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外国為替保証金取引（FX）手数料の無料化について 

～ 安心・高品質の取引基盤で、スプレッドとあわせて主要ネット証券最低水準となるコストを実現 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、平成22年 2月1日（月）約定分（予定）から、外国為替保証金取引（FX）の手数料を無

料化いたします。当社のFX取引は保証金として代用有価証券を可能とするなど従来からお客さまのFX取引をサポート

する機能・サービスの向上に努めてまいりましたが、現行の 1万通貨あたり 200 円の取引手数料を無料化し、スプレッド

とあわせた取引コストを主要ネット証券最低水準に引下げることにより、一層お客さまへのサービス強化を図ります。 

 

● 取引手数料改訂の内容 

（改訂内容）  1取引通貨あたり一律片道2銭（1万通貨あたり 200円） → 一律0円【無料】 

（改 訂 日）  平成22年2月1日（月）約定分から（予定） 

 

● カブドットコム証券のFXの特徴 

＜主要ネット証券最低水準のコスト実現＞ 

  通常時でもメジャー3通貨ペア（米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円）などは主要ネット証券最低水準のスプレッドです

が、今回の手数料無料化に現在実施中のキャンペーンスプレッドを適用することにより、豪ドル/円、ランド/円を含

む当社取扱い12通貨ペア全てで主要ネット証券最低の取引コストとなります。 

（主要ネット証券各社のスプレッド）          平成22年1月14日現在、各社のホームページを参照し当社作成 

主要通貨ペアの各社標準スプレッド  
手数料 

米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 ランド/円 

カブドットコム 無料化 2銭 4銭 （3銭） 6銭 （4銭） 5銭 （3銭） 6銭 （3銭）

SBI証券 無料 2銭 4銭 8銭（6銭） 4銭 6銭（4銭）

楽天証券 無料 2銭 4銭 8銭 3～4銭 3.8銭～5銭

マネックス証券 無料 2銭 4銭 6銭 4銭 5銭

松井証券（NetFx） 有料 4銭 4銭 10銭 8銭 8銭

※ 当社手数料は2月1日以降。スプレッドとはお客さまに提示される買値レートと売値レートの価格差（幅）です。 

※ 当社、SBI 証券の（ ）内はキャンペーンスプレッド。当社のスプレッドキャンペーンは平成22年4月1日午前5時

59分まで適用。SBI証券のキャンペーン期限は同社公表によると 1月30日まで。 

 

＜抜群のスプレッド安定性＞ 

    為替市場の変動が激しい時や市場参加者が非常に少ない時などには、スプレッドが拡大しお客さまに不測の取引

コスト増を強いるおそれがあります。カブドットコムの FX では、サービス開始以来、リーマンショックで大きく市場環

境が揺れ動いた平成20年～21年を含めお客さまに提示するスプレッド幅が拡大したことはありません。 

   ※ 上記は過去の実績であり、将来のスプレッド維持を保証するものではありません。 

  （カブドットコムのFX取引基準スプレッド） 

米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 ランド/円 ユーロ/米ドル 

2銭 4銭 （3銭） 6銭 （4銭） 5銭 （3銭） 6銭 （3銭） 4 pips （2 pips） 

NZ ドル/円 加ドル/円 スイス/円 SG ドル/円 香港ドル/円 ポンドﾞ/米ドル 

6銭 （4銭） 8銭 （4銭） 6銭 （4銭） 5銭 2銭 4 pips （3 pips） 

※ （ ）内の赤字数値はキャンペーンスプレッド 

※ 基準スプレッドは将来変更することがあります。変更する場合には予めご案内いたします。 
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＜安心の取引基盤＞ 

   FX を店頭取引（OTC）で行う場合には、取引業者の安全性の確認がかかせません。カブドットコムは東証一部上場

の MUFG グループ会社であり、またネット証券/FX 専業会社で最上位の格付け（※1）を取得、さらに万が一の破綻の

場合でもお客さまからお預かりする保証金を保全するため、保証金現金残高、未決済損益、スワップ金利から毎営業

日必要金額を再計算し、その相当額以上を三菱UFJ信託銀行に設定した信託口座に預託、当社の資産とお客さまの

資産を完全に区分して管理しています。 

（格付けを取得しているネット証券またはFX専業会社各社の格付け）  

平成22年1月14日現在、JCRおよびR&Iのホームページを参照し当社作成 

 
ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ 松井証券

ﾏﾈｯｸｽ 

証券 
SBI証券 楽天証券 

ﾏﾈｰ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

ｾﾝﾄﾗﾙ 

短資FX 

長期 A＋ BBB＋ BBB＋ － － － BBB＋ 日本格付研究

所（JCR） 短期 J-1 J-2 J-2 － － J-3 － 

長期 － BBB＋ － BBB＋ BBB － － 格付投資情報

ｾﾝﾀｰ（R&I） 短期 － a-2 － a-2 a-2 － － 
※1 格付けとは、金融庁長官が指定する指定格付機関が、企業の債務返済の確実性についての意見を記号で表

したもので、確実性の高いと思われるものから順に、長期債務については AAA＞AA＞A＞BBB＞BB＞B＞

CCC＞CC＞C、短期債務については J(a)1＞J(a)2＞J(a)3 という種類があります。同一等級内での相対的位置

としては[+]または[-]の符号が記されます。例えば長期A+は、A+＞A＞A-＞BBB+となり、BBB+よりも3段階高

い格付けとなります。 

 

＜10外貨12ペアと最大6種類の保証金コース＞ 

10 種類の外貨/12 ペアの通貨組合せと最大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。また、保証金コースは市場環境、お客さまの投資スタンスやリスク許容度の変化など

に応じて“建玉保有中”であっても他のコースに変更可能で、柔軟な取引環境をお客さまに提供します。 

 

＜安心の逆指値注文（ロスカットオーダー）執行条件＞ 

 カブドットコムの逆指値注文は「ベストエクゼキュージョン方式」（提示レートの買値と売値の両方が全て逆指値の設

定値段に達するまで執行されない方式）を採用、指定した逆指値の水準に買値または売値のどちらかが一瞬でも達

した時点で逆指値注文が執行されてしまうことはありません。 

 

＜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。 

 

＜株券・投資信託も保証金に利用可能＞ 

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 FX 取引

が可能です。カブドットコムでは、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。 

 

＜CME日経225先物取引や「kabu.comPTS」との連携により、夜間・海外時間でも株式とFXを連携した取引が可能＞ 

カブドットコムは、夜間でも取引可能なCME日経 225 先物取引（東京休場時の海外時間も可能）や「kabu.comPTS」も

取扱っています。夜間・海外時間でも株式とFXの幅広い取引が可能で、お客さまの資産形成、リスクヘッジをサポート

いたします。 

 

＜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。 
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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 平成22年2月1日より無料（予定） 

保証金コース 保証金（1 万通貨）：コース、通貨ペアにより 25,000 円～1,000,000 円 

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。 

分別管理 
お客さまからお預かりする資産は、現金については三菱UFJ信託銀行の信託口座で、有価証券

については証券保管振替機構においてそれぞれ当社資産と区分して管理しています。 

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。 
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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。 

●海外先物取引は、証拠金以上のお取引が可能であるため、証拠金や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。お取引に際しては、海外先物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2010年1月15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 

 


