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カブドットコム証券株式会社
代表執行役社長

齋藤 正勝

CEO Interview

新たなサービスで、さらなる
好成績をサポートします。

アベノミクス相場を経て、
リスク管理、銘柄選別が
求められる時代へ 。

※取引所公表数値より当社計算。上記データは一般信用分を含んだデータです。二市場、当社ともに信用評価損益率は以下の数式にて算出。
   信用評価損益率＝評価損益÷信用建玉残高（買建のみ）
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※取引所公表数値より当社計算。
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個人の株式委託売買市場に占める
当社株式売買代金シェア推移
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11.48
%

―アベノミクス効果を受けての日経平
均株価の推移、昨今の経済情勢につい
て、どのように見ていらっしゃいますか。

今年4月には、日経平均が15年ぶりに2
万円超えを果たし、東証一部市場の時
価総額も過去最高を更新するなど、良
好なマーケット環境が継続していること
は、お客さまの投資をサポートする当社

グローバル規模で、日本株を再評価する時代が到来

さらなる顧客投資成績向上のために、邁進します

ビッグデータ処理により、売買高が急増
すると予想される銘柄をランキング化する
もので、信用取引口座を開設済みのお客
さまは無料※でご利用いただけます。また、
こうした売買高急増銘柄への素早い
エントリーを実現する、超高速システム
基盤「RAIDEN®」も開発し、高い評価を
いただいています。かつてであれば機関
投資家しか使えなかったこうした高度な

―お客さまの投資成績を後押しして
いくべくリリースした新たなツール、今後
の取り組みについて教えてください。

先述したように、今後は銘柄の選別も成績
を左右する大事なカギとなるでしょう。そこ
で注目いただきたいのが、今年5月、当社
の「kabuステーション®」に追加した新機能
「予想売買高急増ランキング」です。高速

投資ツールをご提供し、プロとの格差を
解消していく。それが私たちの使命です。
個人の投資家も機関投資家と同じ土俵で
好成績を狙えるのはもちろん、投資期間
の期限などの制約がない分、個人により
有利な時代が到来しているといってもいい
でしょう。
釣りやゴルフなどと同様、投資も“道具
選び”が肝心です。当社のようなネット

証券であれば、質の高い道具が低コスト
で手に入る。コスト負けを気にせず、存分
にご利用いただきたいですね。
また、今後の目標としては、コンプライ
アンスを担保しながら、お客さま同士が
情報交換できるようなインフラの提供、
“投資環境のソーシャル化”も目指して
います。ぜひご期待ください。

好調な投資成績を背景に、株式シェアも拡大中

当社もポジティブに捉えています。
円安などの追い風を受け、企業の利益
も過去最高を記録。企業統治改革で
株主還元を増やす動きも加速化して
います。日本銀行や公的年金などの買い
支えや、また外国人投資家の間でも日本
株を再評価する動きが広がっており、
グローバルに見ても日本株に資金が流入
しやすい状況が続いています。

今秋には日本郵政グループ3社の大型
上場も迫っており、関連銘柄である金融株
は良好なパフォーマンスが継続していま
す。今年度スパンで見るならば、リスク
ヘッジをしつつ、業種や銘柄を見極める
ことで利益を上げるチャンスは大いにあ
り、ぜひお客さまにはより高い成績を目指
していただきたいと考えています。

―アベノミクス効果を受けての日経
平均株価の推移、昨今の経済情勢につ
いて、どのように見ていらっしゃいますか。

今年4月には、日経平均が15年ぶりに
2万円超えを果たし、東証一部市場の
時価総額も過去最高を更新するなど、
良好なマーケット環境が継続している
ことは、お客さまの投資をサポートする

ことは、感慨もひとしおです。
そして何よりうれしいのは、シェア拡大に
伴い、当社のお客さまの「信用評価損益
率（買残）」の二市場合計との較差が
6.37％（2015年3月27日時点）を記録する
など、好成績が継続していることです。
昨今の良好な相場環境もその一因です
が、当社としてリスク管理追求型の投資
スタイルを推奨してきたことも、そのベース

―株式市場での株式売買代金シェア
が２０１４年12月に10％、今年3月に11％
を超えるなど、過去最高値を更新した
ことについて、どうお考えでしょうか。

当社は、２０１４年11月19日に創業15周年、
今年3月17日には東証一部上場10周年
を迎えました。このような節目の年度に
株式シェア10％という大台に到達できた

にあると考えています。
よく言われていることですが、投資成績を
上げる秘訣は大きく負けないこと。その
点、当社のお客さまは金融リテラシーが
高く、損切りが早い。下落局面でも、信用
取引で売りを活用したり、日経平均や
ＴＯＰＩＸに連動するレバレッジ型ＥＴＦを
ショートするなど、しっかりとリスクを制し、
下落相場をも味方につけているお客さま

が多くいらっしゃいます。
アベノミクス相場も3年目に入り、普通に
買って持っていれば儲かった時代から、
リスク管理が成績を左右する局面にさし
かかってくるでしょう。機関投資家と同様、
個人も手軽にリスクヘッジができるツール
や金融商品を豊富にラインナップして
おりますので、さらに多くのお客さまに
活用いただきたいですね。

※利用料金・無料利用条件詳細はP.8

3月27日時点で
これだけの較差を記録

2014年11月
新システム基盤「RAIDEN®」リリース

6.37
%
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実際にいただいたお客さまの声をご紹介します。
～ カブドットコム証券の褒められ商品・サービスベスト16 ～

このページでは、2015年2月に実施したアンケート、およびお客様サポートセンターへ寄せられたお客さま個人の感想を　　　ご紹介しており、投資成績を保証するものではありません。各商品、サービスの詳細は当社ホームページ等でご確認ください。

Customer’s Voice

現物株式の取引を知識ゼロで始めても銘柄検索などの基本的な操作は感覚的にできました。 塩漬け株も貸しておくだけで貸株料がもらえる貸株サービスを活用しています。

（40代男性）

（50代男性）

（40代男性）

（40代女性）

（40代男性）

（40代男性）

（30代男性）

（30代男性） （30代男性）

三菱東京ＵＦＪ銀行とで即時入金できるのが
非常に良いです。

7Voice

6Voice

kabuステーション®のおかげで迅速な取引が
でき、売買タイミングも逃さず取引でき満足しています。

現在保有しているものと、今後買おうと考えているものがまと
めてひとつの画面で見られるカブボード®が気に入って
います。カブボードチャートがすぐにみられるようになっている
のも便利です。

逆指値はもちろん、W指値®や±指値®（プラマイ
さしね）、Ｕターン注文®など、仕事でザラ場を見る
ことができなくても、自動売買ができるので
大変助かってます。躊躇無く利益確定、損切りが
できるので自分にはピッタリです。

携帯電話やスマホからのカブボード®の
チェックや注文がやりやすいです。

オンラインセミナーや、各地で開催されるカブ四季
総会やセミナーは、無料であるにもかかわらず、非常に有益
な情報が満載です。株式投資に関する相場観を身につけること
ができ、投資戦略に大いに役立っています。

親からの相続を機に、某対面証券で株式投資を始めました。約３年前にカブドットコム証券の
手数料の安さに魅力を感じて全株式を移管しました。

（40代男性）

（40代男性）

一般信用売りが他の証券会社と違って充実しているのが良いです。
逆日歩を気にしなくてすみますのでよく利用しています。

kabuステーション®の新機能については       へP.7

（30代男性）

NISAを利用していますが、投資資金がまだ少ないなかで、小さいなりにもプチ株®

でポートフォリオ形成できるのは大きなメリットです。さらに積立でドルコスト平均投資が
できる点も魅力です。

先物取引手数料が安くなりましたので、売買が多い方には非常にありがたい
と思います。

まだ勝てるトレーダーにはなっていませんが
シストレFX®はその可能性を提示して
くれました。

（40代男性）

ウルトラチャートはいろいろな視点から、
値上がりしそうな銘柄を検討できるので、
重宝しています。

フリーETFは主要指数に連動するETFが売買手数料
無料で売買できるので、対象の指数の変動に沿って、いわゆる
「１カイ２ヤリ」で小さい利益を積み重ねやすいです。（50代男性）

（40代男性）

（30代男性）

カブドットコム証券の投資信託は、種類が豊富なうえ、ノーロードも
多く、分散投資しやすいです。
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まずはニュースや新聞、四季報などを参考にしながら、とにかく多くの
銘柄を見て、コレ！と思える銘柄を発掘することが大前提となります。
銘柄選びのポイントは大きく分けて3つ。まずは企業業績が好調か
どうか。とくに年4回ある決算発表のなかでも、第一四半期で業績の上方
修正を発表するような企業があれば狙い目です。その後も通期で上方
修正をしてくる可能性が高く、長いスパンで上昇トレンドが期待できます。
2つ目は、チャートが右肩上がりを描いているか。私は半年スパン
のチャートで判断しています。3つ目は出来高を確認し、少ないものは
外します。私の経験からいって、１００銘柄ほどリサーチし、これら3拍
子揃う銘柄は1つあればいいほう。とことん妥協なく、銘柄選びを実施
してください。
もちろん、それ以外にも旬なテーマ・材料があれば、業績やチャート
などに関係なく買うこともあります。例えば、2年前のバイオブームの時
に買った、がん領域に特化した創薬ベンチャー「ナノキャリア」（4571）
などは株価が約10倍にも上がり、利益拡大に貢献してくれました。
売り時も大事です。私のルールは買った銘柄が上昇して評価益が
増え、そのピークから10%下がったところで利益確定するというもの。
株価が高値をつけてから下げに転じても、評価益から10％以上減らない
限りは売りません。“利を伸ばす”ためには、買った銘柄が急上昇しても、
トレンドが継続している限りは乗っていくことも大事です。ただし、逆に
相場の節目が変わったと見たら、迷わず手じまうこと。私の場合、下落
トレンドの際には、日経平均のベア型ＥＴＦを購入するなどの手法でリスク
ヘッジをしています。

10年前にカブドットコム証券に口座を開き、ネット取引を始
めてからは、一切の浮気なし。同社一筋です。
第一のメリットは、マイページで無料で見られる投資情報・ニュース
が豊富に揃うこと。家では株式情報のテレビ番組をつけっぱなしに
して、気になった銘柄はすぐに調べるようにしていますが、ロイター社、
会社四季報などをベースにした企業業績がグラフィカルで見やすい
のがいい。目を付けた銘柄はカブボードフラッシュに登録し、定期的
にチェックするようにしています。
また、山田勉さん（当社投資情報室長）をはじめとする投資情報
コンテンツも充実しており、大いに参考にしています。
取引状況に応じて、信用取引の手数料が0円になるのも私のような
大口トレーダーにとっては魅力的。高い手数料を払って電話取引を
していた時代と比べると、ホント夢のようです（笑）。

株式投資を始めたのは1972年のこと。友人の家で手にした雑誌
で株の記事を読んだのがきっかけでした。当時の株式相場は、田中
角栄が唱えた“列島改造ブーム”によるバブルの真っ最中。私のような
素人でも、資産がすぐに倍になったんです。ところが、「株って簡単に
儲かるもんなんだな」と思ったのもつかの間、数か月後、相場が大きく
崩れた。積み上げた利益をすべて失ってしまいました。
しかし、一旦、株の面白さにはまってしまったら最後、ヤメられない（笑）。
本格的に勉強を始め、一層のめり込んでいきました。とはいえ、その後
も成績は一進一退。リーマンショックを始め、下落相場に見舞われる
たび、大損失を繰り返してきたのが実情です。
その流れを変えてくれたのが2012年12月11日からのアベノミクス
相場でした。安倍首相の経済政策、黒田日銀総裁のデフレ脱却に
向けての力強い発言を聞いて、相場の潮流が変わると確信。これまで
のうっ憤をはらすかのように信用取引で目いっぱい購入したところ、
これが大当たりしたんです。
しかし、これまでの経験からも「調子に乗り過ぎかな」とも思い、
利益確定をしていたところで2013年5月23日の急落がきたんです。
そこで押し目買いができたのがよかった。現時点（2015年5月時点）で、
6億円まで資産を増やすことができました。

短期的には調整する局面もあると思いますが、長期的には強気に
見ています。今注目しているのが、米利上げの動き。一般的には株価に
ネガティブに働くと懸念されていますが、実際に利上げが敢行され
たら、材料出尽くしで上昇相場が来ると私は見ています。
アメリカは経済も好調で、図体が大きい100トンタンカーみたいな
国だから、ほんの少し舵を切ったぐらいでは、実態は大きく変わらない。
その前に日本株が調整するようなら買い場でしょう。業種では、メガ
バンクや企業再編が続いている地銀といった金融系、女性活用の
加速化で潤う人材派遣などにも注目しています。　
こうした思惑が当たった時の喜びは何物にも代えがたいもの。私に
とって、株の取引は“生きている実感”そのものなんです。だから、
損しても儲かっても、止めようと思ったことは一度もありません。一生、
現役トレーダーとして相場をはっていきます！

下落する銘柄に、根拠なく資金
をつぎ込むのは、失敗の道。おごり
を制し、損切りを。

確信のない
ナンピンは御法度！

1.投資
哲学 2.

損を取り返そうと焦らないこと。
“休むも相場”と心得よ。

焦るべからず。
明日も相場は続く

投資
哲学 3.

相場が変われば、有効な投資
手法も変わる。1つの方法に執着
せず、“相場は相場に聞く”べし。

得意な手法に
こだわりすぎない

投資
哲学

一丸さん 直撃インタビュー

2012年11月、いち早くアベノミクスによる上昇相場を予感し、
ベア型ETFを活用したリスク管理などで資産の大幅拡大に

果敢に買いポジションを増加させつつ、2013年5月の急落も鋭く察知。
成功したトレーダー・一丸さんの投資哲学にせまる。

銘柄選びとリスクヘッジで 上昇相場をモノにする投資哲学

一丸さん流投資哲学 　 箇条3

アベノミクス効果で資産約30倍！

大学卒業後、製薬会社に勤務するが1972年に
株式投資に目覚め、相場の世界へ。生涯相場
現役を目指す。株式投資歴40年以上、カブコム
利用歴10年。

一丸さん（ニックネーム）

（仮名）

PROFILE

資
産
約
　　
　
億
円

66

株式投資歴40年以上、
カブコム利用歴10年

Trader’s Philosophy

資産約2,000万円

一丸さんが投資を始められた頃からの日経平均株価チャート
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バブル景気
最高潮に

アベノミクス到来

バブル景気
スタート

日経平均20年ぶり
最安値更新
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kabu.com投資情報室 オススメ活用術

投資アナリスト
藤井明代

投資アナリスト　
田中空見子
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急動意銘柄を予測して売買チャンスを   素早くキャッチ

自動売買と組み合わせて高速発注！
チャートから上値抵抗を見つける
「予想売買高急増ランキング」にランクインしたからと言って「全ての銘柄の株価が大きく動くとは

限りません。」加えて上昇が早すぎてエントリーする時間がないことも。そこで、寄り前にランクイン

している銘柄のチャートをチェック。過去の直近高値や移動平均線などで上値抵抗となって

いる価格を見つけ、その価格を上抜けたら買い発注します。抵抗となっていた価格を上抜けると、

勢いづいてさらに上昇する可能性があります。寄り前に「○○円以上になったら成行買い」という逆

指値注文を発注すれば、板に張り付かなくても自動で注文でき、時間にも余裕を持って取引できます。

全市場のランキングだけではなく、銘柄登録リストの任意のシートを選択してその範囲でラン

キングを表示することも可能。自分の保有銘柄やウォッチしている銘柄に出来高が急増しそうな

動きがあればすぐに分かります。この機能でオススメしたいのがテーマ株。自動運転関連など

関連銘柄がたくさんあると、実際どの銘柄がよく動くかの判断は難しいもの。そこで関連銘柄を

リストに登録しておき、予想売買高急増ランキングに入ったものを集中的に狙えば、出来高が

多く急騰しやすい銘柄を効率的に売買することができます。

リアルタイム
　株価予測に
最新機能を搭載

！

急動意銘柄を精密予測する新機能！

バックテストで実証！３時間後にメガネスーパー高騰！

任意の銘柄をランキング表示して
テーマ株物色も乗り遅れずにエントリー！

※予想売買高急増ランキングは「リアル      タイム株価予測」の最新機能です。ご利用いただくには、kabuステーション®およびフル板オプションのご契約が
必要ですが、信用取引口座を開設済の      お客さまはkabuステーション®・フル板オプションともに無料（0円）でご利用いただけます。

機関投資家並みの銘柄検索機能による
最先端のオンライントレード環境を
ご体験ください。

9時38分の時点で
予想売買高急増
ランキングに登場

kabu STATION’s New Function

最新
機能

引け時点での売買高の予想値を自動更新。
前営業日等との比較で急増が予想される
銘柄がランキング上位に。

前回高値を上抜けるところで成行買い！
自動売買逆指値であらかじめ仕掛ける！

がついに登場

「予想売買高急増ランキング」は、全上場銘柄について銘柄毎に最大過去25営業日分
の1分足ベースでの売買高情報を保持し、寄付前の気配情報から仮想の板寄せを行う
ことにより算出される推計売買高、および立会中の実際の売買高を比較した結果を「売
買高倍率」としてランキング化し15秒間隔でリアルタイム更新いたします。銘柄毎に1日
の累計売買高に対する立会中の1分間毎の売買高の分布比率を約400万件のビッグ
データとして保持し、さらに秒間で最大数万件とされる取引所の気配値情報・約定情報
と比較・ランキング化することにより、各銘柄の過去の立会中の売買動向にあわせ、高
精度かつスピーディに立会中の動的な売買高の変化を把握することが可能となります。

2015年4月15日に実際のザラ場データにて実施した当社社内テストにおいて、メガネ
スーパー（3318）が予想売買高急増ランキングに登場した際の事例です。予想売買高急増
ランキングにおいては、同日9時38分の時点で予想売買高倍率27.2倍でランキング33位で
初登場※し、売買高急増を検知しました。後場からさらに売買高が膨らみ、同日引け時点での
売買高は4,617万株となり前5営業日の平均売買高の33万株の140倍に、株価についても
ランキング登場時点の46円から高値64円まで39％の値上がりとなりました。
※予想売買高急増ランキングの銘柄設定条件は、過去5営業日の平均売買高との比較かつ売買代金
1億円以上としております。　

【kabuステーション®
 利用料金・無料利用条件】

＊1 kabuステーション®（本体）無料利用        条件（次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約定回数       が1回以上の場合 
●お申込日の前営業日（継続は前月末）の        お預り資産100万円以上の場合 
●先物オプション、FX、取引所CFDいずれ        かの口座を新規開設した場合

＊2 フル板オプション無料利用条件（次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  
●kabuステーション®（本体）の無料利用条件に該当し、且つ先物・
オプション口座を開設済みである場合

信用取引口座の
開設で基本料金も
フル板オプションも
完全無料!!

初回申込みの翌々月第1営業日まで

本体・フル板オプションともに
無料（月額0円）

        本体・フル板オプションともに完全無料（月額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お申込みから無料）

本体料金：月額900円（税抜）＊1
フル板オプション：月額200円（税抜）＊2

利用期間

信用口座開設済

信用口座未開設

初回申込みの翌々月第2営業日以降

PC版 kabuステーション®とクラウド上で
同期する2,000件の銘柄登録リスト
スマホならではの操作性を追求した
2way注文・板発注・発注パネル

外出先でも超高速
トレードが可能に。

kabuステーション® スマホアプリ

詳しくは
http://kabu.com/kabustation/feature/

検索kabuステーション

カリスマトレーダーのスペシャル対談も掲載中！

ヤーマン氏
若きカリスマトレーダー

むらやん氏
敏腕億トレーダー



Point!

Point!

Point!

2015年6月27日現在

さらに！さらに！
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＊2015年6月1日現在、各社ホームページを参考にカブドットコム証券が作成。当社、SBI証券（投信マイレージサービス）と楽天証券（投資信託資産形成ポイント）は1ポイ
ント=1円、マネックス証券（マネックスポイント）は1ポイント=5円とし、各社の最低ポイント交換単位にて試算。 
※ポイントの付与は当社指定の投資信託が対象となります。※本ポイント導入後に、信託報酬（販売会社代行手数料率）の改定が行われ年率0.24％未満となった場合等
は、当社の判断によりポイント付与集計対象の投資信託から除外となりますので予めご了承ください。※詳細は、WEBサイトで「毎月ポイント」のサービスをご確認ください。
※当社取扱の投資信託のみ移管可能です。移管申請前に当該投資信託の当社取扱状況のご確認をお願い致します。
※上記はシミュレーションです。ポイントは日々変動する基準価額に基づく投信時価残高により集計されるものであり、ポイント付与をお約束するものではございません。

20たとえば保有金額
2,000万円なら

240ポイント
うち200ポイントで

毎月 1年
間で

ポイント
貯まる

60たとえば保有金額
3,000万円なら

720ポイント
うち700ポイントで

毎月 1年
間で

ポイント
貯まる

2万円2万円

7万円7万円

2,000万円＋1,000万円=3,000万円達成
他金融機関で保有する1,000万円の投資信託を、当社でおまとめすれば

ポイント　　 ！ポイント　　 ！2倍2倍2倍2倍

投資信託「毎月ポイント」
預けるだけでポイント貯まる。貯めたポイントは現金に

投資信託の預け先はカブコムで決まり！

100ポイントで10,000円と交換可能

お預かりの投資信託100万円ごとに毎月1ポイントを加算。
さらに合計3,000万円以上なら、加算ポイントが2倍に！

投資信託は「どこに預けるか」でおトクさに差がつきます。
当社なら預けているだけでポイントが毎月加算されます。

お申込み手続きは不要です。
当社に投資信託をお預けいただければ、
自動的にポイントが付与されます。
他社に預けている投信がありましたら
ぜひ当社におまとめください。

kabu.yomu NEWS

カブドットコム
でまとめて

お得に!

還元率は
ネット証券

No.1No.1No.1＊

月間平均保有金額
3,000万円未満 1ポイント100万円

ごとに
毎月

月間平均保有金額
3,000万円以上

100万円
ごとに

毎月

2倍！
2ポイント

詳細はこちら http://kabu.com/item/fund/point/
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●証券投資は、価格変動、金利変動、為替変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。●各商品のお
取引に際しては、商品ごとに所定の手数料等がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引
チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。各商品
の手数料等の情報の詳細については、ホームページの手数料（http://kabu.com/cost/）にてご確認くださ
い。●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。●前金商品（投資信託等）をご購
入の場合には、お申込みから約定までの間に現金買付余力がないと注文が取り消しとなる場合がございます。
株式発注金額は、約定・未約定にかかわらず優先して拘束されますので、前金商品（投資信託等）の申込条件
を満たさない場合もあります。投資信託等をお申込みの場合は、オンライントレード規定・目論見書補完書面に
記載するご注意事項や申込画面等のご注意事項を十分にご確認ください。●お取引の際は、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、取引ルール、取扱商品の重要事項の説明をよくお読
みいただき、商品特性やリスクを十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任で無理のない資産運用を行ってく
ださい。各商品のリスクについては、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」にてご確
認ください。●株式は、発行体の業務・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等、上場投資信託
（ETF）および上場投資証券（ETN）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場不動産投資信託
証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失
が生じるおそれがあります。ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投
資金額を全額失うことがあります。新規公開株・公募株のお申込みの際には目論見書をよくお読みください。
●投資信託は、主に国内外の指標、有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額
は、組み入れた国内外の指標、有価証券、商品、不動産等の価格変動、為替相場の変動により損失が生じるお
それがあります。投資信託は、個別の銘柄ごとに販売手数料とは別に、信託報酬・解約手数料・その他手数料
等を要するものがありますが、銘柄ごとに要件・料率等が異なりますので、具体的な金額または計算方法を記載
することができません。投資信託のお取引に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面、
重要事項に関する説明等をよくお読みください。●信用取引、指数先物・指数オプション取引、外国為替証拠
金取引では、差し入れた保証金等以上のお取引が可能であるため、保証金等を超える大きな損失が生じるおそ
れがあります。●信用取引、指数先物・指数オプション取引には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。●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。信用取引の買建は買付代金に対する金利、売建は売付株
式等に対する貸株料がかかり、その他に品貸料（逆日歩）、管理費、名義書換料、権利処理手数料が発生する
場合があります。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。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。●指数先物・指数オプション取引は、対象とする指数の変動等により価格が上下
するため、損失が生じるおそれがあります。証拠金は「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」です。そのため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定でなく明記することができませ
ん。●オプション取引の買い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
資金の全額を失うことになります。オプション取引の売り方は損失が限定されておりません。●日経平均Ⅵは、日
経平均株価が急落するときに急上昇するという特徴があることから、日経Ⅵ先物の売り方はその損失が指数先
物取引と比較して非常に大きくなるおそれがあります。お取引の際には、契約締結前交付書面をよくお読み下さ
い。●外国為替証拠金取引は、損失が一定比率以上になった場合、自動的に反対売買により決済されるロス
カットルールが設けられていますが、相場の急激な変動により、差し入れた証拠金の額を上回る損失が生じるこ
とがあります。●外国為替証拠金取引は、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等により損失が生じるおそ
れがあります。●外国為替証拠金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。お客様が差し入
れなければならない証拠金額（1万通貨あたり）は、次のとおりです。＜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、 店頭FX：通貨ペアにより25,000円～1,000,000円、シストレFX®：建
玉金額の4%＞※ご意見・苦情については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：
0120-64-5005（当社以外の窓口）までお問い合わせください。※掲載情報は2015年6月27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にてご確認ください。
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〈ご投資にかかるリスクについて〉
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