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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 

 

主要ネット証券初、「大証 FX」「くりっく 365」の両取引所 FX を取扱開始へ 

～ 店頭 FX と合わせて、選べる「3 つの FX 取引スタイル」を、 上位格付の安心感と自製システムで提供 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、今春から、「大証FX（大阪証券取引所）」と「くりっく 365（東京金融取引所）」の両取引所

為替証拠金取引（FX）の取扱を開始する予定です（金商業登録変更と両取引所のFX取引資格取得の準備をしており、そ

れらが完了することが前提となります）。両取引所 FX の取扱表明は主要ネット証券初となります。 

これにより、すでにサービスを提供している、店頭外国為替保証金取引（FX）と合わせて「3 つの FX 取引スタイル」から、

お客さまの投資方針等に合わせてお選びいただけることとなります。また、当社は主要ネット証券で唯一、取引所デリバ

ティブをフルラインアップで取り扱っておりますが、これに取引所 FX も加えさらに充実したラインアップとなります。 

 

● 選べる「3 つの FX 取引スタイル」の主な特徴 

店頭FX

格付情報

担保 株式・投信を担保に活用できる 現金のみ 株式・投信を担保に活用できる

手数料 手数料無料

取引形態 オークション＋マーケットメイク マーケットメイク マーケットメイク

取引価格 ネット証券屈指の低スプレッド

税制 雑所得として総合課税

信託区分 保証金は分別管理の信託保全

通貨ペア 7通貨7ペア 12通貨23ペア（予定・後日発表） 10通貨12ペア

発注方法 自動売買含め5つの発注方法

取扱状況 5月頃開始予定 8月頃開始予定 サービス提供中

取引所FX

主要ネット証券/FX専業業者の中で 上位の格付「A+（シングルAプラス）

取引所の発注方法＋当社独自の自動売買

店頭FX
外国為替保証金取引

名称

低コストで提供予定（後日発表）

取引所の公正かつ有利なレート

取引所取引の税制優遇

証拠金は取引所預託

  

● 主要ネット証券初の 2 つの取引所 FX「大証 FX」「くりっく 365」の取扱 

＜3 つの FX 取引スタイルの提供＞ 

カブドットコム証券では、すでに店頭外国為替保証金取引（FX）を取り扱っておりますが、この度、主要ネット証券で初

めて、「大証 FX（大阪証券取引所）」と「くりっく 365（東京金融取引所）」の両取引所為替証拠金取引（FX）の取扱を開始し

ます。これにより、カブドットコム証券のお客さまは FX を、「3 つの FX 取引スタイル」から、お客さまの投資方針等に合わ

せてお選びいただけることとなります。 

＜証券統合型自製 FX システム＞ 

一般的に FX 取引サービスは、ASP サービスを利用しての提供となりますが、カブドットコム証券では自製システム基

盤でのサービス提供を行うことにより株式・投信の担保活用を可能にする等、国内業者初の証券システムとの統合型自

製システムによるフルラインアップでの提供となります。 

＜財務優位性・IT 優位性活かした次世代型 FX サービスの提供＞ 

FX等でのレバレッジ規制の流れや、将来の金融一体課税を視野に、カブドットコム証券の財務優位性やIT優位性をフ

ル活用した、次世代型 FX サービスの提供を行って参ります。 
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● 主要ネット証券唯一の取引所デリバティブをフルラインアップ 

カブドットコム証券は、主要ネット証券で唯一、取引所デリバティブをフルラインアップで取り扱っております。今回の取引

所 FX の追加で、さらに充実したラインアップとなります。これからも、お客さまの投資成績に貢献すべく、透明性・信頼

性・利便性の高い取引所デリバティブの取扱を積極的に行って参ります。 

 

＜主要ネット証券 取引所デリバティブ取扱状況＞ 

取引所デリバティブ 
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 

大証 FX 大証 ○ × × ○ ○ 

くりっく 365 金融取 ○ × × × × 

CME 日経 225 先物（夜間先物取引） CME ○ × × ○ × 

TOPIX 先物 東証 ○ × × × × 

ミニ TOPIX 先物 東証 ○ × × × × 

東証 REIT 指数先物 東証 ○ × × × × 

TOPIX Core30 先物 東証 ○ × × × × 

配当指数先物 東証 ○ × × × × 

日経 225 先物 大証 ○ ○ ○ ○ ○ 

日経 225mini 大証 ○ ○ ○ ○ ○ 

日経 225 オプション 大証 ○ ○ ○ ○ ○ 

上場カバードワラント 大証 ○ × × × × 

※ 2010 年 4 月 9 日現在、各社ホームページを参照し当社作成。 

※ 当社における取引所 FX の取扱は、今回の公表に基づく取扱予定です。 

※ マネックス証券の大証 FX の取扱は、5 月以降の開始予定。 

※ 「配当指数先物」は日経平均・配当指数、TOPIX 配当指数、TOPIX Core30 配当指数を対象とした新しい先物取引で、

2010 年 7 月 26 日上場予定です。当社は上場初日から取扱を予定しています。 

※ 大証＝大阪証券取引所、東証＝東京証券取引所、金融取＝東京金融取引所、CME＝シカゴ・マーカンタイル取引所 

 

 

● 安心の取引基盤～ネット証券/FX 専業会社で 上位格付 

東証一部上場のカブドットコム証券は、MUFG グループ会社であり、またネット証券/FX 専業会社で 上位の格付け

（※1）を取得しています。取引所FXでは、証拠金は安心の取引所預託でお客さまの資産を保全し、店頭FXでは、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＞ 

 カブドットコム

証券 
松井証券 

マネックス

証券 
SBI 証券 楽天証券 

マネーパー

トナーズﾞ 

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。 

※平成 22 年 4 月 9 日現在、JCR および R&I のホームページを参照し当社作成。 
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● 店頭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 無料 

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 大 70%まで)  

・株券の担保掛目は前営業日の 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。 

 

 

 

以上 
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●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。 

●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。 

●指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引は、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、取引期限があり期限を越えてのお取引はできません。お取引に際しては、指数先物

取引・指数オプション取引・海外指数先物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。 

●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4 月9 日現在のものです。詳細および 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> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390              担当：執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 
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