平成 23 年 6 月 24 日
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、取引所 FX「くりっく 365」を手数料 98 円/枚で取扱開始
〜 10 枚まで無料＆半額（49 円）キャンペーン実施。モバイル、スマートフォン、トレーディングツールにも対応 〜
カブドットコム証券株式会社は、2011 年 7 月 4 日 （月）（予定）から、主要ネット証券で初めて、東京金融取引所の取引所 FX
「くりっく 365」を手数料 98 円/枚（税込）で取扱開始いたします。この「くりっく 365」は取扱開始時から、パソコンだけでなくモバイ
ル、スマートフォン（iPhone™）にも対応し、さらに専用のトレーディングツール「365FX ナビゲーター™」の無料提供も行います。
なお、これに先立ち、「くりっく 365」の口座開設の受付を 6 月 30 日（木）から開始いたします。
また、「くりっく 365」の取扱開始を記念し、「くりっく 365 10 枚まで手数料全額キャッシュバック＆手数料半額（49 円、税込）キ
ャンペーン」を、取扱開始から 8 月 31 日（水）まで実施いたします。
●

取引所 FX「くりっく 365」の主なポイント
くりっく 365

98 円（税込）

手数料

1 枚あたり片道

・ 1 枚あたり片道手数料 98 円/枚（税込）
・ Web、モバイル、スマートフォン（iPhone™）対応
・ 専用の高機能トレーディングツール「365FX ナビゲーター™」無料提供（くりっく 365 口座開設者のみ）
・ 利益は雑所得として一律 20％の申告分離課税
・ 日経 225 先物/オプション、TOPIX 先物等、他の取引所上場商品との損益通算が可能
・ 3 年間の損失繰越控除が確定申告により可能
・ マーケットメイク制度による公正かつ有利なレート提供
Web

スマートフォン

モバイル

365FX ナビゲーター™

※開発中の画面イメージです。実際と異
なる場合があります。
＜主要ネット証券 取引所 FX 取扱状況＞
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※ 2011 年 6 月 23 日現在、各社ホームページを参照し当社作成。
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●

くりっく 365 10 枚まで手数料全額キャッシュバック＆手数料半額（49 円）キャンペーン
期間
内容

※
※
●

取扱開始〜2011 年 8 月 31 日（水）
【無料】 初取引から片道約定 10 枚までは手数料全額キャッシュバックします
【半額】 11 枚以降は期間中、手数料半額の 49 円（税込）とします

「くりっく 365」の手数料は、新規・返済ともに１約定ごとに手数料がかかります。
建玉整理（両建ての建玉を取引所に出さずに決済する方法）は手数料はかかりません。
高機能トレーディングツール「365FX ナビゲーター™」【無料】

アクティブな投資家はもちろん、テクニカル分析でじっくり派の投資
家にもご満足いただける、高機能・高速トレーディングツール
「365FX ナビゲーター™」は、くりっく 365 取引口座を開設したお客さま
なら無料でご利用いただけます。
＜主な特徴＞
・足種を任意で設定可、豊富なテクニカルを搭載の高機能チャート
・ワンクリックで発注可能（確認画面の表示/非表示選択可）
・レートやミニチャートを並べて表示する見やすいプライスパネル
･レートを EXCEL で抽出可能
・証拠金比率等のアラート機能（メッセージとサウンド）
●

主要ネット証券初、選べる「3 つの FX 取引スタイル」

店頭外国為替証拠金取引（店頭 FX）および大証 FX（大阪証券取引所）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ようになります。また、当社は主要ネット証券で唯一、取引所デリバティブのほぼすべ
てを取扱っておりますが、これに取引所 FX「くりっく 365」も加わり、さらに充実したラインアップとなります。

店頭 FX
名称

外国為替証拠金取引
105 円（税込）

手数料

98 円（税込）

↓

格付情報

無料

※キャンペーン期間中は実質無料

7 月 4 日（月）から 96.6 円（税込）

もしくは半額

主要ネット証券/FX 専業業者の中で最上位の格付「A+（シングル A プラス）

担保

株式・投信を担保に活用できる

現金のみ

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

取引価格

取引所の公正かつ有利なレート

株式・投信を担保に活用できる
当社の提示する 2way レート
ネット証券屈指の低スプレッド
雑所得としての総合課税

税制

取引所取引の税制優遇

※2012 年 1 月より取引所FX 同様
申告分離課税適用予定

信託区分
通貨ペア
発注方法

証拠金は取引所預託
8 通貨 11 ペア

保証金は分別管理の信託保全
12 通貨 23 ペア

※8/1（月）〜3 通貨 3 ペア追加予定

取引所の発注方法＋当社独自の自動売買
パソコン web 画面、携帯電話（i モー
ド、EZweb、Yahoo!ケータイ）、スマー

対応チャネル

パソコン web 画面、スマートフォン

トフォン（iPhone™）、パソコン向けトレ
ーディングツール「365FX ナビゲータ
ー™」
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10 通貨 12 ペア
自動売買含め 5 つの発注方法
パソコン web 画面、携帯電話（i モ
ード、EZweb、Yahoo!ケータイ）、
スマートフォン、kabu アプリ（ドコ
モiアプリ）、パソコン向けトレーデ
ィングツール「店頭 FX ナビゲータ
ー™」
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●

「くりっく株 365」の取扱を予定

「日経 225 証拠金取引」「海外株価指数証拠金取引」等の東京金融取引所の「くりっく株
365（取引所株価指数証拠金取引）」につきましても、取扱を予定しており、現在準備を進
めております。
●

取引所 FX「くりっく 365」の概要

取扱通貨

12 通貨 23 ペア
米ドル／円、ユーロ／円、英ポンド／円、豪ドル／円、スイスフラン／円、カナダドル／円、ニュ
ージーランドドル／円、南アフリカランド／円、ノルウェークローネ／円、香港ドル／円、スウェー
デンクローナ／円、ポーランドズロチ／円、ユーロ／米ドル、英ポンド／米ドル、英ポンド／スイ
スフラン、米ドル／スイスフラン、米ドル／カナダドル、豪ドル／米ドル、ユーロ／スイスフラン、
ユーロ／英ポンド、ニュージンランドドル／米ドル、ユーロ／豪ドル、英ポンド／豪ドル
（8/1（月）〜中国元／円、韓国ウォン／円、インドルピー／円の 3 通貨 3 ペアを追加予定）
1 万通貨単位

売買単位／1 回当り上限

※南アフリカランド／円、ノルウェークローネ／円、香港ドル／円、スウェーデンクローナ／円は
10 万通貨単位
※1 回あたりの発注上限は東京金融取引所が定める上限に準じる

取引手数料
必要証拠金
ロスカット基準

98 円 片道・約定 1 枚あたり（税込）
東京金融取引所が定める証拠金基準額を現金で差し入れ
※毎週、週初に東京金融取引所より公表
必要証拠金維持率 75%未満
リアルタイム判定で、全建玉を強制決済

追証判定

必要証拠金維持率 100%未満

両建てについて

同一通貨ペアの両建て可能
両建て時の証拠金は、売建玉又は買建玉の多い方の数量を採用するマックス（MAX）方式で求
める。
※両建て取引は経済合理性に欠くおそれがあり、費用も二重にかかることをご理解のうえで、お取引くださ
い。

取引時間

通貨ペア、時期、曜日により異なる
詳しくは、くりっく 365(東京金融取引所)のページ http://www.click365.jp/fx/trading̲hours.shtml
をご参照ください。

注文期日

当日、週末、取消するまで

注文の種類

成行、指値、ストップ、ストップリミット、トレール、ストリーミング、OCO、IFD

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。

取引チャネル

パソコン web、モバイル（i モード、Yahoo!ケータイ、EZweb）、スマートフォン（iPhone™）、トレーディ
ングツール「365FX ナビゲーター™」
【チャート】
・シンプルチャート（パソコン web）
最大 4 通貨ペアを同時表示。
足種：TICK、1・5・10・15・30 分足、1 時間足、日足、週足、月足
テクニカル：移動平均、エンベロープ、ボリンジャーバンド、パラボリック、P&F、一目均衡表、
RSI、ストキャスティクス、MACD、RCI、出来高

投資情報【無料】
・多機能チャート（365FX ナビゲーター™）
足種：1〜60 分の任意の分足、1〜12 時間の任意の時間足、日足、週足、月足
テクニカル：移動平均、エンベロープ、ボリンジャーバンド、パラボリック、P&F、一目均衡表、
RSI、ストキャスティクス、MACD、RCI、出来高、ソナーチャート、ピボット、モメンタム等全 22 種
その他：注文ライン、ポジションラインの表示が可能。発注や、注文ラインを移動することで注
文訂正が可能。
カブドットコム証券 http://kabu.com

東証 1 部【8703】

-3-

【ニュース】
トムソン・ロイター社、株式会社フィスコ
申告分離課税（所得に関わらず一律 20％）で、指数先物取引・オプション取引・商品先物取引・大

税制

証 FX 取引と損益通算が可能。損失の 3 年間の繰越控除も可能。

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すべて電子交付となります。

ご注意

取引所 FX「くりっく 365」では、お客様が行う取引の金額がその取引についてお客様が預託しな
ければならない証拠金の額に比べて大きい額であることから、時として多額の損失が生じる可
能性を有しています。したがって、取引所 FX「くりっく 365」の開始にあたっては、以下の内容を十
分に把握する必要があります。外国為替取引では、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等
によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されてい
る証拠金の額を上回る可能性があります。

※モバイル、スマートフォンではチャートはご覧いただけません。
※「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。
※「くりっく 365」は株式会社東京金融取引所の登録商標です。
●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。
●くりっく365・大証FX・店頭FX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。取引金
額がお客さまが 預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等
によりお客さまに損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客さまが預託されている証拠金の額を上回る可能性
があります。本取引において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、契約締結前交付書面をよくお読
みください。
手数料：くりっく365 98円（片道約定1枚あたり/税込）
大証FX 105円・7/4（月）から96.6円（片道約定1枚あたり/税込）、店頭FX 無料
※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。
証拠金（1万通貨あたり）：
くりっく365 東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額
大証FX 大阪証券取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額
店頭 FX コース、通貨ペアにより 25,000 円〜1,000,000 円
●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 2011 年 6 月 24 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】

以上
<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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