 モスフード 東証1
5714 ＤＯＷＡ 東証1 6481 ＴＨＫ 東証1 6939 ＵＭＣＪ ｼﾞｬｽ 7602 カーチス 東証2 8155 三益半導 東証1
5715 古河機金 東証1 6494 ＮＦＫ－ＨＤ ｼﾞｬｽ 6941 山一電機 東証1 7606 Ｕアローズ 東証1 8160 木曽路 東証1
5726 住友チタ 東証1 6501 日立 東証1 6945 富フロンテ 東証2 7616 コロワイド 東証1 8168 ケーヨー 東証1
5727 邦チタ 東証1 6502 東芝 東証1 6947 図研 東証1 7618 ＰＣデポ ｼﾞｬｽ 8170 アデランス 東証1
5738 住軽金 東証1 6503 三菱電 東証1 6952 カシオ 東証1 7626 ドッドＢＭ 東証1 8175 ベスト電 東証1
5742 ＮＩＣ ｼﾞｬｽ 6504 富士電ＨＤ 東証1 6954 ファナック 東証1 7630 壱番屋 東証1 8179 ロイヤルＨ 東証1
5801 古河電 東証1 6506 安川電 東証1 6955 ＦＤＫ 東証1 7645 トイザらス ｼﾞｬｽ 8184 島忠 東証1
5802 住友電 東証1 6508 明電舎 東証1 6958 日本ＣＭＫ 東証1 7649 スギ薬局 東証1 8200 リンガハッ 東証1
5803 フジクラ 東証1 6519 エネサーブ 東証1 6961 エンプラス 東証1 7701 島津 東証1 8203 ＭｒＭａｘ 東証1
5804 菱線工 東証1 6584 三桜工 東証1 6963 ローム 東証1 7717 Ｖテク 東証M 8218 コメリ 東証1
5805 昭電線ＨＤ 東証1 6586 マキタ 東証1 6965 ホトニクス 東証1 7718 スター精 東証1 8227 しまむら 東証1
5809 タツタ 東証1 6588 東芝テック 東証1 6966 三井ハイテ 東証1 7725 インターア 東証M 8233 高島屋 東証1
5812 日立線 東証1 6592 マブチ 東証1 6967 新光電工 東証1 7729 東京精 東証1 8234 大丸 東証1
5855 アサヒプリ 東証1 6594 日電産 東証1 6971 京セラ 東証1 7731 ニコン 東証1 8236 丸善 東証1
5901 洋カン 東証1 6645 オムロン 東証1 6976 太陽電 東証1 7732 トプコン 東証1 8238 伊勢丹 東証1
5916 ハルテック 東証1 6652 ＩＤＥＣ 東証1 6981 村田製 東証1 7733 オリンパス 東証1 8248 ニッセン 東証1
5929 三和シャタ 東証1 6658 シライ電子 ｼﾞｬｽ 6985 ユーシン 東証1 7735 スクリン 東証1 8251 パルコ 東証1
5938 住生活Ｇ 東証1 6665 エルピーダ 東証1 6986 双葉電 東証1 7740 タムロン ｼﾞｬｽ 8252 丸井 東証1
5942 フイルコン 東証1 6670 ＭＣＪ 東証M 6988 日東電 東証1 7741 ＨＯＹＡ 東証1 8253 クレセゾン 東証1
5951 ダイニチ工 東証1 6674 ＧＳユアサ 東証1 6991 松電工 東証1 7751 キヤノン 東証1 8258 ＯＭＣカー 東証1
5963 日立ツール 東証1 6677 エスケーエ ｼﾞｬｽ 6995 東海理 東証1 7752 リコー 東証1 8260 井筒屋 東証1
5976 ネツレン 東証1 6701 ＮＥＣ 東証1 6996 ニチコン 東証1 7756 電産コパル 東証1 8263 ダイエー 東証1
5977 コマツ電子 東証2 6702 富士通 東証1 6997 日ケミコン 東証1 7762 シチズン 東証1 8267 イオン 東証1
5991 ニッパツ 東証1 6703 沖電気 東証1 6999 ＫＯＡ 東証1 7769 リズム 東証1 8268 西友 東証1
6041 ボッシュ 東証1 6704 岩崎通 東証1 7003 三井造 東証1 7825 SRIスポーツ 東証1 8270 ユニー 東証1
6103 オークマ 東証1 6707 サンケン 東証1 7004 日立造 東証1 7829 サマンサＪ 東証M 8282 ケーズデン 東証1
6104 東芝機 東証1 6709 明星電 東証2 7007 佐世保 東証1 7832 バンナムＨ 東証1 8303 新生銀 東証1
6113 アマダ 東証1 6717 富アクセス 東証1 7011 三菱重 東証1 7838 共立印刷 東証2 8306 三菱ＵＦＪ 東証1
6121 滝沢鉄 東証2 6720 プリヴェＨＤ 東証2 7012 川重 東証1 7840 フラベッド 東証1 8308 りそなＨＤ 東証1
6125 岡本工 東証2 6723 ＮＥＣエレ 東証1 7013 石川島 東証1 7842 セガトイズ ｼﾞｬｽ 8309 三井トラス 東証1
6136 ＯＳＧ 東証1 6724 エプソン 東証1 7102 日車両 東証1 7860 エイベＧＨ 東証1 8316 三井住友Ｆ 東証1
6141 森精機 東証1 6727 ワコム 東証1 7201 日産自 東証1 7862 トッパンフ 東証1 8326 福岡銀 東証1
6143 ソディック 東証2 6731 ピクセラ 東証1 7202 いすゞ 東証1 7867 タカラトミ 東証1 8327 西日シ銀 東証1  
※東証との重複上場がある銘柄は東証として、大証と名証の重複上場がある銘柄は大証として記載。銘柄名は略称。追加銘柄は網掛け。 
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8328 札幌北洋Ｈ 東証1 8766 ミレアＨＤ 東証1 9064 ヤマトＨＤ 東証1 9766 コナミ 東証1
8331 千葉銀 東証1 8767 ウェブクル 東証M 9075 福山運 東証1 9783 ベネッセ 東証1
8332 横浜銀 東証1 8789 フィンテッ 東証M 9076 セイノーＨ 東証1 9785 大新東 ｼﾞｬｽ
8333 常陽銀 東証1 8795 Ｔ＆Ｄ 東証1 9101 郵船 東証1 9792 ニチイ学館 東証1
8337 千葉興 東証1 8798 Ａクリエイ 大証HC 9104 商船三井 東証1 9813 トッキ ｼﾞｬｽ
8338 関東つくば 東証1 8801 三井不 東証1 9107 川崎汽 東証1 9831 ヤマダ電 東証1
8340 九州親和Ｈ 東証1 8802 菱地所 東証1 9113 乾汽船 東証1 9843 ニトリ 東証1
8341 七十七 東証1 8803 平和不 東証1 9115 明治海 東証1 9854 愛眼 東証1
8355 静岡銀 東証1 8804 東建物 東証1 9132 第一汽 東証1 9858 明光商会 ｼﾞｬｽ
8356 十六銀 東証1 8815 東急不 東証1 9202 ＡＮＡ 東証1 9861 吉野家ディ 東証1
8358 スルガ銀 東証1 8830 住友不 東証1 9204 スカイマー 東証M 9865 日商エレク 東証1
8359 八十二 東証1 8834 藤和不 東証1 9205 ＪＡＬ 東証1 9875 マツモトキ 東証1
8363 北国銀 東証1 8839 ニチモ 東証2 9301 三菱倉 東証1 9880 イノテック ｼﾞｬｽ
8369 京都銀 東証1 8840 大京 東証1 9318 Ｊブリッジ 東証2 9883 富士エレ 東証1
8377 ほくほくＦ 東証1 8848 レオパレス 東証1 9364 上組 東証1 9887 松屋フーズ 東証1
8379 広島銀 東証1 8858 ダイア建 東証2 9378 ワールドロ 大証HC 9889 ＪＢＣＣＨ 東証1
8382 中国銀 東証1 8860 フジ住 東証1 9401 ＴＢＳ 東証1 9932 杉本商 東証1
8384 東京スター 東証1 8868 ＵＲＢＡＮ 東証1 9404 日テレ 東証1 9943 ココス ｼﾞｬｽ
8386 百十四 東証1 8870 住友販売 東証1 9409 テレビ朝日 東証1 9952 ドトール 東証1
8403 住友信 東証1 8871 ゴールドク 東証1 9422 ＩＴＣＮ 東証2 9956 バロー 東証1
8404 みずほ信 東証1 8880 飯田産業 東証1 9424 日本通信 大証HC 9962 ミスミＧ 東証1
8411 みずほＦＧ 東証1 8888 クリード 東証1 9427 イーアクセ 東証1 9983 ファストリ 東証1
8415 紀陽ＨＤ 東証1 8889 アパマンシ 大証HC 9430 ＮＥＣモバ 東証1 9984 ソフトバン 東証1
8426 ニッシン債 東証M 8890 レーサム ｼﾞｬｽ 9432 ＮＴＴ 東証1 9987 スズケン 東証1
8458 ＮＩＦ ｼﾞｬｽ 8893 新日本建物 ｼﾞｬｽ 9433 ＫＤＤＩ 東証1 9997 ベルーナ 東証1
8473 ＳＢＩ 東証1 8894 原弘産 大証2 9435 光通信 東証1
8511 日証金 東証1 8896 菱和ライフ 東証2 9437 ＮＴＴドコ 東証1
8512 大証金 東証1 8901 ダイナシテ ｼﾞｬｽ 9438 ＭＴＩ ｼﾞｬｽ
8515 アイフル 東証1 8902 パシフィッ 東証1 9445 フォーバルテ 東証M
8519 ポケットＣ 東証1 8907 フージャー 東証1 9448 インボイス 東証1
8564 武富士 東証1 8910 サンシティ 東証1 9449 ＧＭＯ 東証1
8568 シンキ 東証1 8914 エリアリン 東証M 9474 ゼンリン 東証1
8570 イオンクレ 東証1 8915 タクトホー 東証1 9475 昭文社 東証1
8571 ＮＩＳ 東証1 8917 ファースト 大証2 9479 インプレス 東証1
8572 アコム 東証1 8918 ランド ｼﾞｬｽ 9501 東電 東証1
8573 三洋信販 東証1 8921 シーズクリ 東証1 9502 中部電 東証1
8574 プロミス 東証1 8922 ＩＤＵ 東証M 9503 関西電 東証1
8583 ＵＦＪニコ 東証1 8923 トーセイ ｼﾞｬｽ 9504 中国電 東証1
8585 オリコ 東証1 8924 リサ 東証1 9505 北陸電 東証1
8586 日立キャピ 東証1 8925 アルデプロ 東証M 9506 東北電 東証1
8589 アプラス 大証1 8933 ＮＴＴ都市 東証1 9507 四国電 東証1
8591 オリックス 東証1 8934 サンフロ不 ｼﾞｬｽ 9508 九州電 東証1
8595 ＪＡＦＣＯ 東証1 8936 リプラス 東証M 9509 北海電 東証1
8597 ＳＦＣＧ 東証1 8937 Ｈｕｍａｎ ｼﾞｬｽ 9513 Ｊパワー 東証1
8601 大和 東証1 8941 レイコフ 大証HC 9514 Ｆエスコ 東証M
8603 日興コーデ 東証1 8942 ＳＩＡ 東証M 9531 東ガス 東証1
8604 野村 東証1 8947 ノエル ｼﾞｬｽ 9532 大ガス 東証1
8606 新光 東証1 8951 日本ﾋﾞﾙF/REIT 東証 9533 邦ガス 東証1
8607 みずほイン 東証1 8952 JRE/REIT 東証 9602 東宝 東証1
8609 岡三 東証1 8954 ｵﾘｯｸｽJRE/REIT 東証 9603 ＨＩＳ 東証1
8611 コスモ証 東証1 8955 日本ﾌﾟﾗR/REIT 東証 9605 東映 東証1
8613 丸三 東証1 8956 ﾌﾟﾚﾐｱ投/REIT 東証 9609 ベンチャー 東証1
8615 三菱UFJ証 東証1 8957 東急RE/REIT 東証 9611 Ｄワンダー ｼﾞｬｽ
8616 東海東京 東証1 8959 野村ｵﾌｨｽ/REIT 東証 9613 ＮＴＴデー 東証1
8624 いちよし 東証1 8960 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞU/REIT 東証 9633 テアトル 東証1
8628 松井 東証1 8961 森ﾄﾗｽﾄRE/REIT 東証 9650 テクモ 東証1
8697 大証 大証HC 8962 日ﾚｼﾞ/REIT 東証 9654 コーエー 東証1
8698 マネックス 東証1 8964 ﾌﾛﾝﾃｨｱRE/REIT 東証 9667 ホリプロ 東証1
8699 ＨＳ証券 大証HC 8965 ﾆｭｰｼﾃｨ/REIT 東証 9672 東競馬 東証1
8701 イートレー ｼﾞｬｽ 8966 ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ/REIT 東証 9681 東京ドーム 東証1
8703 カブコム 東証1 9001 東武 東証1 9684 スク・エニ 東証1
8704 トレイダー 大証HC 9005 東急 東証1 9694 日立ソフト 東証1
8707 岩井証券 東証1 9007 小田急 東証1 9697 カプコン 東証1
8708 藍沢 ｼﾞｬｽ 9008 京王 東証1 9715 トランスコ 東証1
8734 アストマク ｼﾞｬｽ 9009 京成 東証1 9719 住商情報 東証1
8735 ＳＢＩフュ 大証HC 9020 ＪＲ東日本 東証1 9735 セコム 東証1
8738 ひまわりＨ ｼﾞｬｽ 9021 ＪＲ西日本 東証1 9737 ＣＳＫＨＤ 東証1
8739 スパークス ｼﾞｬｽ 9022 ＪＲ東海 東証1 9741 日立情報 東証1
8746 第一商品 ｼﾞｬｽ 9028 ゼロ 東証2 9742 アイネス 東証1
8752 三井住友海 東証1 9037 ハマキョウ 東証1 9744 メイテック 東証1
8754 日本興亜 東証1 9041 近鉄 東証1 9747 アサツーＤ 東証1
8755 損保ジャパ 東証1 9042 阪急ＨＤ 東証1 9749 富士ソフト 東証1
8759 ニッセイ同 東証1 9044 南海電 大証1 9750 ソラン 東証1
8761 あいおい損 東証1 9048 名鉄 東証1 9751 ＴＩＳ 東証1
8763 富士火 東証1 9062 日通 東証1 9757 船井研 東証1  
※東証との重複上場がある銘柄は東証として、大証と名証の重複上場がある銘柄は大証として記載。銘柄名は略称。追加銘柄は網掛け。 

カブドットコム証券 


