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先物取引（日経225・TOPIX等）手数料をラージ 462円・ミニ 48.3 円に大幅値下げ（最大53%） 

～ 日経225オプション最低手数料210円に改定/大証イブニングセッション時間延長（午前3時）に対応予定 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2011 年 6月 10日（金）予定から、「日経225 先物」等の先物取引手数料を大幅に引き

下げます。「日経225先物」「TOPIX先物」のラージは1枚あたり462円に、「日経225mini」「ミニTOPIX先物」「東証REIT

指数先物」「TOPIX Core30先物」のミニは1枚あたり 48.3円とし、主要ネット証券最低水準となります。また、日経225オ

プション取引の最低手数料を、従来の105円から 210円に改定いたします。 

また、2011年5月30日（月）から6月3日（金）に「デリバティブセミナー祭り」と題しまして東京証券取引所並びに大阪

証券取引所共催のオンラインセミナーを開催いたします。 

 

当社は今後とも上場デリバティブﾞ商品の発展に尽力すると共に、自動売買をはじめとする「リスク管理追求型サービ

ス」と健全な財務基盤を背景に安心してお取引いただける環境を提供し、利用される投資家の皆様のご支援に精一杯取

り組んで参る所存です。 

 

● 先物取引手数料を主要ネット証券最低水準に大幅値下げ。オプション取引最低手数料改定。 

 
6月9日（木） 

約定分まで 
  

6 月 10日（金） 

約定分から 

日経225先物（大証） １枚あたり 987円 → 462円 53%値下げ 
ラージ 

TOPIX先物（東証） １枚あたり 525円 → 462円 12%値下げ 

ミニ 

日経225mini 先物（大証） 

ミニ TOPIX先物（東証） 

東証REIT指数先物（東証） 

TOPIXCore30先物（東証） 

１枚あたり 52.5円 → 48.3 円 8%値下げ 

日経225オプション（大証） 
約定代金×0,21％ 

（最低手数料105円） 
→ 

約定代金×0,21％ 

（最低手数料210円） 

※  手数料は5％の消費税を含んでいます。1円未満は切り捨てとなります。 

※  執行条件、取引チャネルにかかわらず上記手数料が適用となります。 

※  新しい手数料は6月10日（金）9:00以降の約定分から適用となります。 

※  オプション取引の手数料率（約定代金×0.21％）の変更はございません。 

※  大証J-GATE（日経225先物、日経225mini）は、「1秒保証」の対象です。 

 

● リスク管理に役立つ「日経平均・TOPIX変動通知サービス」スタート 

日経平均、TOPIX が前日比±5%以上変動すれば、先物オプション建玉保有中のお客さまに、メールでお知らせする通

知サービスを 2011 年 5月 26日（木）からスタート。わざわざ登録しなくても先物オプション建玉保有中のお客さまのご登

録メール宛にお知らせしますので、「忙しくて大きな変動に気づかなかった」という事態の防止に役立ちます。あらかじめ

「この株価になれば」と設定しておくカブコール等通常の通知サービスとは異なる「緊急相場変動速報」メールです。 

 

● 大証イブニングセッション時間延長（～翌日午前3時）に初日から対応予定 

2011 年 7月 19日（火）に予定されている大証イブニングセッション（日経225先物・オプション取引）の時間延長に、当社

は初日から対応を予定しています。現在、16:30～23:30のところ、終了時間が翌日午前3:00まで延長される予定です。 
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● 2011年5月30日（月）から 5夜連続「デリバティブセミナー祭り開催（共催：東京証券取引所、大阪証券取引所） 

2011年6月10日（金）の手数料引下げに先立ち、先物オプションセミナーや、カブドットコム証券が取扱うデリバティ

ブ商品に関するオンラインセミナーを下記の通り開催いたします。 

日付 セミナー名 講師 

5月30日（月）  

20：00～21：00 
日経225先物セミナー 

大阪証券取引所 松尾郁也氏 

経済アナリスト 田嶋智太郎氏 

5月31日（火） 

20：00～20：30  

河合達憲の当面のストラテジー 

（毎週開催セミナー） 

当社 チーフストラテジスト 

河合達憲 

6月1日（水） 

20：00～20：45 
有価証券オプション（かぶオプ）セミナー 

東京証券取引所 

多賀谷彰氏 

6月2日（木） 

20：00～21：00 
大証FXセミナー 

大阪証券取引所 松尾郁也氏 

アナリスト 陳満咲杜氏 

6月3日（金） 

20：00～20：30 
上場カバードワラント（フリワラ）セミナー 

大和証券キャピタルマーケッツ 中村雅之氏 

大阪証券取引所 高橋康匡氏 

6月3日（金） 

20：45～21：45 

米国雇用統計セミナー 

（毎月開催セミナー） 
持田有紀子氏 

※ 当日参加可能 

※ オンライン（事前申込不要）セミナー開始の30分前より、先着300名様が入室可能です。定員を上回った場合は視聴

できませんので、予めご了承ください。 

※ 内容などは都合により、予告なく変更する場合がございます。 

 

● カブドットコム証券ならではの「自動売買」を先物オプション取引のリスク管理にお役立てください 

先物オプション取引でももちろん、カブドットコム証券ならではの「自動売買」をご利用いただけます。カブドットコム証

券では、開業以来、逆指値をはじめとする自動売買でのリスク管理の重要性を訴え続けてきました。漸く、その認知も高

まり、他のネット証券でも少しは自動売買ができるようになりましたが、自動売買関連の特許を取得しているのは当社の

みです（自動売買関連7個。取得特許は合計12個）。 

「自動通知サービス」や取引に関わる不足金を自動で計算してリアルタイムにスイープできる「リアルタイム口座振替」

等のリスク管理追求型サービスと連携してご活用いただき、先物オプション取引のリスク管理にお役立てください。 

 執行条件 

日経225先物、日経225mini 

日経225オプション 

指値（リミット・オーダー、LO）、成行（マーケット・オーダー、MO）、最良指値

注文（マーケット・トゥ・リミット、MLO）、 

逆指値、W 指値、±指値（始値±指値、約定±指値）、トレーリングストッ

プ、時間指定注文、引け前訂正指値、Uターン注文、リレー注文 

TOPIX先物、ミニTOPIX先物、東証

REIT指数先物、TOPIX Core30先物 

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、時間指定注文 

CME日経225先物（夜間先物取引） 
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。 

 

● CME日経225先物（夜間先物取引）もご利用いただけます 

カブドットコム証券では「CME 日経 225 先物（夜間先物取引）」も取り扱ってお

ります。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しております。 

大証の日中9:00 ～ 15:15、イブニング・セッション16:30～23:30（東証イブニングは19:00まで）、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20時間もお取引いただけます。 

※CME 日経 225 先物（夜間先物取引）をお取引いただくには、「先物・オプション取引口座」および「海外証券先物取引口

座」の開設が必要です。 
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● 当社は大証コロケーション＆J-GATE完全対応 

当社は、J-GATE開始とともに、大阪証券取引所電算センター内に、当社の条件注文等に関する主要サーバ群を配置

し、特に条件注文の値段トリガーに対する反応速度を飛躍的に高め、ハイフリークエンシー取引・アルゴリズム取引を可

能とするコロケーション対応の新システムを導入しております。 

＜当社システム構成＞ 

 

 

● 当社の大証コロケーション＆J-GATE対応で、kabu ステーション™がますます超速化 

上記コロケーション対応とともに J-GATE に情報ベンダーを経由せず直

結完全対応している当社トレーディングツール「kabu ステーション™」は、日

経 225 先物・オプション取引をはじめとするデリバティブ取引環境において

圧倒的なスピード優位性を提供するトレーディングツールとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 大証J-GATE（日経225先物、日経225mini）は、「1秒保証」の対象 

「1 秒保証」は、業界初となる東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所の株式取引（現

物取引・信用取引いずれも対象）および大阪証券取引所(J-GATE）の先物・オプション取引の取次処理速度（板乗り速

度）の実績に応じた手数料体系です。 

お客さまへ提供する品質として所定の金融商品取引所への取次処理速度（板乗り速度）が 1 秒（1000 ミリ秒）を基準と

し、この基準を超過した場合の手数料は無料となります。 
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● 「株式」も「投資信託」も証拠金にご利用いただけます 

カブドットコム証券では現金のみならず、「株式」も「投資信託」も先

物オプション取引の証拠金としてご利用いただけます。 

現金だけの証拠金よりも、より資金効率に優れた先物・オプション

取引が可能です。証拠金代用有価証券の評価率は「前々営業日の最

終価格（気配）の原則70%」。  

（※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。） 

現金や株券等を、先物・オプション取引の証拠金に、信用取引の保

証金にと、お客さまのニーズに応じて WEB 上で簡単にお振替いただ

けます。 

ただし、先物取引における評価損および諸経費等（※2）の現金による証拠金が必要となる額については、有価証券に

よる代用は行えません。必ず現金で差し入れていただきます。  

※1 当社取扱の株式銘柄でも、証券取引所等の規制または当社独自の判断により代用有価証券として取り扱いでき

ないことがあります。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。 

※2諸経費は先物取引の評価益との相殺が可能です。オプション取引の評価益とは相殺できません。 

 

● 先物取引・オプション取引も完全対応 スマートフォン（iPhone™/Android™搭載）お取引サイト 

当社の「スマート版」お取引サイトは、大型ディスプレイ、フルタッチパネル液晶搭載のスマートフォン

に最適化されているため、素早い操作性が求められる先物取引、オプション取引のトレーディングの世

界に大変適しております。今後もスマートフォンの対応を強化し、先物オプション取引をされるお客さま

をはじめ多様なニーズにお応えしてまいります。 

 「スマート版」お取引サイト動作推奨機種（2011年5月25日時点） 

 機種 

docomo 
HT-03A、Xperia、GALAXY S、GALAXY Tab、LYNX 3D、REGZA 

Phone、Xperia arc、MEDIAS、Optimus chat 

au IS01、IS03、SIRIUS α、IS04、IS05 

SoftBank iPhone、HTC Desire、GALAPAGOS、DELL Streak、Libero 

※「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。※「LYNX」「GALAPAGOS」

は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。 ※「REGZA Phone」は、株式会社東芝の登録商標です。※「GALAXY Tab」「GALAXY 

S」はサムスン電子株式会社の商標または登録商標です。※「Android™」は、Google Incの登録商標です。※「iPhone™」は、Apple 

Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「iモード」は株式会社NTTドコモ

の登録商標です。※SoftBankの名称は、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。※

「Yahoo!」の名称は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。※「au」及び「EZweb」はKDDI株式会社の登録商標です。※そ

の他の本文中に記載されている会社名、商品名、アプリケーションおよびロゴは、各社の登録商標または商標である場合があります。 

 

● 株価指数先物・オプション取引の概要 

 株価指数先物取引 株価指数オプション取引 

取扱商品 

日経225先物 

日経225 mini 

TOPIX先物 

ミニ TOPIX先物 

東証REIT指数先物 

TOPIX Core30 

CME日経225先物 

（夜間取引） 
日経225オプション 

注文受付時間 24時間 

取引時間 

大証：9:00～15:15 

東証：前場：9:00～11:00 

    後場：12:30～15:10 

イブニング・セッション： 

16:30～23:30 

（東証は19：00） 

日本時間の20：00～翌6：15

（米国夏時間は5：15） 

9:00～15:15 

 

イブニング・セッション： 

16:30～23:30 

取扱注文 買建、売建 
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出合注文 最大3週間（イブニング・セッションは当日のみ） 

必要証拠金額 SPAN®証拠金×100%－ネットオプション価値の総額  

両建取引拘束金 両建総枚数×0.25×SPAN®証拠金 

証拠金 

代用掛目 

◆現金100% 

◆株券 前々営業日の最終価格（気配）の原則70% 

（※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。） 

◆投資信託 前々営業日の基準価額の70% 

建玉制限 

■日経225先物 

TOPIX先物 

買建、売建 

各々100枚 

（合計200枚）まで 

■日経225mini 

ミニ TOPIX先物 

東証REIT指数先物 

TOPIX Core30先物 

買建、売建 

各々1,000枚 

（合計2,000枚）まで 

50枚 

（国内建玉とは別途で） 

売建玉の上限は 

最高20単位まで 

買建玉の上限なし 

建玉上限の変更 ★別途審査により建玉上限を変更することが可能です。 

口座開設料 無料 

チャネル 

インターネット、iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb、AIR-EDGE PHONE、スマートフォン、kabuステーシ

ョン™、kabuマシーン™ 

※CME日経225先物は、インターネット（WEB）のみ 

※ 最新情報はカブドットコム証券のホームページでご確認ください。 

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。 

●指数先物取引・指数オプション取引・有価証券オプション取引・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・有価証券オプション取引・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。 

●指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引においては、各取引所ごとSPANによる先物オプション取引全体

の建玉から生じるリスクに応じて証拠金の額を計算するため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定ではなく

明記することができません。 

●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。 

●オンラインセミナーは、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご紹介を目的とし勧誘を行う場合が

あります。 

●掲載情報は 2011 年 5 月 25 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 

 


