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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 

 

取引所CFD（株 365）を業界最低手数料149円/枚で取扱開始 

～ 10枚まで無料＆半額（74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11月2日（水）夕刻（予定）から、東京金融取引所の取引所CFD（株365）を、業界最

低手数料 149 円/枚（税込）で取り扱いを開始いたします。この取引所 CFD（株 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™/Android™）にも対応し、さらに専用のトレーディングツール「365CFD ナビゲーター™」の無料提

供も行います。なお、これに先立ち、取引所CFD（株365）の口座開設の受付を10月29日（土）から開始いたします。 

また、取引所CFD（株365）の取扱開始を記念し、「取引所CFD（株365）10枚まで手数料全額キャッシュバック＆手数料半額

（74円、税込）キャンペーン」を、取扱開始から12月30日（金）まで実施いたします。 

 

● 取引所CFD（株365）の主なポイント 

取引所CFD 

（株365） 

手数料 

149円（税込） 

1枚あたり片道 
 

・ 東京金融取引所に上場しているCFD（証拠金取引） 

・ 業界最低手数料 

・ Web、モバイル、スマートフォン（iPhone™/Android™）対応 

・ 専用の高機能トレーディングツール「365CFDナビゲーター™」無料提供（取引所CFD（株365）口座開設者のみ） 

・ 身近な日経225 をはじめとする株価指数が投資対象 

・ 日本の祝日も取引可能、日経225証拠金取引がほぼ24時間可能 

・ 海外株価指数が為替レートを気にせず円建てで取引可能 

・ 一本値の金利相当額/配当相当額の授受 

・ 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 

 

モバイル スマートフォン 365CFD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。 
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＜主要ネット証券 東京金融取引所上場CFD、上場FX取扱状況＞ 

 
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 

取引所CFD 

（株 365） 

○ 

（11月2日から）
× × × ○ 

取引所FX 

（くりっく 365） 
○ × × × × 

※ 2011年10月24日現在、各社ホームページを参照し当社作成。 

 

＜主要 取引所CFD（株365）取扱証券会社 手数料比較＞ 

 
カブドットコム 

証券 
インヴァスト証券 コスモ証券 

岡三オンライン 

証券 

マネックス 

証券 

取引所CFD（株365） 

手数料1枚あたり（税込）
   149円 210円 210円 157円 157円 

※ 2011年10月24日現在、各社ホームページを参照し当社作成。 

※ 各社キャンペーン等で上記手数料とは異なる手数料が適用となる可能性があります。最新の情報および詳細は各社へご

確認ください。 

 

● 取引所CFD（株365） 10枚まで手数料全額キャッシュバック＆手数料半額（74円）キャンペーン 

期間 取扱開始～2011年12月30日（金） 

内容 
【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74円（税込）とします。 

※ 取引所CFD（株365）のお取引には、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）は手数料がかかりません。 

※ 取引日が2011年12月30日（金）までのお取引が対象です。 

 

● 高機能トレーディングツール「365CFD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

「365CFD ナビゲーター™」は、取引所 CFD（株 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）  

 

● 取引所CFD（株365）の概要 

取扱対象株価指数 

日経平均株価（日経225）（東京証券取引所） 

DAX ®（フランクフルト証券取引所） 

FTSE100（ロンドン証券取引所） 

FTSE中国25（香港証券取引所） 

FTSE TWSE 台湾50（台湾証券取引所） ※上場予定 

取引単位 株価指数の数値×100倍  ※最低取引単位1枚 

取引手数料 149円 片道・約定1枚あたり（税込） 

必要証拠金 
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 
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ロスカット基準 
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 

※毎営業日取引時間終了時に清算価格を用いて判定 

取引時間/休業日 

対象株価指数、時期により異なる 

詳しくは、東京金融取引所のページ http://www.click365.jp/cfd/service/trading_hours.shtml 
をご参照。 

注文期日 当日（DAY）、週末（WEEK）、無期限（GTC/取消するまで） 

注文の種類 

【単一注文】成行、指値、ストップ、ストップリミット、全決済注文 

【複合注文】OCO、IFD、IFDOCO、トレール、FIFO、日計り FIFO 

【その他】ストリーミング、建玉整理 

金利相当額 

決済日が繰延べられた日数分により、買建玉の保有者が支払い、売建玉の保有者が受け取る。 

※算出方法：金利相当額 ＝ 清算価格 × 100倍 × 日銀政策金利（無担保コール翌日物誘

導目標）× 日数／365日 

配当相当額 

株価指数の構成銘柄の権利付最終日と同一取引日の取引終了時点で発生し、売建玉の保有者

が支払い、買建玉の保有者が受け取る。 

※DAX®証拠金取引には、配当相当額が発生しません。また株主に与えられる株主優待は、取

引所CFD（株365）には適用されません。 

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™/Android™）、ト

レーディングツール「365CFDナビゲーター™」 

投資情報【無料】 

【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・15・30分足、1時間足、日足、週足、月足 

テクニカル：指数平滑移動平均、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 

 

・多機能チャート（365CFD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。 

 

【ニュース】 

トムソン・ロイター社、株式会社フィスコ 

税制 
申告分離課税（所得に関わらず一律20％）。指数先物取引・オプション取引・商品先物取引・大証

FX取引・くりっく 365・取引所CFD（株365）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CFD（株365）の取引対象である株価指数は、価格、配当予想額、為替、金利等の変動によ

って変動します。これにより、取引所CFD（株365）のお取引においては投資元本を割り込む恐れ

があります。また、お客さまが行う取引の金額がその取引について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であることから、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。必要な証拠金の額は、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ます。証拠金の額は変動するため、取引金額証拠金に対する比

率は一定ではなく明記することができません。お取引の際は、契約締結前交付書面等をよくお読

みいただき、商品特性やリスクおよび 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。 

※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。 
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※「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。 

※「Android™」は、Google Incの登録商標です。 

※「株365」は株式会社東京金融取引所の商標です。 

※「くりっく 365」は株式会社東京金融取引所の登録商標です。 

※DAX ®はドイツ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。 

●取引所 CFD（株 365）の取引対象である株価指数は、価格、配当予想額、為替、金利等の変動によって変動します。これにより、

取引所 CFD（株 365）のお取引においては投資元本を割り込む恐れがあります。また、お客さまが行う取引の金額がその取引に

ついて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であることから、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。 

 手数料：149円（片道約定1枚あたり/税込） 

 証拠金：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ます。証拠金の額は変動するため、取引金額証拠金に 

対する比率は一定ではなく明記することができません。 

●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。 

●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 ［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10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 

 


