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「大証イブニング・セッション手数料半額キャンペーン」の実施 

～ 9月18日初日から対応、日経225mini・日経225先物・日経225オプションの手数料半額 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2007年9月18日（火）から大阪証券取引所にて導入されるイブニング・セッション（夕

場）に初日から対応いたします。 

これを記念して、2007年9月18日（火）から11月30日（金）までの間、イブニング・セッションでの取引手数料を、通

常手数料の半額とする「大証イブニング・セッション手数料半額キャンペーン」を実施します。このイブニング・セッション

は、営業日の16:30から 19:00 まで行われる、日経225先物、日経225mini、日経225オプション取引です。 

 

■大証イブニング・セッション手数料半額キャンペーン 

期間 2007年9月18日（火）から 11月30日（金）まで 

内容 期間中に大証イブニング・セッションに発注されたご注文の手数料を通常手数料の半額にします。 

・日経225mini 1枚あたり 105円（通常手数料 1枚あたり 210円） 

・日経225先物 1枚あたり 493円（通常手数料 1枚あたり 987円） 

・日経225オプション 約定代金の0.315％・最低315円（通常手数料 約定代金の0.63％・最低630円） 

※ 期間中の発注であれば、約定が期間終了後でも割引手数料が適用されます。 

※ イブニング・セッション以外の通常のお取引は通常手数料のままです。 

 

■大証イブニング・セッションの概要  

対象取引 日経225先物、日経225mini、日経225オプション 

取引時間 営業日の16:30から 19:00 まで 

取引の位置付け イブニング・セッションから翌営業日の日中取引終了時までを「取引日」とし、「取引日」単位で清

算・決済処理。 

例）2007年 9月18日（火）のイブニング・セッションでの約定と、2007年 9月19日（水）の日中取

引が同一取引日。 

※ 注文の入力は24時間可能です。取引所におけるイブニング・セッションの注文受付は16:15からです。 

※ イブニング・セッションは、大納会、大発会には行われません。 

※ イブニング・セッションの注文期限は当日のみです。 

※ その他、取引ルール等は先物・オプション取引の日中取引と基本的には同じですが、一部異なる可能性がありま

すのでご注意ください。 

 

■大証イブニング・セッションのタイムテーブル 

           0:00                   16:30              19:00 

営業日 当日注文 

（取引日は翌営業日の日付） 

イブニング・セッション 

リアルタイム発注 

翌営業日予約注文 

（取引日は翌々営業日の日付） 

休日 

（土・日・祝日） 

翌営業日の予約注文 

（取引日は翌々営業日の日付※1） 

※  イブニング・セッション開始時から翌営業日の日中取引終了時までを「同一取引日」とするため、イブニング・セッ

ションの取引日は、約定した日の翌営業日の日付になります。  
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■カブドットコム証券では先物・オプション取引のための快適な環境をご用意しています。 

 

◇株券も証拠金に利用できます。 

資金効率のよいお取引を実現できます。 

 

◇自動売買も可能です。 

自動売買は先物・オプション取引でもご利用いただけます。 

値動きが激しいから、自動売買を活用したリスク管理がとても重要です。 

 

◇【無料】投資情報ツールが充実しています。 

先物・オプション取引口座を開設されているお客様なら、先物・オプションボードフラッシュ、 オプションシミュレーター 、

証拠金シミュレーター 、先物オプション速報ニュースを【無料】でご利用いただけます。 

 

◇先物・オプション取引口座開設の審査はWEBで 24時間365日受け付けています。 

先物・オプション取引口座開設のための審査はWEB画面にて質問事項にお答えいただく方式です。24時間365日受

け付けていますので、お客様のご都合の良いお時間に可能です。なお、先物・オプション取引口座を開設されている

お客様でしたら、イブニング・セッションの取引に際して特別な手続きは必要ありません。 

 

◇kabu マシーンに先物・オプション取引専用「デリバティブズコメント」「オプションストラテジー」を追加。 

トレーディングツール「kabu マシーン（カブマシーン®）」に、株価指数先物取引・オプション取引専用のニュース&ツー

ル「デリバティブパッケージ」の第一弾として、株価指数先物取引・オプション取引を対象に、マーケット速報、QUICK

独自のコメント、手口分析、テクニカル分析などを配信するニュースサービス「QUICK デリバティブズコメント」を追加し

ました。第二弾として、簡易な操作で合成ポジション（ストラテジー）の生成を支援するツール「オプションストラテジー」

を追加する予定です。（2007年9月初旬頃開始予定） 

 

◇夜間取引市場「kabu.comPTS」や外国為替保証金取引（FX）と連携した取引が可能です。 

これまで、先物・オプション取引は、日中取引に限られていましたが、イブニング・セッション（夕場）に対応することによ

り、より多くの投資機会をご提供いたします。当社でなら、夜間取引市場「kabu.comPTS」（18:30～23:59）や、24 時間取

引できる外国為替保証金取引（FX））との連携により、さらに幅広い取引が可能となります。 

 

 

■画面イメージ 

 

※開発中画面につき実際と異なる場合があります。  
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 株価指数先物取引 株価指数オプション取引 
 イブニング・セッション 日中取引 イブニング・セッション 日中取引 

取扱商品 日経 225先物 
（買建・売建、全限月） 
（大阪証券取引所） 

 
日経 225mini 

（買建・売建、全限月） 
（大阪証券取引所） 

 
 

日経 225先物 
（買建・売建、全限月）

（大阪証券取引所） 
 

日経 225mini 
（買建・売建、全限月）

（大阪証券取引所） 
 

TOPIX先物 
（買建・売建、全限月）

（東京証券取引所） 

 
日経平均株価 
オプション 

（大阪証券取引所） 

 
日経平均株価 
オプション 

（大阪証券取引所）

取引手数料 
 

日経 225先物 1枚あたり 987円 
日経 225mini 1枚あたり 210円 

※キャンペーン期間を除く通常時の手数料 

約定代金の 0.63％（最低 630円） 
 

※キャンペーン期間を除く通常時の手数料 
注文受付時間 24時間 
取引時間 16:30～19:00 前場：9:00～11:00  

後場：12:30～15:10 
16:30～19:00 前場：9:00～11:00  

後場：12:30～15:10
取扱注文 買建、売建 
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、トレーリングストッ

プ、日経 225miniや日経
平均先物）の価格を条件

に設定する注文、一括返

済 

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、トレーリ

ングストップ、原資産

価格を条件に設定する

注文、日経 225mini（日
経平均先物や TOPIX
先物）の価格を条件に

設定する注文、一括返

済 

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、トレーリングストッ

プ、日経 225mini や日
経平均先物）の価格を条

件に設定する注文、一括

返済 

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、トレ

ーリングストップ、原

資産価格を条件に設

定する注文、日経

225mini（日経平均先
物やTOPIX先物）の
価格を条件に設定す

る注文、一括返済 
出合注文 不可（当日のみ） 最大 3週間 不可（当日のみ） 最大 3週間 
当初証拠金額 50万円（完全前受制） 

※日経 225mini のみの場合は  
10 万円（完全前受制）  

必要証拠金額が 50万円未満の場合、当初証拠金
額として 50万円の委託証拠金を差し入れ 

必要証拠金額 SPAN ® 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% 

 
◆上場株式（マザーズ・ヘラクレス・セントレックス・ジャスダック含む） 
前々営業日の最終値の 70% 
 
◆ETF・REIT 前々営業日の最終値の 70% 

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。 

売建玉の上限は最高 100単位まで。 
買建玉の上限なし。 

口座開設料 無料 
チャネル インターネット、iモード、Lモード、 Yahoo!ケータイ、EZweb、AIR-EDGE PHONE、モバイル 
※手数料はすべて税込です。 



カブドットコム証券 http://kabu.com                       東証 1部【8703】 
 
 - 4 - 

 

以上 

 

<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 

●証券投資は価格変動、為替変動、金利変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。 

●株価指数先物取引、株価指数オプション取引は、証拠金以上のお取引が可能であるため、証拠金を超える大き

な損失を被ることがあります。また、取引期限があり、取引期限を越えてのお取引はできません。 

●お取引の際は、約款・規程集及び契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引

ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってください。 

 

【証券業登録：関東財務局長（証）第161号】 

【銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号】 

【金融先物取引業登録：関東財務局長（金先）第168号】 

【加入協会：日本証券業協会・金融先物取引業協会】 


