
 

 

平成 21 年 11 月 6 日 

 

 

各 位 

 

 

株式会社大和証券グループ本社 

 

 

 

本日、当社子会社の大和証券株式会社よりプレスリリース「『取引所外国為替証拠金取引（サ

ービス名称：ダイワ３６５ＦＸ）』の取扱開始、および『ＡＣＴＩＶＥＬＩＮＥ（アクティブライ

ン）』について｣を発表いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 

 

 

以 上 
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平成 21 年 11 月 6 日 
各位 

大和証券株式会社 
 

「取引所外国為替証拠金取引（サービス名称：ダイワ３６５ＦＸ）」の取扱開始、 
および「ＡＣＴＩＶＥＬＩＮＥ（アクティブライン）」について 

 
大和証券株式会社は、平成 21 年 11 月 13 日（金）より、ダイワのオンライントレードにおいて、大手証券

会社として初めて、東京金融取引所の取引所為替証拠金取引（愛称：くりっく３６５）を「取引所外国為替証

拠金取引（サービス名称：ダイワ３６５ＦＸ）」として取扱いを開始します。 
「ダイワ３６５ＦＸ」の取扱開始により、お客様の取引ニーズに応じて、取引所ＦＸ（ダイワ３６５ＦＸ）

と、店頭ＦＸ（ダイワＦＸ）を選択いただくことが可能となりました。サービスを選択する自由度の向上によ

り、より多くのお客さまにご満足頂けるものと期待しております。 
また、インターネット取引の特性を活かしたアクティブな投資スタイルに適した商品を「ＡＣＴＩＶＥＬＩ

ＮＥ（アクティブライン）」と位置づけ、アクティブな投資スタイル層の投資家にもご満足いただけるサービ

スの提供を図ります。「ＡＣＴＩＶＥＬＩＮＥ」のスタートおよび「ダイワ３６５ＦＸ」のサービス開始を記

念して、キャンペーンを実施します。 
 
「ダイワ３６５ＦＸ」のサービス内容等は下記のとおりです。 

 
記 

 
Ⅰ．「ダイワ３６５ＦＸ」について 

１．「ダイワ３６５ＦＸ」とは 

「ダイワ３６５ＦＸ」は、東京金融取引所に上場している取引所為替証拠金取引（くりっく３６５）を

大和証券が取扱業者としてお客さまに提供する「取引所外国為替証拠金取引」です。 

  “ＦＸ”は Foreign Exchange の略で、外国為替証拠金取引を示す略称として一般に用いられています。 

 
２．サービス開始日 

口座開設受付の開始 11 月 13 日（金） 6：00 
取引の開始 証拠金振替および注文の受付（予約注文含む）は、口座開設日※1 の翌日からとな

ります。 
   11 月 13 日（金）6：00～19：50 に口座開設が完了したお客さまの取引の開始 

11 月 14 日（土）7：00 証拠金振替、予約注文受付開始 

   ※1 原則、個人のお客さまは、平日の日中、即時に口座開設が完了します。 

 
３．「ダイワ３６５ＦＸ」の主な特長 

・優位な税制！ 
個人のお客さまの場合、一律 20％の申告分離課税。他の取引所上場先物取引等との損益通算が可能で

す。また、翌年以降 3 年間にわたって損失繰越控除が可能です。 
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・通貨ペアが豊富！ 
23 通貨ペア（対円通貨ペア 12 種類、クロスカレンシー通貨ペア 11 種類）をお取引いただけます。 

・レバレッジは 大約 50 倍！投資スタイルにあわせてレバレッジコースを選択可能！！ 
大レバレッジは約 50 倍から約 1 倍まで 8 段階を設定できます。お客さまの投資スタイルにあわせて

ご選択いただけます。 

※通貨ペアごとに証拠金が設定されているため、通貨ペアによって 大レバレッジが異なります。 

・注文方法が多彩！ 
ストリーミング（※1）、指値、成行、逆指値、ＩＦＤ（※2）、ＯＣＯ（※3）、ＩＦＤ+ＯＣＯ（※4）、
予約トレール（※5）、トレール逆指値（※6）による注文が可能です。 
※1 新の提示価格で取引を成立させる注文方法です。原則、即時に売買が成立します。 

※2 新規注文と同時に、その注文が約定した場合に有効となる決済注文を指定できる注文方法です。新規注文の取引が成立

した時に、指定した決済注文が自動的に発注されます。 

※3 指値注文と逆指値注文の 2 つを同時に発注し、一方が約定したときにもう一方の注文が自動的に取消される注文方法で

す。 

※4  IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文手法です。新規の指値注文または逆指値注文を出すとともに、その新規注文が

約定した場合に有効となる OCO 注文を同時に出す方式です。 

※5 お客さまが指定した価格になったらトレール注文が有効となる注文手法です。トレール注文とは、値幅指定機能のある逆指

値注文のことで、相場のトレンドに応じて、レートが変動すると指定した値幅（トレール幅）を保ちながら、逆指値の価格が自

動的に変更されます。 

※6 市場価格がトレール開始価格に達するまでは逆指値注文を発注し、トレール開始価格に達すると逆指値注文が取消され、

トレール注文が発注される注文手法です。 

・証拠金は全額を東京金融取引所に預託！ 
「ダイワ３６５ＦＸ」は、お客さまの証拠金を全額、東京金融取引所に預託します。 

 
４．「ダイワ３６５ＦＸ」の主なサービス概要 

サービス概要                                        （平成 21 年 11 月現在） 

対象のお客さま 
大和証券にお取引口座を開設いただいているお客さま 
＊個人、法人は問いません。 
＊ご利用にあたっては、所定の審査によるダイワ３６５ＦＸ口座の開設が必要です。 

取扱通貨ペア 
対円通貨ペア 12 種類 
クロスカレンシー通貨ペア 11 種類 

取引形態 取引所取引 

取引時間 
＜サービス時間＞原則、24 時間 
＜取引日＞ 

東京金融取引所の取引日（原則として、土、日、元日を除く毎日） 

注文窓口 
パソコン、携帯電話 
＊大和証券の本・支店やコールセンター（自動音声応答含む）では注文の受付をいたしま
せん。 

取引手数料 
1 枚あたり 168 円（税込み） 
反対売買ではなく建玉整理の場合、取引手数料は無料です。 

注文方法 
「ストリーミング」、「指値」、「成行」、「逆指値」、「IFD」、「OCO」、「IFD+OCO」、
「予約トレール」、「トレール逆指値」 

注文有効期限 「当日」、「週末」、「日付指定」、「無期限」 

決済方法 反対売買、建玉整理による決済 

証拠金 
日本円の現金のみ 
＊外貨および代用有価証券での充当はできません。 

注文必要証拠金 
お取引を行うにあたっては、注文を発注するのに必要な証拠金の額（注文必
要証拠金）以上の証拠金を、あらかじめダイワ３６５ＦＸ口座に差し入れていた
だきます。 

建玉必要証拠金 
建玉を維持するために必要な証拠金の額（建玉必要証拠金）以上の証拠金を
ダイワ３６５ＦＸ口座に差し入れていただきます。 
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大レバレッジ 

約 50 倍、約 40 倍、約 30 倍、約 20 倍、約 10 倍、約 5 倍、約 2 倍、約 1 倍から
の選択 
＊「ダイワ３６５ＦＸ」の証拠金は、通貨ペアごとに設定されるくりっく３６５の為替証拠金基準
額を元に、当社が設定しています。このため、レバレッジは通貨ペアごとに異なります。 
＊証拠金は 1 枚あたり定額で設定しているため、為替の変動により、レバレッジは変動しま
す。 

ロスカット・ルール 

有効比率（（有効証拠金額÷建玉必要証拠金）×100）がお客さまが選択され
たロスカット基準を割り込んだ場合、未約定の新規注文の失効および全建玉
のロスカットを行います。 
ロスカット基準は、80％・70％・60％・50％からご選択いただけます。 

証拠金不足 

1 日の取引終了時（米国標準時間の適用期間：午前 6:55、米国夏時間の適用
期間：午前 5:55）に東京金融取引所が証拠金不足の判定を行い、証拠金不足
が確定した場合、不足額以上の額を為替取引証拠金として、差入れなければ
なりません。 
※「ダイワ３６５ＦＸ」では、証拠金不足が発生する前にロスカットが発動されるようにレバレッ
ジコース・ロスカット基準を設定しているため、通常であれば証拠金不足が発生するケース
はほとんどありません。 

報告書 
「取引報告書兼残高報告書」、「取引残高報告書」、「年間損益報告書」を電子
交付します。 

※詳細につきましては、当社ＷＥＢサイトをご確認ください。 
 
Ⅱ．「ＡＣＴＩＶＥＬＩＮＥ（アクティブライン）」アクティブ投資家向けに位置づけたサービスライン 

当社は、従来サービスを提供している「ダイワＦＸ（店頭ＦＸ）」をはじ

めとして、10 月 30 日（金）サービス開始した「ダイワＣＦＤ（店頭ＣＦ

Ｄ）」、11 月 13 日（金）よりサービス開始の「ダイワ３６５ＦＸ（取引所

ＦＸ）」を取り揃え、アクティブな投資スタイルの投資家のみなさまにご満

足いただける商品ラインナップを拡充してまいりました。 
「ダイワＦＸ（店頭ＦＸ）」、「ダイワ３６５ＦＸ（取引所ＦＸ）」、「ダイ

ワＣＦＤ（店頭ＣＦＤ）」の３商品は、インターネット取引で実現するスピ

ード感、高い取引利便性および低い取引コストが、アクティブな投資スタ

イルに適していることから、大和証券の新しいサービスライン「ＡＣＴＩ

ＶＥＬＩＮＥ（アクティブライン）」として位置づけ、今後も拡充を行って

まいります。ご期待ください。 
 
 
～「ＡＣＴＩＶＥＬＩＮＥ」、「ダイワ３６５ＦＸ」スタート記念キャンペーンについて～ 

 
「ACTIVELINE（アクティブライン）」のサービスラインナップのひとつである「ダイワ３６５ＦＸ」のサ

ービス開始を記念して、口座開設・初回取引を行っていただいたお客さまを対象として 2 つのキャンペーンを

開催します。 
１．抽選で 10 名に 1 名、1 万円が当たる！キャンペーン 

 キャンペーン期間 平成２１年１１月１３日（金）～平成２１年１２月３１日（木）  
 キャンペーン内容 新たに 10 万円以上ご入金いただいた上で、「ダイワ３６５ＦＸ」の取引を１回

以上行っていただいた個人のお客さまに対し、抽選で 10 名に１名、現金１万

円をプレゼントします。 
 

 

イメージ 
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２．新規口座開設で、もれなく 5千円プレゼント！キャンペーン 

 キャンペーン期間 平成２１年１１月１３日（金）～平成２１年１２月３１日（木）  
 キャンペーン内容 「抽選で 10 名に 1 名、１万円が当たる！キャンペーン」の条件を満たした個

人のお客さまのうち、新規に当社の証券総合口座を開設いただきましたお客さ

まには、もれなく現金５千円をプレゼントします。 
※詳細につきましては、当社キャンペーンサイトをご確認ください。 

 
 
＜ダイワＦＸ、ダイワ３６５ＦＸ、ダイワＣＦＤに関するお問合せ＞ 
ＦＸ・ＣＦＤ専用ダイヤル：０１２０－２０７３３７（受付時間 平日 9：00～18：00） 
 
 
当社は、今後も、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指して、ご満足いた

だけるようサービスの向上に努めてまいります。 
 

以 上 
 
 

お問い合わせ先：大和証券グループ本社 広報部 栗原・見澤・渕ノ上・岸野（TEL：03-5555-1165） 
 
 

取引所外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

 
 
 
 

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 
取引手数料は１枚（取引単位）あたり 168 円（税込）です。また、当社が提示する売気配と買気
配には、差額であるスプレッドがあります。 
「ダイワ３６５ＦＸ」を行うには、証拠金をお預けいただく必要があります。必要となる証拠金
の額は、当社が定める計算式によって算出されます。また、必要な証拠金は、通貨ペア（通貨の
組合せ）やその通貨の価格によって変化しますので、本取引の額の証拠金の額に対する比率は、
常に一定ではありません。 
「ダイワ３６５ＦＸ」は、取引対象である通貨の価格変動により取引価格が変動します。また、
取引対象である通貨の金利変動により金利差相当額（スワップポイント）が受け取りから支払い
に転じることもあります。したがって、元本や利益を保証するものではなく、損失が発生するこ
とがあります。また、お客さまにお預けいただいた証拠金の額を上回る取引を行うことができる
ため、証拠金を上回る額の損失を生じるおそれがあります。 
 
その他ご留意事項  
お取引に際しては、必ず「ダイワ３６５ＦＸ」の契約締結前交付書面、口座設定約諾書等、お客
さま向け資料の内容をよくお読みください。 
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店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店頭ＣＦＤのリスク等重要事項について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号 
加入協会：日本証券業協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 金融先物取引業協会 

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 
取引手数料は無料ですが、Ask（買値）と Bid（売値）の差額であるスプレッドをお支払いいただ
きます。 
外国為替証拠金取引は、外国為替相場や金利が自分の想定と逆の方向に変化した場合には、短期
間のうちに差入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。また、決済において証拠金
以上の損失が発生している場合には、損失相当額を清算するために差入れた証拠金以上の資金を
追加負担することとなる可能性もあります。 
外国為替証拠金取引は、少額の資金で大きな金額の取引ができることから、レバレッジ効果によ
り多額の利益を得ることができる反面、多額の損失を生じるおそれがあります。 
 
その他ご留意事項 
取引単位は 1,000 通貨以上、1,000 通貨単位（為替レートの水準により、取扱単位が 10,000 単位
となる通貨ペアもあります。1 取引あたりの発注上限は、300 万通貨単位。）となります。 
お客さまのリスク許容度に合わせて、レバレッジを「1 倍」「2 倍」「5 倍」「10 倍」「20 倍」「50
倍」からご選択いただけます。その際、必要となる証拠金はそれぞれ「提示レート×注文数量×
（100％・50％・20％・10％・5％・2％）」となります。また、売注文の提示レートは Ask（買値）、
買注文の提示レートは Bid（売値）を用います。 
お取引に際しては、必ず外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面、外国為替証拠金取引取扱規
定、お客さま向け資料の内容をよくお読みください。 

お取引に当たっての手数料およびリスクについて 
取引手数料は無料です。 
当社が提示する Bid（売値）と Ask（買値）には、差額であるスプレッドがあります。 
「ダイワＣＦＤ」を行うには、証拠金の預託が必要となります。必要となる証拠金の額は、当社
が定める計算式によって算出されます。また、必要な証拠金は、銘柄や取引価格によって変化し
ますので、本取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。 
「ダイワＣＦＤ」は、参照原資産の価格を参考に行う取引であり、参照原資産の価格変動等によ
り取引価格が変動します。したがって、これにより損失が発生することがありますが、少額の証
拠金で証拠金の額を上回る取引を行うことができるため、証拠金を上回る多額の損失を生じるお
それがあります。 
 
その他ご留意事項 
お取引に際しては、必ずダイワＣＦＤの契約締結前交付書面、ダイワＣＦＤ取引約款等、お客さ
ま向け資料の内容をよくお読みください。 


