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kabuステーション® Ver4.2.0 

kabuステーション® Ver4.2.0 追加機能概要 

2014年7月20日(日)リリースのkabuステーション®Ver4.2.0の追加機能や
改善点についてご案内いたします。 

※画像サンプルや機能については開発中のものであり、実際と異なる 

場合があります。 
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◇kabuステーション® Ver4.2.0  

■TOPIX100構成銘柄の呼値変更対応： 
2014年7月22日（火）より、TOPIX100構成銘柄において新たな呼値の単位「少数点」が導入され、kabuス
テーション®でも同日より対応いたします。呼値5,000円以下の単位が少数点（0.5円、0.1円）になります。 

kabuステーション® Ver4.2.0 

※TOPIX100構成銘柄の取引でも、東証or名証以外の市場ではその他の上場銘柄と同様の呼値が従来通り適用となります。 

呼値 
呼値の単位 

TOPIX100構成銘柄 その他の銘柄 

1,000円以下 0.1円 1円 

1,000円超 3,000円以下 0.5円 1円 

3,000円超 5,000円以下 0.5円 5円 

5,000円超 10,000円以下 1円 10円 

10,000円超 30,000円以下 5円 10円 

30,000円超 50,000円以下 5円 50円 

50,000円超 100,000円以下 10円 100円 

100,000円超 300,000円以下 50円 100円 

300,000円超 500,000円以下 50円 500円 

500,000円超 1,000,000円以下 100円 1,000円 

1,000,000円超 3,000,000円以下 500円 1,000円 

3,000,000円超 5,000,000円以下 500円 5,000円 

5,000,000円超 10,000,000円以下 1,000円 10,000円 

10,000,000円超 30,000,000円以下 5,000円 10,000円 

30,000,000円超 50,000,000円以下 5,000円 50,000円 

50,000,000円超 10,000円 100,000円 

TOPIX100構成銘柄のうち、7月22日（火）～小数点の株価になる銘柄は、みずほ(8411)/MUFG(8306)/ 
富士重工(7270)/ANA(9202)/ホンダ(7267)新日鐵住金(5401)/大阪瓦斯/等、約80銘柄（7月14日終値時点）。 

TOPIX100構成銘柄の呼値単位（2014年7月22日(火)取引分～） 
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◇kabuステーション® Ver4.2.0  

■圧縮板： 
フル板発注は「全気配表示※1」というコンセプトから、少数点呼値もフル板表示に対応いたします。 
気配のない少数点部分(歯抜け)は不要とのご要望にお答えし、新たに圧縮板をリリースします。 

kabuステーション® Ver4.2.0 

圧縮板の使い方 
フル板発注の板部右下にある  をクリック 
すると圧縮板のON/OFFが切り替わります。 
 
 
 
 
 
※2フル板オプション契約が無い場合は少数点呼
値8本の範囲内での圧縮となります。フル板オプ
ションを契約いただくことで少数点呼値8本以上
の圧縮板をご利用いただけます。 
 
圧縮板 機能概要 
圧縮板OFF（無効）時： 
気配の出ていない価格帯も表示されます。 
 
圧縮板ON（有効）時： 
気配の出ていない価格帯が非表示になるため、 
左下図のように歯抜け部分が圧縮され、気配の 
ある価格帯のみを表示します。 
 
 
●圧縮板をONにしている場合は、マウス取引が
できません。マウス取引をご利用の場合は、圧縮
板をOFF、中心値固定OFF、マウス発注ON 
にしてください。  
 
 
 
●保有している建玉の建玉価格が少数点の場合、
気配の無い価格帯でもプロット表示します。 
 
●保有建玉がTOPIX構成銘柄から外れた場合は、 
(小数点の建玉単価だが、整数呼値になった場合)
小数第1位を四捨五入して保有建玉を表示します。 
→保有建玉をマウスオーバーすると実際に建てた
小数点の建玉単価が表示されます。 

圧縮板OFF 

圧縮板ON 

フル板発注 

圧縮板対象画面 フル板発注 

フル板オプション契約 不要※2 

対象商品 株式/先物/OP 

OFF  OFF  ON 

板
気
配
の
無
い
価
格
帯
が 

非
表
示
に
な
っ
た
状
態 

※1 以下の機能をご利用いただくには 
  フル板オプション契約が必要です。 
  ①リアルタイム株価予測 
  ②全気配（板情報）表示 
  ③全気配件数表示 
  ④始値予想/終値予想 表示 
  ⑤サマリー板 
  ⑥呼値8本以上の圧縮板   板

気
配
の
無
い
価
格
帯
を 

表
示
し
た
状
態 
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圧縮板でのマウス取引可否 
圧縮板や中心値固定機能をONにしている場合はマウス取引ができません。 
マウス取引をご利用の場合は、圧縮板をOFF/中心値固定OFF/マウス取引ONにしてください。  
 
             発注可能 
 
             発注不可 
 
             発注不可 
     
             発注不可 
 
 
板が上下に飛ぶ場合は中心値ボタンが便利です 
中心値固定OFFの状態では、中心値ボタンをご利用いただけます。上の方の売り気配や、 
下の方の買い気配を確認中にワンクリックで中心値表示に戻ることができます。 
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◇kabuステーション® Ver4.2.0  

■圧縮板でのマウス取引可否： 
7/22(火)にリリースするフル板発注での新機能「圧縮板」ではマウス取引(板発注)に発注制限があります。 
リリース当初では、圧縮板機能をOFFのでマウス取引（板発注）が可能になっています(9月頃改善予定→P7)。 

kabuステーション® Ver4.2.0 

フル板発注 

中心値ボタンをクリックする 
ことで手早く中心値を板の 

中心にすることができます。 
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サマリー板の使い方 
個別銘柄詳細や個別銘柄複合等の 
板画面に設置されたアイコン 
       をクリックする毎に 
サマリー板のON/OFFが切り替わります 
 
 
サマリ－板 機能概要 
サマリー板OFF（無効）時： 
少数点呼値を表示します（気配の出てい
ない価格帯も表示します）。 
サマリー板ON（有効）時： 
最良気配のみ少数点表示し、他の少数点
呼値を1円刻みにサマリー(集約)し、整
数呼値で表示します。 
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◇kabuステーション® Ver4.2.0  

■サマリー板： 
個別銘柄詳細や個別銘柄複合等、フル板発注以外の板画面について、サマリー(集約)板をリリースします。 
サマリー板は少数点呼値を1円刻みに集約し、従来通りの整数単位で板表示する機能です。 

kabuステーション® Ver4.2.0 

※サマリー板をご利用いただくには、フル板オプション契約が必要です。 
 フル板オプションを契約いただいていない場合はアイコン        自体が表示されません。 

サマリー板ON サマリー板OFF 

サマリー板ON サマリー板OFF 

サマリーする価格帯 売 価格 買 サマリーする価格帯 

xxx ：   

xxx ：   

261.1～262.0 xxx 262   

260.8～261.0 xxx 261   

260.7 xxx 260.7   

現値 260.7   

  260.6 xxx 260.6 

  260 xxx 260.0～260.5 

  259 xxx 259.0～259.9 

  ： xxx 

  ： xxx 

個別銘柄詳細 

サマリー板対象画面 銘柄登録リスト、個別銘柄・板、個別銘
柄・詳細、発注ボード 

フル板オプション契約 必要 

対象商品 株式 

サマリー単位 1円刻み 

サマリー（集約）仕様 

個別銘柄板 

最良気配のみ少数点表示し、 
他の少数点呼値は1円刻みに 

サマリー(要約)した表示になります。 
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◇kabuステーション® Ver4.2.0  

■発注パネルの「数Tick抜き専用Uターン注文」についてご注意： 
TOPIX100構成銘柄の少数点呼値導入により、発注パネルに搭載されている「数Tick抜き専用Uターン」機能 
について、少数点呼値となる銘柄におけるTick数にご注意ください。 

kabuステーション® Ver4.2.0 

発注パネル 

発注パネルの数Tick抜き専用Uターン注文についてご注意 
例えばみずほ(8411)で数TICK抜きトレードをしていた場合、7/18(金)までは1Tick＝1円 であったため発注パネル
「数Tick抜き専用Uターン」機能にて5円抜きする場合は、 約定後＋「5」Tickで売り と入力が必要でしたが、 
7/22(火)以降、みずほ(8411)は1Tick＝0.1円となるため、同じ入力をした場合、約定後＋「5」Tickは0.5円という
意味になります。5円を抜こうとした場合は、約定後＋「50」Tick と指定しなければいけません。 

確認画面 

数TICK指定Uターンをご利用の際は、 
1TICKが0.1円や0.5円になっている 

銘柄かどうかご確認ください。 

■今後の機能改善/追加機能予定： 
kabuステーションの今後の機能改善と、追加機能予定についてご案内させていただきます。 
圧縮板の使い勝手向上やフル板へのサマリー板追加等を9月頃に予定しています。 

●残高反映不正解消 
 先物OP取引において稀に発生する残高照会反映不正の改善（返済したのに残高照会には縦玉が 
 表示されたまま＝再ログインで解消する事象）。 
 
●圧縮板の圧縮方法を中心値を基準に 
 圧縮板機能のON/OFFで生じる気配飛び事象の改善。中心値を中心に圧縮（売りの歯抜けは上から中心値   
 に向かって圧縮、買いの歯抜けは下から上に向かって圧縮）する仕様に修正することで改善。 
 
●圧縮時も発注可能に 
 P5の通り圧縮板機能をONにしている状態ではマウス取引を許可していない仕様を、許可する仕様へ改善。 
 
●フル板にもサマリー板機能を追加 
 現在フル板発注以外の板気配画面にて採用しているサマリー板機能をフル板発注にも追加。 
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◇kabuステーション® Ver4.2.0  

■残高照会の小数点取扱について： 
2014年7月22日（火）～TOPIX100構成銘柄少数点呼値導入後の残高照会の時価/評価額/損益/建玉単価/ 
建玉金額についてご案内いたします。 

kabuステーション® Ver4.2.0 

時価 

  現物 
        時価（小数点表示） 
 
  信用 
  （合計行） 
    時価（小数点表示) 
  （明細行） 
        時価（小数点表示) 

評価額 

  現物 
        時価 × 数量（小数点以下切り捨て） 
 
  信用 
  （合計行） 
        時価 × 数量（小数点以下切り捨て） 
  （明細行） 
        時価 × 数量（小数点以下切り捨て） 

損益 

  現物 
    評価額 －（建玉単価×数量） (小数点以下切捨て) 
 
  信用 
  （合計行） 
    明細行の合計 
  （明細行） 
    買：評価額 － 建玉金額(※1) (小数点以下切捨て) 
    売：建玉金額(※1) － 評価額 (小数点以下切捨て) 
 
※1 ((建玉単価 x 数量)の合計値 / 数量の合計値) × 数量の合計値（少数点操作はしない） 

建玉単価 

  現物 
  買付金額(合計) ÷ 数量(合計) （少数点切り上げ） 
 
  信用 
  （合計行） 
    建玉金額(合計) ÷ 数量(合計) (小数点以下四捨五入) 
  （明細行） 
    建玉単価 (少数点表示） 

建玉金額 

  現物 
   表示なし 
 
  信用 
  （合計行） 
    時価 × 数量（小数点以下切り捨て） 
  （明細行） 
    時価 × 数量（小数点以下切り捨て） 

残高照会の小数点取扱について 
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●ご注意事項 
■証券投資は価格の変動等により投資元本を割り込むことがあります。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。 
■信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引は、 
 保証金または証拠金以上のお取引が可能であるため、保証金や証拠金を 
 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、信用取引・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。 
■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。 
◆ご投資にかかる手数料等およびリスクについてはこちら 
→ http://kabu.com/info/escapeclause.asp 
◆ご意見・苦情について（当社以外の窓口）特定非営利活動法人 
→ 証券・金融商品あっせん相談センター 電話：0120－64－5005 
 
カブドットコム証券株式会社 
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                        2014年7月22日更新 

●課金ルール等 
※kabuステーション®利用料、フル板利用料ともに、月単位（当月第2営業日開始～翌月第1営業日終了）での契約とし、毎月
第2営業日早朝に無料利用条件の判定を行います。無料利用条件に該当する場合、当月は自動的に継続してご利用いただけます。
無料利用条件に該当しない場合、契約は自動的に終了しますので、再度ご利用になりたい場合は別途お申込ください。 
※kabuステーション®利用料、フル板利用料ともに、月の途中でのお申込の場合、当月の利用料はお申込日から翌月第1営業日
までの残営業日数での日割り計算となります。 
※お申込はログイン後お申込ページから簡単にお申込いただけます。お申込の際は「出金可能額」が利用料以上あるか、無料 
利用条件を満たしている場合のみお申込いただけます。どちらも満たしていない場合は「出金可能額」が利用料以上となるよう 
ご入金いただければお申込可能となります。なお、信用取引、先物OP取引、FX（シストレFX・店頭・OSE・くりっく365）・ 
取引所CFDをお取引いただいているお客様は、保証金（証拠金）から預り金への振替が必要な場合があります。振替方法に 
ついては第11章をご覧ください。 

広範な無料利用条件により、当社でお取引いただいている多くのお客さまがkabuステーション®を無料で 
ご利用いただけます。利用料も低価格に抑え、ご要望の多かった課金方法もシンプルな内容に改善しました。 

●kabuステーション®・フル板オプション利用料金/無料利用条件 

無料利用条件/月額利用料金/ご注意事項 

◇無料利用条件/月額利用料金/ご注意事項 

利用時期 初回申込みの翌々月第1営業日まで 初回申込みの翌々月第2営業日以降 

信用口座 

開設済 

  本体・フル板オプションともに 完全無料（0円） 
  （新たに信用口座を開設する場合は開設完了日以降の申込から無料） 

信用口座 

未開設 

  本体・フル板オプションともに 

  無料（0円） 

 本体料金：900円（税抜）※1 

 フル板オプション：200円（税抜）※2 

※1 kabuステーション®（本体） 無料利用条件（以下のいずれかに該当すれば無料） 
 ・ 当社全取引における約定回数が1回以上で翌月無料 
 ・ お申込日の前営業日（継続は前月末）のお預り資産100万円以上で翌月無料 
 ・ 先物オプション、FX、取引所CFDいずれかの口座を新規開設すると翌月無料 
※2 フル板オプション 無料利用条件（以下のいずれかに該当すれば無料） 
 ・ 当社全取引における前月の手数料実績30,000円以上の場合は翌月無料 
 ・ kabuステーション®（本体）の無料利用条件に該当し且つ先物OP口座を開設済みである場合は無料 
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