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第１０章 取引実例集 

本章では、現物株式・信用取引・指数先物取引・指数オプション取引の 

基本的な発注方法についてご案内いたします。 

第１０章 取引実例集 
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「発注パネル」「個別銘柄・複合」「チャート」等に
ある「HOTキー」をON（点灯）にしておくと、「銘
柄登録リスト」の銘柄名のダブルクリックで連動し、
「個別銘柄・複合」に銘柄が反映します。 

取引実例集 

■ 複数ツールとの組み合わせ： 
高機能株式スクリーニングツール｢kabuナビ｣で配当利回りが高い銘柄をスクリーニングし、kabuステーション
で買注文を発注いただく等、複数のツールを組み合わせて取引をする例をご説明いたします。 

 

●kabuナビ 

①高機能スクリーニングツールkabuナビにて、「詳細条件設定」の｢財務｣ー｢配当利回り｣や、 
｢コンセンサス｣ー｢配当利回り(予)｣を選択し検索(スクーニング)します。 
 
②①でスクリーニングした銘柄をkabuステーションに登録します。HOTキーを使用することにより、 ③発注
パネル、チャート、ニュース、銘柄個別ウィンドウなどに連動させることができます。HOTキーについては 
第4章 、 kabuナビの詳細については http://kabu.com/tool/kabunavi/default.html  をご参照ください。 

① 

② 

kabuナビはマイページより起動することができます。 
ほかにもkabuスコープやkabuカルテ等、様々なツールと組み合わせてみてください！ 

◇配当利回り良い銘柄を買いたい  

kabuナビを使用して「配当利回り」
でスクリーニング 

スクリーニングした銘柄を銘柄登録リ
ストに登録しダブルクリック 

③ 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/tool/kabunavi/default.html
http://kabu.com/tool/kabuscope/default.html
http://kabu.com/tool/kabuscope/default.html
http://kabu.com/tool/kabukarte/default.html
http://kabu.com/tool/kabukarte/default.html
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■株主優待取りの際のツナギ売り： 
P3でご紹介したkabuナビは、株主優待がある銘柄をスクリーニングすることもできます。 
一般信用取引は、多くのお客様に優待取りの際のツナギ売りにご活用いただいております。 
詳しくは、【株主優待を信用取引で賢く獲得するテクニック】(PDF形式)をご覧ください。 
 

① 一般信用売建可能銘柄検索 
優待を取りたい銘柄が決まったら、一般信用売建ができる銘柄がどうかを確認しましょう。 
 

◇優待取りの際にツナギ売りをしたい１ 

取引実例集 

●一般信用売建可能銘柄検索ダイアログ 

※上記操作画面は一例となります。2018年11月17日以降、弁済期間は最長10年に変更されます。 

http://kabu.com/tool/kabunavi/default.html
http://kabu.com/tool/kabunavi/default.html
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
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●発注パネル（現物買い） 

●発注パネル（信用新規売り） 

③ 発注 
実際に現物買いと信用新規売建注文を発注をして、 
権利落ち後の値下がりヘッジが可能なポジションを 
組みましょう。 
 
現物買い＋信用新規売建以外にも、信用新規買建 
(約定後→即品受)＋信用新規売建からエントリーする
方法もあります。 
 
詳しくは、【株主優待を信用取引で賢く獲得する 
テクニック】(PDF形式)をご覧ください。 
 

●バスケット発注を使う 

バスケット発注（第7章）を使用し、優待取りのツナギ売りポジションを一括発注することもできます。 

銘柄登録リストからドラッグ＆ドロップすることで、
各種発注ダイアログ（発注パネル等）に銘柄を登録す
ることができます。 
 

◇優待取りの際にツナギ売りをしたい２ 

取引実例集 

●銘柄登録リスト 

④ 品渡で決済する 
現行のkabuステーションでは品受／品渡ができないため、下記メニューより会員画面に遷移後、品渡を
行ってください。 

ログイン後マイページにて品渡処理 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/shinyo_yutai.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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■先物とオプションでリスクヘッジ： 
日経225先物を買建しながらも、値下がりした場合に備えてオプションでヘッジをする際にも、 
kabuステーションで素早い発注が可能です。 
例：日経225先物3限月の買建とオプションPUTの買による合成ポジション 
 

銘柄登録リストや先物リスト→ 
右クリックより、各種注文ダイアロ
グを起動することができます。 

オプションビュー→右クリックより、
オプション注文ダイアログを起動 
することができます。 

◇先物とオプションでリスクヘッジ 

本章P5同様に、先物＋オプションの合成ポジション組成もバスケット発注が便利です。 
詳しくは第7章をご参照ください。 

取引実例集 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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◇為替マーケットを見ながら売買 

■為替マーケットを見ながら売買： 
kabuステーションでは為替情報がリアルタイムでご覧いただける「マネービュー」があります。 
また、為替(シストレFX)チャートを表示させることもできます。 
為替相場を見ながら投資タイミングを逃すことなくお取引いただけます。 
 
 ●マネービュー（リスト） 

●マネービュー（ボックス） 

●銘柄登録リスト 

●各種の発注ダイアログ 

●為替チャート →第8章をご参照ください。 

7 

(例)：マネービューや為替チャートを見ながら、為替
感応度の高い銘柄の取引を素早く行うなど。 

取引実例集 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter8.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter8.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter8.pdf
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銘柄登録リストに登録 

◇ランキングを活用した売買 

■ランキングを活用した売買： 
ランキングにて、値動きの激しい銘柄や値上がりしている銘柄を確認し、銘柄登録リストに登録 

しておくことで、機を逃さず素早く発注することができます。 

●ランキング 

●チャート 

●事象リスト 

●銘柄登録リスト 

ドラッグ＆ドロップ(⇒第4章)で
銘柄登録リストに登録できます。 

ホットキー(⇒第4章)ONで、
チャートへも連動可能です。 

取引実例集 

●発注パネル 

タイミングを見て、HOTキー連動や 
ドラッグ＆ドラップで銘柄登録し、 
すばやく発注 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
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■スプレッド取引とは 
NTスプレッド取引とはインデックス間スプレッド 
取引の一種です。 
 
例えば、日経225先物が割高だと判断する場合は、 
日経225先物を売り建て、割安だと判断するTOPIX先物 
を買い建てることにより、両指数の乖離が拡大する際に 
利益を狙います。 
 
2つの指数のスプレッドの拡大・縮小を分析、予想する 
取引のため市場全体の上げ下げの影響を受けにくいのが 
特徴です。 
 
日経平均株価指数をTOPIXで割った数字をＮＴ倍率と言います。 
日経平均はハイテク株などの値がさ株の影響を受けやすく、 
TOPIXは時価総額の大きい金融セクターなどの影響を受けやすいという特徴があります。 
 
ハイテク株などの上昇は、【日経平均株価が上昇→ＮT倍率が上昇】の連鎖を生じさせます。 
同様に、金融株など上昇は【ＴＯＰＩＸ上昇→ＮＴ倍率が低下】の連鎖を生じさせます。 
 
NT倍率が上昇すると判断するのであれば、Nを買い、Tを売り 
NT倍率が下降すると判断するのであれば、Nを売り、Tを買い となります。 
 

日経225先物のTOPIX先物で割高な方を「売」にセットし割安な方を「買」にセットします。 
バスケット発注の詳細は第7章をご参照ください。 

バスケット発注の活用例 

◇NTスプレッド取引 

■ランキングを活用した売買： 
日経225先物取引とTOPIX先物取引でNTスプレッド取引を行う場合もバスケット発注が便利です。予め 
注文をセットしておくことができるので、相場状況を見ながらワンアクションで発注することができます。 
当社はミニTOPIX先物を取り扱っておりますので、日経225miniとミニTOPIX先物を組み合わせて、ラージよ
り少ない金額で「ミニNTスプレッド」をお取引いただけます。 

●バスケット発注 

日経225先物・TOPIX先物とNT倍率の関係 

ハイテク株上昇・日経225上昇 ⇒ NT倍率上昇 

ハイテク株下降・日経225下降 ⇒ NT倍率下降 

金融株上昇・TOPIX上昇 ⇒ NT倍率下降 

金融株下降・TOPIX下降 ⇒ NT倍率上昇 
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http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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◇カレンダースプレッド取引 

■カレンダースプレッド取引： 
異なる限月のオプションを使い、タイム・ディケイ（時間的価値の減少）による利益を狙うカレンダー 

スプレッド取引行う場合もバスケット発注が便利です。 

●バスケット発注 

カレンダースプレッド取引は、同権利行使価格のオプションで期近限月のオプションを売り、 
期先限月のオプションを買うポジションとなります。 
バスケット発注の詳細は第7章をご参照ください。 

●カレンダースプレッドとは 
 
「カレンダー・スプレッド」とは同一権利行使価格で期近の限月のコール（プット）を複数枚売り、
期先の限月のコール（プット）を1枚買って、タイム・ディケイ（時間的価値の減少）の差を利用 
して利益を上げる投資方法です。 ※期近プット売るならば期先プットを買い、期近コールを売る 
ならば期先コールを買います。 
 
受取代金＞支払代金になるように、売り付ける期近のオプションの枚数を調整します。残存日数が 
少ないオプションの方が、残存日数が多いオプションより時間的価値の減少率が大きいことを利用 
して行う取引です。 
 

●一括返済をセット 
 
どのようなポジションを組むにしても、思惑と異なる
方向へ値動きをすることがあります。そのような場合
に素早く返済を行うため、バスケット注文を使い、 
合成ポジションごと一括返済することが可能です。 
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バスケット発注の活用例 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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●アービトラージ(裁定)取引とは 
 
   株式、為替、金利、債券、コモディティなど多くの商品が世界中の市場で 
   日々取引されていますが、同じ商品であっても、市場の違いにより 
   価格差が生じたり、現物の取引価格と先物の理論価格の間に価格差が 
   生じたりすることがあります。この市場にできる価格差を利用して利益を 
   獲得しようとする取引をアービトラージ(裁定)取引といい、同一の性格を 
   持つ２つの商品の間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、 
   収益を狙う取引です。 
 
   ここでは、TOPIX先物/ミニTOPIX先物とETF（上場投資信託）を 
   組み合わせる手法を取り上げます。 
 
   例えば、今後も円高がしばらく定着して輸出中心の機械セクターが 
   下がると判断する場合、業種別ETFの機械セクターを売り、TOPIX先物を買います。 
   テクニカル／ファンダメンタルどちらのアプローチでも、特定の業種について上昇予想なら、 
   そのETFを買い。TOPIX先物を売る、あるいは、特定業種につい下落予想なら、その業種別ETF 
   を売って、TOPIX先物を買うということです。  
 
             ここでのポイントは、業種別ETFと組み合わせるのは、日経225先物 
             ではなく、TOPIX先物の方が有効であるということ。 
             日経平均の構成銘柄数は少なく、市場全体とは異なった動きをすることが 
             あるからです。市場全体を網羅するTOPIXならではの手法だと思います。 
 
             デリバティブには、たくさんの収益チャンスが隠されています。 
             ETFとの併用はその代表的な手法ですが、わかりやすさの点で、 
             これからやってみようというお客様には入りやすいかもしれません。 
              
              
           

◇TOPIX先物とETFを使ったアービトラージ 

■カレンダースプレッド取引： 
日経225先物とETFを組み合わせたアービトラージ（裁定取引）も、バスケット発注で予め注文をセット 

することができるので相場状況を見ながらワンアクションで同時発注することができます。 

TOPIX先物とETFを使ったアービトラージはなるべく約定代金が同じになるように発注(登録)します。 
バスケット発注の詳細は第7章をご参照ください。 

バスケット発注の活用例 

●バスケット発注 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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●指数先物取引とETFを使った分配金取り 
 
   P11でご案内したアービトラージ(裁定)取引を応用しETFとTOPIX先物を 
   使って分配金を取るという手法もあります。 
 
   信用取引をされているお客様はご存じかと思いますが、ETFには配当に 
   相当する分配金がつくものがあります。TOPIX先物／日経225先物には 
   分配金がありませんから、TOPIX連動のETFを買って先物を売ることで、 
   理論的には株価の変動リスクをおさえて配当を取るという手法が 
   考えられます。 
 
   なるほど。株式と同じように3月/9月が決算で仕込めばいいんですか？ 
 
   いえ、2インデックス系のETFは1月/7月決算の銘柄が多いです。 
 
             手数料無料のフリーETFも分配金が出るんですよね？ 
 
             はい。十分な出来高があるか等注意が必要ですが、MXS225(1346)や 
             MAXISトピックスETF(1348)といったフリーETFは手数料が常に無料で、               
             分配金も出ます。 
 

◇指数先物取引とETFを使った分配金取り 

■指数先物取引とETFを使った分配金取り： 
日経225先物やTOPIX先物とETFを組み合わせたアービトラージ（裁定取引）を応用して、配当相当額を 

享受する方法をご案内いたします。 

指数先物取引とETFを使った分配金取りでは、なるべく約定代金が同じになるように発注(登録)します。 
バスケット発注の詳細は第7章をご参照ください。 

バスケット発注の活用例 

●バスケット発注 

http://kabu.com/item/free_etf/default.html
http://kabu.com/item/free_etf/default.html
http://kabu.com/item/free_etf/default.html
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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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。 

無料利用条件/月額利用料金 

◇無料利用条件/月額利用料金 
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●課金ルール等： 
※kabuステーション®は月単位（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営業日早朝に各プラン
(通常プラン、Fintechプラン、Premiumプラン)の無料利用条件の判定を行います。お客さまの前月のお取引実績等から、
Premiumプラン、Fintechプラン、通常プランの順に無料利用条件の適合状況の判定を実施し、当月は該当するプランが自動
的にご利用いただけます。通常プランについては、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。再度ご利用
になりたい場合は別途お申込いただく必要があります。 
※kabu ステーション®(通常プラン)は原則として申込時点で即時利用が可能です。Kabuステーション®(通常プラン)の無料
利用条件に該当しない場合、月の途中よりお申し込みいただいた際は、お申し込み日から翌月第1営業日までの営業日数によ
り日割りした金額をお支払いいただくことにより、ご利用が可能となります。 
なお、利用可能日が20営業日未満の場合に日割りになります。 
※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、各プ
ランの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。なお、信用取引、先物オプション取引、FX（シストレ
FX・店頭FX・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。 
※お支払いいただきましたご利用料金は、如何なる理由においても返還できません。 
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＜証券投資に関する手数料等およびリスクについて＞ 

●当社お取扱商品の手数料等およびリスクの詳細については、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、約款・
規定集および当社ホームページの「ご投資にかかる手数料等およびリスクについて」 （
https://kabu.com/company/info/escapeclause.html）等をよくお読みの上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任で
おこなってください。 

 

＜現物株式取引に関するご注意事項＞ 

●株式は、元本や利益を保証するものではありません。株式は、金利の変動、為替の変動等により価格が変動するため、投資
元本を割り込むおそれがあります。 

●現物株式の手数料の概要は次のとおりです。 

＜現物株式＞最大3,690円（税抜）（お電話での注文は、自動音声応答：100円（税抜）、オペレーター経由：2,000円（税
抜）が別途加算） 

●ETF（上場投資信託）、ETN（上場投資証券）、REIT（上場不動産投資信託）は、元本や利益（分配金を含む）を保証する
ものではありません。ETF、ETNは銘柄自身の価格の変動および連動対象となっている指数や指標の変動等、REITは銘柄自身
の価格の変動および運用する不動産の価格や収益力の変動等の他、金利の変動、為替の変動等により価格が変動するため、投
資元本を割り込むおそれがあります。 

●その他、ETF、ETN、REITの概要やリスク等については、日本取引所グループのWEBサイトをご覧ください。 

（ETF）https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/index.html 

（ETN）https://www.jpx.co.jp/equities/products/etns/index.html 

（REIT）https://www.jpx.co.jp/equities/products/reits/index.html 

 

＜信用取引に関するご注意事項＞ 

●信用取引の対象となる株式（ETF、ETN、REIT等を含む）は、元本や利益を保証するものではありません。株式は、金利の
変動、為替の変動等により価格が変動するため、投資元本を割り込むおそれがあります。 

●信用取引をおこなうには、売買代金の30％以上かつ30万円以上の保証金の差し入れが必要であり、保証金の最大約3.3倍の
お取引が可能です。信用取引は、差し入れた保証金を上回る金額の取引が出来るため、損失の額が差し入れた保証金を上回る
（元本超過損）おそれがあります。 

●信用取引に際して、売買手数料・信用管理費・名義書換料をお支払いいただくほか、買付けの場合は買付代金に対する金利
を、売付の場合は売付株式等に対する貸株料及び逆日歩（品貸料）をお支払いいただきます。信用取引の手数料等の概要は次
のとおりです。 

＜手数料＞最大1,200円（税抜） ＜買方金利＞最大3.09% ＜売方金利＞0% ＜貸株料＞最大3.9% 

●信用取引には取引期限があり、取引期限を超えてのお取引はできず、所定の期日までに反対売買がなされない時は、予め定
められた方法により決済されますが、上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限が前倒しになる場合があ
ります。信用取引の委託保証金率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更する場合があります。委託保証金
率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更することがあります。また、上場廃止、株式併合、株式分割、権
利処理等により、返済期限（期日）が前倒しになる場合があります。詳細は、当社ホームページの信用取引ルールのご案内ペ
ージ（https://kabu.com/item/shinyo/rule.html）をご確認ください。 

●制度信用取引と一般信用取引（長期、売短®）では、返済の期限等について異なる制約があります。合併や株式分割等の事
象が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限を設定することがあります。一般信用取引（長期、売短®
）の建玉について株式の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定した上で、当社が定める期日に変更する場合が
ありますが、緊急かつやむを得ない事由がある場合には、催告期間を置かずに期日を変更します。 

●一般信用「売」はすべての上場銘柄に対応しているものではありません。一般信用（長期、売短®）売建可能銘柄は日々、
貸付有価証券の調達状況等により銘柄及び株数に変更がございます。最新の銘柄情報は、当社ホームページの「一般信用（長
期、売短®）売建可能銘柄一覧」をご参照ください。 

●権利落日の取引所基準価格は、前日終値から一株当たりの予想配当額分だけ理論上値下がりします。 

●権利付最終日の大引け時点で現物買いおよび信用売建玉をしている場合、現物については税金が差し引かれた配当を受け取
り（配当金の約80％）、一般信用売建玉については配当調整金をお支払い（配当金の100％）いただきます。つきましては、
配当金の約20％の差額分をご負担いただくことになりますので、予めご注意ください。 

◇ご注意事項 
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＜指数先物取引・指数オプション取引に関するご注意事項＞ 

●指数先物取引および指数オプション取引は、元本や利益を保証するものではありません。指数先物取引および指数オプショ
ン取引は、対象指数の変動等により価格が変動するため、投資元本を割り込むおそれがあります。 

●指数先物取引および指数オプション取引をおこなうには、「SPAN®証拠金額×当社が定める掛目－ネット・オプション価
値の総額」で計算される証拠金の差し入れが必要です。なお、証拠金の額は、金融商品取引所等の規制及び当社独自の判断で
変更されることがあります。このため、取引金額の証拠金額に対する比率は一定でなく、明記することができません。 

●指数先物取引では、差し入れた証拠金を上回る金額の取引が出来るため、損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損）お
それがあります。 

●指数先物取引および指数オプション取引には取引期限があり、取引期限を超えてのお取引はできません。所定の期日までに
反対売買がなされない時は、予め定められた方法により決済されます。 

●指数オプションの買方は、期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、投資金額の全額を失いま
す。また、指数オプションの売方は、予測に反する方向へ大きく向かった場合、損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損
）おそれがあり、また損失額が限定されていません。 

●日経平均VI先物は、日経平均株価が急落時に価格が急上昇する特徴があることから、日経平均VI先物の売り方はその損失額
が株価指数先物取引と比較して非常に大きくなるおそれがあります。 

●指数先物取引および指数オプション取引の手数料の概要は以下のとおりです。 

＜指数先物取引＞1枚あたり最大940円（税抜） 

＜指数オプション取引＞約定金額×0.2%（最低手数料200円）（税抜） 

 

●掲載情報は2018年1月31日現在のものです。詳細及び最新情報は当社ホームページ（https://kabu.com/）にてご確認く
ださい。 

●お問い合わせ・ご相談・苦情等 

お客様サポートセンター フリーコール 0120-390-390 

※携帯・PHS・050で始まるIP電話からは 03-6688-8888 （※通話料は有料になります） 

●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 フリーダイヤル 0120-64-5005 

 

【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・一般社団法人 金融先物取引業協会】 

◇ご注意事項 
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