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代表執行役社長 齋藤 正勝 

 

5 月 2 日（水）外国為替保証金取引の開始 
～ 株券を担保に利用できる主要ネット証券初のFX ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2007 年 5 月 2 日（水）18 時頃より、主要ネット証券では初となる、株式等を担保に利用

できる外国為替保証金取引（FX）を開始する予定です。当社に証券取引口座をお持ちであれば、WEB審査を通して即時

口座開設、お取引開始可能です。FXは急速に市場の拡大、認知度が高まっている商品で、現在は金融先物取引法の対

象商品ですが、本年 9 月予定の金融商品取引法施行後は同法の対象商品となります。当社は証券会社としての強みを

生かして、既存の取扱商品との連携、シームレスな取引環境、最高水準のリスク管理追求型の FX サービスをご提供いた

します。 

 

■ 口座開設はWEB上で、即時開設からお取引開始まで可能です 

   当社に証券取引口座をお持ちであれば、WEB 審査によって即時 FX 口座開設、取引開始が可能です。審査は原則

24 時間 365 日受け付けております。 

 

 <FX 口座開設の流れ> 

～～～～～～～

登録E-Mail
アドレスへ
審査用パス
ワード送付

審査画面で
パスワード
を入力、審
査開始

各種交付
書類の確認

登録内容確
認後、WEB
審査開始

審査合格後
即時お取引
開始可能

 

 

■ カブドットコム証券の FX の特長 

○株券を担保に利用可能、より少ない現金でのお取引が可能です。 

当社ではお預り資産（現金・株式等）を一元管理するシステムを採用しており、シームレスで効率的な資産活用が可能

です。特に株券については、銘柄を選択して利用先を指定することで、信用、先物・オプション、ＦＸの担保として利用

可能です（特許出願中）。株券も担保として利用することで、より少ない現金でのお取引が可能になります。 

 

○手数料は 1万通貨当り 300 円と業界最低水準、取引毎に選べる約 1.2 倍～約 47 倍のレバレッジをご用意。 

業界最低水準の手数料で、業界最高水準のリスク管理追求型サービスをご提供します。 

・手数料は片道 3銭均一（1 万通貨当り 300 円）と業界最低水準 

・お取引毎に目的に応じて選べる 3種類のレバレッジコース 

・レバレッジは約 1.2 倍～約 47 倍（現金保証金比率では最大で約 94 倍） 

 

○多彩な注文方法、充実した投資情報でお取引をサポート 

自動ロスカットルールや逆指値をはじめとする自動売買等のリスク管理、充実したリアルタイムＦＸチャートやニュース

等の投資情報も充実しております。 

 

○夜間取引市場「kabu.comPTS」との連携により、海外時間でも株式とＦＸを連携した取引が可能です。 

日中の株式市場はもちろん、当社の夜間取引市場「kabu.comPTS」と 24 時間取引可能なＦＸが連携することで、海外

時間でも株式とＦＸを連携した幅広い取引が可能となります。 
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■当社ＦＸ商品概要（詳細については外国為替保証金取引ルール等の交付書面でご確認ください） 

取引方法／取引形態 インターネット、i モード、EZweb、Yahoo!ケータイ／当社との相対取引 

取扱通貨 
10通貨ペア（米ドル／円、ユーロ／円、英ポンド／円、豪ドル／円、ニュージーランドドル／円、カナダド

ル／円、スイスフラン／円、香港ドル／円、シンガポールドル／円、南アフリカランド／円） 

取引レート提示 2-Way プライス（買値と売値には差があります） 

売買単位／1回当り上限 1万通貨単位／100 万通貨まで 

取引手数料 片道 3銭均一（1 万通貨当り 300 円） 

レバレッジコース 

（3 コース） 

3.4倍

47.0倍 38.0倍 33.2倍 40.8倍 38.0倍 30.8倍 6.0倍 6.8倍高レバ 24.0倍 31.0倍

19.0倍23.5倍 19.0倍 16.6倍 20.4倍中レバ 12.0倍 15.5倍

1.9倍 1.5倍 1.5倍

15.4倍 3.0倍

1.7倍2.4倍 1.9倍 1.7倍 2.0倍低レバ 1.2倍 1.6倍

95円 77円 15円 17円235円 95円 83円 102円

ｽｲｽﾌﾗﾝ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ
ﾙﾄﾞﾙ

香港ﾄﾞﾙ 南ｱﾗﾝﾄﾞ英ポンド 豪ドル NZﾄﾞﾙ ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ通貨 米ドル ユーロ

前提為替
（1通貨=）

120円 155円

必要 FX保証金 

（1 万通貨当り） 
10.0万円50.0万円

香港ドル
南アランド

2.5万円

5.0万円

2.5万円

5.0万円

米ドル
ユーロ、英ポンド

豪ﾄﾞﾙ、NZﾄﾞﾙ、ｶﾅﾀﾞﾄﾞ
ﾙ、ｽｲｽﾌﾗﾝ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ﾄﾞﾙ

100.0万円

5.0万円

10.0万円

　　　　　　　　　　通貨

　　コース

低レバ

中レバ

高レバ

株券の担保活用 

・当社ルールの範囲内において、株券も FX保証金としてご利用いただけます。 

・新規建玉時には必要 FX保証金の 50%以上の現金が必要です。 

・株券の担保掛目は前営業日の最終価格（気配）の 70%です。 

自動ロスカットルール 
各通貨各レバレッジコース毎に決められた損失レベルにロスカット注文（損切り注文）が建玉

毎に自動的に設定される仕組みです。 

保証金管理ルール 

原則一日一回、当社営業日の朝に以下の判定を行います。 

①受入 FX保証金（FX用保証金合計額）と必要 FX保証金の比較 

②FX保証金現金と未決済 FX建玉の評価損（+スワップポイント-諸経費）の比較 

③FX決済損金と FX保証金現金の比較 

→上記判定の結果、当社の定める条件を満たしていない場合には、①②は追加保証金発

生、③はお預り金からの強制振替実行 となります。 ※詳細は外国為替保証金取引ルール参照 

取引時間 

取引可能時間：日本時間月曜日午前 7時～土曜日午前 7時/米国標準時 

注文受付可能時間：日本時間月曜日午前 7時～土曜日午前 6時/米国標準時 

（米国夏時間はいずれも終了時間が 1時間繰り上げ） 

※システム処理の関係上、日次処理前後 15 分程度はお取引できません 

注文期日 

取消するまで：お客様が取消されるまで有効 

週末まで：注文を出した週の金曜日ニューヨーク午後 4時まで有効 

当日限り：注文を出した日のニューヨーク午後 5時まで有効（金曜日は 1時間繰り上げ） 

注文の種類 

成行、指値、逆指値、イフダン(※１)、オーシーオー(※２)など豊富な注文が可能です 

(※１)新規の注文を出す際に、同時にその注文が約定（ダン）した場合に決済するレートをあ

らかじめ設定して、注文を出しておく方法。 

(※２)同順位の二つの注文を同時に出し、一つの注文が約定すると自動的に他方の注文が

取消される注文方法。 

スワップポイント 

2 ヶ国通貨間の金利差を為替レートのポイントで表したものです。「高金利通貨買い・低金利

通貨売り」の場合はポイントの受取りとなり、逆に「高金利通貨売り・低金利通貨買い」の場合

はポイントをお支払いいただきます。 

取引規定等の交付 取引規定等やお客様向けの取引報告書関連の交付は全て電子交付となります 

ご注意 
外国為替保証金取引は元本や利益を保証するものではありません。為替変動リスクや金利変

動等のリスクを伴います。また、取引金額はお客様が預託しなければならない保証金の額に
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比べて大きい額となっており、投資額以上の損失が生じる可能性があります。 

 

【FX 取引画面】 

　＜FXお取引状況画面＞

　　＜FX新規注文画面＞

 

【FX 情報画面】 

ジャパンエコノミックパルス社提供の「MarketWin24」で、外国為替を中心とした世界の金融・経済情報を 24 時間リアルタイ

ム配信いたします。 
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【スーパーチャート FX】 

株式投資でお馴染みのスーパーチャートのFX版です。FX用の特殊機能として、FX（米ドル、ユーロ）との感応度が高い株

式個別銘柄をランキング表示。ワンクリックで FX との比較チャートの作成が可能です。 

　　　　FXと株式個別銘柄の比較チャート

FXと感応
度が高い
銘柄

 

 

■登録 

登録番号 ： 関東財務局長（金先）第 168 号 

登録年月日 ： 平成 19 年 1 月 30 日 

加入協会 ： 社団法人 金融先物取引業協会 

 

 

<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 


