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カブドットコム証券株式会社 

（コード番号：8703 東証1部） 

代表執行役社長 齋藤 正勝 

 

「CME日経225先物（夜間先物取引）」の取扱を主要ネット証券最低手数料で開始。 

～ 日中も夜間も一つの口座で一元管理、夜間の入金も即座に反映、自動売買も充実。手数料1枚987円 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2009年10月初旬（予定）から、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の「CME日経225先

物（夜間先物取引）」の取扱を開始します。取扱開始日等の詳細は、後日公表します。取扱開始に先駆けて海外証券先物取

引口座の開設受付を9月17日（木）（予定）より開始いたします。海外証券先物取引口座を開設いただいたお客さまには、9

月 21 日（月）（予定）より CME日経 225 先物用の先物ボード、個別銘柄詳細画面、そしてチャート（1 分足、5分足、日足）を

無料でご覧いただけます。 

 

● 「CME日経225先物（夜間先物取引）」の概要 

・ 株式や先物取引と同じ一つの口座で一元管理が可能 

・ 証拠金管理も大証からCMEといった面倒な振替は不要 

・ 夜間の入出金も即座に証拠金に反映 

・ 追証の差し入れ期限は翌営業日19:00 まで 

・ 便利な自動売買も可能 

・ 最大3週間先までの出合注文も可能 

 

銘柄 CME日経225先物（円建て） 

手数料 1枚あたり 987円  

注文受付時間 24時間  

取引時間 20：00～翌6：15（米国夏時間時は5：15） 

取扱注文 買建、売建 

執行条件 
指値、逆指値、W指値、±指値、リレー注文、Ｕターン注文 

※注文の訂正、取消可能。 

出合注文 最大3週間 

ロスカット制度※

なし 

※設定されたロスカットラインを超過した場合、自動的に発注済み注文の全

取消や、全建玉の反対売買（強制決済）が行われる制度のことです。 

取引単位 日経平均株価×500（大証ラージの半分） 

必要証拠金額 SPAN ® 証拠金×110%（2009年9月16日現在462,000円/枚） 

建玉制限 100枚（国内建玉とは別途で） 

 

● 9月17日（木）（予定）より海外証券先物取引口座開設受付開始・9月21日(月)（予定）より無料投資情報をご提供 

「CME日経225先物（夜間先物取引）」の取扱開始に先駆け、海外証券先

物取引口座の開設の受付を 9 月 17 日（木）（予定）より開始いたします。海

外証券先物取引口座を開設いただきますと 9月21日（月）（予定）より CME

日経225先物用の先物ボード、個別銘柄詳細画面、そしてチャート（1分足、

5分足、日足）が無料でご覧いただけます。その他、CME日経225先物があ

らかじめ指定した値段に到達した際に即座に電話やメールにてお知らせす

るカブコール（自動通知）や携帯電話などのマルチチャネルでのお取引にも

後日対応予定です。海外証券先物取引口座の開設はもちろん無料です。 



 

● 約諾書電子化対応で先物・オプション取引はWEB上から最短で即日、口座開設からお取引開始まで可能 

先物・オプション取引口座設定約諾書の電子化対応に

より、当社に証券取引口座をお持ちであれば、WEB審査に

よって最短即日で先物・オプション取引口座開設、取引開

始が可能です。WEB審査は原則24時間365日受け付け

ております。 

● カブドットコム証券の取扱先物取引概要 

 日中先物取引 イブニング・セッション 夜間先物取引 

取扱商品 

日経225先物、日経225mini、 

TOPIX先物、ミニTOPIX先物、 

東証REIT指数先物、 

TOPIX Core30先物 

CME日経225先物 

（夜間先物取引） 

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 

日経225mini、ミニ TOPIX先物 1枚あたり 105円 

東証REIT指数 Core30先物 1枚あたり 105円 

CME日経225先物 

1枚あたり 987円 

取引時間 
前場：9:00～11:00  

後場：12:30～15:10 

大証：16:30～20:00 

東証：16:30～19:00 

20:00～6:15 

（米国夏時間時は5：15） 

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、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 

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 

指値、逆指値、W指値、±指値、リ

レー注文、Ｕターン注文 

※注文の訂正、取消可能。 

出合注文 最大3週間 不可（当日のみ） 最大3週間 

ロスカット制度

※ 

なし ※設定されたロスカットラインを超過した場合、自動的に発注済み注文の全取消や、全建玉の反

対売買（強制決済）が行われる制度のことです。 

取引単位 

日経225先物 日経平均株価×1000 

日経225mini 日経平均株価×100 

TOPIX先物 TOPIX×10000 

ミニ TOPIX先物 TOPIX×1000 

東証REIT指数先物 東証REIT指数×100 

TOPIX Core30先物 TOPIX Core30×100 

CME日経225先物 

日経平均株価×500 

必要証拠金額 SPAN ® 証拠金×110%－ネットオプション価値の総額 SPAN ® 証拠金×110% 

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% 

◆現金 100% 

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 

インターネット（WEB） 

※他チャネルも準備中 

● カブドットコム証券の指数先物・オプション取引の主な特徴 

・主要ネット証券で唯一、大証、東証、CMEの先物取引に対応。 

・東証及び大証の「イブニング・セッション」に対応。 

・逆指値やＵターン注文などのリスク管理に役立つ「自動売買」が活用できます。 
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・「株券」も「投資信託」も証拠金に活用できます（夜間先物取引は除く）。 

・「先物・オプションボードフラッシュ」、「先物オプション速報ニュース」等の無料投資情報ツールが充実しています。 

・「kabuマシーン」にて、先物・オプション専用のニュース＆ツール「デリバティブパッケージ」を提供（有料）。 

・シカゴ・マーカンタイル取引所よりSPAN®の正式利用ライセンスを取得し、リアルタイムSPAN®に対応しています。 

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

 

● 主要ネット証券唯一のフルラインアップ 

この「CME 日経 225 先物（夜間先物取引）」の取扱開始により、主要ネット証券で唯一、大阪証券取引所（日経 225 先物、

日経225mini）、東京証券取引所（TOPIX先物、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物）、シカゴ・マーカ

ンタイル取引所（CME 日経 225 先物）の指数先物取引をフルラインアップすることとなり、前場 9:00～11:00、後場 12:30～

15:10、イブニングセッション 16:30～20:00、CME日経225先物（夜間先物取引）20:00～6:15（米国夏時間時は5：15）、と一日

の内最大で18時間25分もお取引いただけます。※東証イブニングは19:00 まで 

 9:00～11:00  12:30～15:10 16:30～20:00 20:00～6:15 

大証 イブニング 

東証 
前場  後場 

イブニング  
 

ＣＭＥ  
CME日経225先物 

（夜間先物取引） 

 

 

以上 

 

 

●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。 

●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。 

●信用取引、先物オプション取引は、保証金や証拠金以上のお取引が可能であるため、保証金や保証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。お取引に際しては、信用取引、

先物オプション取引の契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性や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。 

●掲載情報は 2009 年 9 月 16 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：執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 
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