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日経 225オプション取引の最低手数料を 105円に引下げ 

～ 最低手数料をこれまでの6分の 1に大幅引下げ/「リアルタイムSPAN®」で効率的な証拠金管理 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、11月4日（月）約定分から、日経225オプション取引の最低手数料を630円から105

円に引下げます。 

これにより、これまで約定代金10万円以下のお取引における手数料はすべて630円だったのが、例えば約定代金

5万円の場合は315円、約定代金1万円の場合は105円となり、最大で6分の1の大幅引き下げとなります。 

当社における2008年上半期の日経225オプション取引の内、約87%が約定代金10万円以下でしたので、今回の最

低手数料引き下げは、多くのお客さまに手数料コストの低下をもたらし、より活発なお取引に繋がるものと期待してお

ります。 

また、当社ではシカゴマーカンタイル取引所（CME®）からSPAN®の正式利用ライセンスを受け、先物・オプション取

引の注文および既存建玉との合成ポジションを自動的に計算する「リアルタイムSPAN®」を採用しています。人気の

高い日経225mini などの指数先物取引と共に日経225オプション取引を組み合わせたお取引においても、リアルタイ

ムで効率的な証拠金管理によりスムーズなお取引が可能です。 

 

●日経225オプション取引の最低手数料引下げ11/4（火）から 

11月3日まで 11月4日から 
日経225オプション取引

手数料 
約定代金の0.63% 

最低手数料630円 

約定代金の0.63% 

最低手数料105円 

※手数料はすべて5%の消費税を含んでいます。 

※執行条件にかかわらず。 

※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。 

※オプション取引は、割引プラン「kabuマシーンの日」の対象です。 

 

【例】現値10円の日経225オプションを 1枚買う場合の例。 

＜旧＞ （現値10円×1000単位）×0.63%＝63円 → 最低手数料630円が適用 

＜新＞ （現値10円×1000単位）×0.63%＝63円 → 最低手数料105円が適用（これまでの6分の1） 

 

●「リアルタイムSPAN®」による証拠金管理 

カブドットコム証券における指数先物取引および日経平均オプション取引は、シカゴマーカンタイル取引所（CME®）

からSPAN®の正式利用ライセンスを受け、先物・オプション取引の注文および既存建玉との合成ポジションを自動的

に計算する「リアルタイムSPAN®」を採用しています。これにより、人気の高い日経225mini などの指数先物取引と共

に日経225オプション取引を組み合わせたお取引においても、リアルタイムで効率的な証拠金管理によりスムーズな

お取引が可能です。また、株券や投資信託を代用有価証券として担保に活用することもできます。 

 

例えば、取引時間中に、買い建てている日経225mini先物を1枚売り返済し、リア

ルタイムに解放された証拠金で、日経225mini 先物を 1枚売り建てるといったこと

や、売り建てている日経225mini 先物を 1枚買い返済し、リアルタイムに解放された

証拠金を、日経225オプションの売り建てに活用する、といったことが可能です。 
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●指数先物取引にオプション取引を組み合わせた例 

【例1】日経225mini 先物の買い建てに日経平均オプションのコールを組み合わせ、必要証拠金額を抑える例。 

 

日経225mini 先物（現値9110円）を 1枚買い建てた場合の必要証拠金額は「115,200円」。 

ここに、 

日経平均オプション（2008/11月限）9000円コールを1枚買い足します。 

 → 現値555円×1000＝55万5千円 

すると、必要証拠金額は「0円」になります。 

 

日経225mini 先物を 1枚買い建てると共に、日経225mini 先物の現値とほぼ同等の権利行使価格の日経平均オプ

ションのコールを1枚買うことにより、必要証拠金額をほぼ0円に抑えられる場合もあります。これは、日経225mini

先物を2枚買い建てるポジションとほぼ同等であり（その場合の必要証拠金額は230,400円）、上記のように組み合

わせることにより必要証拠金額を抑えることができる。ただし、その後のオプション価格の低下等により必要証拠金

額は増加していく場合もある。 

 

【例2】日経225mini先物の売り建てに日経平均オプションのコールを組み合わせ、リスクと必要証拠金額を抑える例。 

 

日経225mini 先物（現値9105円）を 1枚売り建てた場合の必要証拠金額は「115,200円」。 

ここに、 

日経平均オプション（2008/11月限）10750円コールを1枚買い足します。 

 → 現値50円×1000＝5万円 

すると、必要証拠金額は「57,270円」になります。 

 → 117,720円（SPAN ® 証拠金×120%）－60,450円（ネットオプション価値の総額）＝57,270円 

 

日経225mini 先物を 1枚売り建てると共に、価格の低い（価値の低い）アウト・オブ・ザ・マネーの日経平均オプショ

ンのコールを1枚買うことにより、リスクを若干抑え、必要証拠金額も抑えることが可能。現値よりもかなり高い権利

行使価格のコールオプションなので、日経225mini 先物の売り建玉の完全なヘッジとはならず、多少日経225mini

先物の価格が上昇してもこのコールオプションの価格は上昇しない場合があるので注意が必要。また、その後の

オプション価格の低下等により必要証拠金額は増加していく場合もある。 

 

※上記例は、2008年10月21日時点のデータを元にした証拠金シミュレーターによるシミュレーション例です。実際の

お取引においては、最新のデータ等に基づきご確認ください。なお、手数料、諸経費、税金等は考慮しておりません。 

※日経225mini 先物における1枚あたりの当初証拠金額は10万円です。 

 

 

●主要ネット証券の上場デリバティブ商品取扱状況  

 主要ネット証券取扱状況 

上場デリバティブ 取引所 カブドットコム証券 SBI証券 楽天証券 松井証券 
マネック

ス証券 

日経平均先物 ○ ○ ○ ○ ○ 

日経225mini ○ ○ ○ ○ ○ 

日経225オプション 

大阪証券取引所 

○ ○ ○ ○ ○ 

TOPIX先物 ○ × × × × 

ミニ TOPIX先物 ○ × × × × 

東証REIT指数 ○ × × × × 

TOPIX Core30 

東京証券取引所 

○ × × × × 

上場カバードワラント 大阪証券取引所 ○ × × × × 

 

 



●割引プランのご案内 
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 毎月19日（※）、kabuマシーンから発注された注文の委託手数料が2割

引になります。 

割引サービス名 kabuマシーンの日 

割引率 20% 

対象商品 現物株式、信用取引、プチ株、先物・オプション取引 上場カバードワラント 

割引条件 毎月19日（休日の場合は翌営業日）に kabuマシーンから発注した方 

※19 日が休業日の場合は

 

株価指数先物・オプション取引の概要 

、翌営業日が「kabu マシーンの日」となります。 

 

●

 株価指数先物取引 株価指数オプション取引 

日中取引 グ・セッション 日中 セッション   イブニン 取引 イブニング・

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） 

 

TOPIX先物 

（買建・  売建、全限月）

（東京証券取引所） 

 

ミニ TOPIX先物 

（買 ） 建・売建、全限月

（東京証券取引所） 

 

東証REIT 先物 指数

（  買建・売建、全限月）

（東京証券取引所） 

 

TOPIX Core30先物 

（  買建・売建、全限月）

（東京証券取引所） 

日経225先物 

（買建・  

日経225mini 

（買建・  

TOPIX先物 

（買建・  

ミニ TOPIX先物 

（買 ） 

東証REIT 先物 

（  

TOPIX Core30先物 

（  

売建、全限月）

（大阪証券取引所） 

 

売建、全限月）

（大阪証券取引所） 

 

売建、全限月）

（東京証券取引所） 

 

建・売建、全限月

（東京証券取引所） 

 

指数

買建・売建、全限月）

（東京証券取引所） 

 

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  

日経平均株価 

（大  阪証券取引所）

 

オプション 

阪証券取引所）

取引手数料 

（税込） 

日経225先物 1枚あたり 987円 

TOPIX先物 1枚あたり 945円 

約定代金の0.63％（最低105円） 

 

 日経225min 先 105円 i、ミニ TOPIX 物 1枚あたり

東証REIT指数 Core30先物 1枚あたり 105円 

注文受付時間 24時間 

前場：9:00～11:00   前場：9:00～11:00   

後場：12:30～15:10 

大証 16:30～20:00 

東証 16:30～19:00 

取引時間 

後場：12:30～15:10 

16:30～20:00 

取扱注文 買建、売建 

執  指値、成行、寄付、引け、行条件等

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

指値、成行、寄付

指値、Ｕターン注文、リレ

、引

け、不出来引成、引け指

値、逆指値、Ｗ指値、±

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

指値、成行、寄付、引

値、±指値、Ｕターン

け、不出来引成、引け

指値、逆指値、Ｗ指
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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、日経平均先物

や日経 225mini 先物の価

格を条件に設定する注

文、一括返済 

ー注文、トレーリングスト

ップ、日経平均先物や日

経225mini先物の価格を

条件に設定する注文、

一括返済 

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、日経平

均先物や日経225mini先

物の価格を条件に設定

する注文、一括返済 

注文、リレー注文、トレ

ーリングストップ、日

経平均先物や日経

225mini 先物の価格を

条件に設定する注

文、一括返済 

 

出合注文 最大3週間 不可（当日のみ） 最大3週間 不可（当日のみ） 

当初証拠金額 50万円（完全前受制） 

※日経 ミニTOPIX先

必要証拠金額が50万円未満の場合、当初証拠金

額 の委託証225mini、 物、東証REIT指 として 50万円 拠金を差し入れ 

数先物、TO の場合は PIX Core30 先物のみ

10 万円（完全前受制）

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% 

◆公募投資信託 前々営業日の基準価額の70% 

建玉数制限 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。 

（  お客様のお申し出による個別審査により、

売建玉、買建玉それぞれで最高100枚、 

両  建ての場合は最高200枚とすることも可能）

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 EZweb、AIR-EDGE PHONE、モバイル ターネット、iモード、Lモード、 Yahoo!ケータイ、

 

 

 

●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。 

指数先物取引・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

：関東財務局長（金商）第61号】 

銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号】 

 

以上 

<本件に関するお客さま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> 

お客さまサポートセンター TEL：0120-390-390     担当：常務執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5

●

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、目論見書、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。 

●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ

（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。手数料には消費税が含まれています。 

●掲載情報は2008年10月22日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）にて

ご確認ください 

 

【金融商品取引業者登録

【

【加入協会：日本証券業協会・金融先物取引業協会】 
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