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外国為替保証金取引（FX）の「英ポンド/円」に新コース追加 

～ 2009 年１月 12 日（月：祝）から保証金 2．5 万円コース追加／ＦＸキャンペーン実施 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2009 年 1 月 12 日（月：祝）予定から、外国為替保証金取引（FX）の「英ポンド/円」で

新たに保証金 2.5 万円コースを追加いたします。これにより、同通貨で約 50 倍のレバレッジ倍率を提供することになり

ます。外部環境の変化も伴い、外国為替保証金取引（FX）口座も急速に増加しており、当該コース追加により、更なる

取引拡大を期待しております。 

また 2009 年 1 月 12 日（月：祝）から 2009 年 3 月 31 日（火）まで「2009 年も 24 時間ＦＸキャンペーン」を実施いたし

ます。 

 

● 2009 年１月 12 日（月：祝）追加予定 

英ポンド/円 保証金 2.5 万円コース 

 

● 各コースと通貨ペア毎の必要保証金とレバレッジ 

 

 

 

● 「2009 年も 24 時間 FX キャンペーン」概要 

期間 2009 年 1 月 12 日（月：祝） ～ 2009 年 3 月 31 日（火） 

外国為替保証金取引

（FX）口座開設で 

期間中に外国為替保証金取引（FX）口座をご開設いただいた先着3,000名のお客さ

まへ 

ダイヤモンドザイ 2009 年 2 月号小冊子「コールセンターに寄せられるＦＸの疑問 ト

ップ 10」を差し上げます。（※1） 
内容 

外国為替保証金取引

（FX）のお取引で 

期間中、外国為替保証金取引（FX）のお取引を 2 回以上されたお客さまから抽選で

50 名様に、三菱ＵＦＪニコスギフトカード 5,000 円分を差し上げます。（※2） 

※1 2009年1月1日（木：祝）～2009年1月11日（日）の開設者にも差し上げます。開設日の翌月初旬にご登録住所へお送りします。 

※2 期間中のお取引とは、期間中に約定したお取引が対象です。新規約定/決済約定それぞれを 1 回とカウントしますので、新規→

決済を行えばお取引 2 回となり抽選の対象になります。期間以前に外国為替保証金取引（FX）口座を開設されたお客さまも対象

です。2009 年 4 月中旬に当選者様のご登録住所へお送りします。 
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【景品イメージ】 

 

『コールセンターに寄せられるＦＸの疑問 トップ 10』

（小冊子） 

 

 

 

 

 

 

三菱ＵＦＪニコスギフトカード 

 

 

● カブドットコム証券の FX の特長 

＜選べる 10 通貨 12 ペアと最大 6 種類の保証金コース＞ 

通貨は 10 種類 12 ペアと最大 6 種類の保証金コースから、お客さまの投資スタイルにあったお取引を注文毎に 

ご選択いただけます。 

 

＜即時 FX 口座開設からお取引開始まで可能＞ 

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。 

 

＜手数料は 1 万通貨当り 200 円と業界最低水準、取引毎に選べる保証金コース＞ 

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 2 銭均一（1 万通貨当り 200 円）と業界最低水準 

・お取引毎に目的に応じて選べる保証金コースをご用意しています。 

 

＜株券・投資信託も担保に出来る＞ 

担保には、現金のみならず、株式や投資信託も、必要保証金の 70％までご利用いただけますので、資金効率に優

れた外国為替保証金（FX）取引が可能です。お預かり資産（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となっています。 

※担保に出来る投資信託は、当社取扱の一般型投資信託のみです。 

 

＜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コース変更機能、逆指値をはじめとする自動売買等のリスク管理追求型サービス、および

多機能なスーパーチャート FX、マーケット情報やニュース等の投資情報が充実しています。 

 

＜「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＞ 

8:20～23:59（平日）取引可能な「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です。 
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● 外国為替保証金取引（FX）の概要 

取引方法／取

引形態 
インターネット、モバイル（電話でのお取引はできません）／当社との相対取引 

取扱通貨 

12 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、 

英ポンド／米ドル、ユーロ／米ドル 

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 2 銭均一（1 万通貨当り 200 円） 

各コースと 1 万

通貨あたりの 

必要保証金 

上記【各コースと通貨ペア毎の必要保証金とレバレッジ】参照 

株券/投資信託

の担保活用 

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

・必要 FX 保証金の 30%以上の現金が必要です。(株券担保は最大 70%まで)  

・株券の担保掛目は前営業日の最終価格（気配）の 70%、投資信託の担保掛目は前営業日の基準価額の 70％

です。  

※投資信託については、一般型のみ代用有価証券として差し入れ可能です。累投型、MMF、中期国債ファンド

は代用有価証券にできません。 

自動ロスカット

ルール 

各通貨各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、当社の営業日の朝に以下の条件を満たしているかの判定を行います。 

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、①②は追加保証金発生、③はお預かり金からの強制振替実行となります。 

詳細については当社ＨＰの外国為替保証金取引ルールをご覧ください。 

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：お客さま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 
取引規定等やお客さま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では、お客さまが行う取引の金額が、その取引についてお客さまが預託しなければならな

い保証金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客さまに損

失が生じる恐れがあります。また、その損失の額は、お客さまが預託されている保証金の額を上回る可能性が

あります。お取引に際しては、外国為替保証金取引の契約締結前交付書面をよくお読みください。 
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●外国為替保証金取引（FX）は、取引金額がお客さまが預託しなければならない保証金の額に比べて大き額となってお

り、投資額以上の損失が生じる可能性があります。また、外国為替保証金取引は元本や利益を保証するものではなく、

為替変動リスクや金利変動等のリスクを伴います。本取引において当社が提示する売値と買値の間には差額があります。

お取引に際しては、外国為替保証金取引の契約締結前交付書面をよくお読みください。 

●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を含むす

べてのご注文は、必ず約定するものではありません。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。 

●私設取引システム（PTS）業務の認可を取得したカブドットコム証券が開設した「kabu.comPTS」は、証券取引所とは異なる

ため、一般的に流動性が低く値動きが大きくなる可能性がありますので、お取引の際は注文状況をご確認の上でご注文く

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。 

●掲載情報は 2009 年 1 月 5 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：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】 

【加入協会：日本証券業協会・金融先物取引業協会】 

 

 

 

<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：03-3551-5111 

 

 


