株式会社フジトミ

（取引ガイド）

株式会社フジトミ
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1614 号

ご注意

お取引開始の際には、「取引ガイド」「くりっく株 365 規定集」「取引所株価指
数証拠金取引の契約締結前交付書面」等を熟読し、取引の内容や仕組み、リ
スクについて十分にご理解をいただき、ご検討くださいますようお願い申し上げます。
取引所株価指数証拠金取引（くりっく株 365）は、証券取引所や商品取
引所で売買される取引所取引と同様に、東京金融取引所で取引される株価指
数証拠金取引です。
当社は、東京金融取引所の統一した基準によってお客様の受託業務を行い
ますが、お取引される会社によって証拠金の額や手数料に違いがあります。
当社は、東京金融取引所の厳格な参加基準に適合した会社であり、金融商
品取引法に基づいてお客様が差し入れた証拠金の全額を取引所に預託する義
務があります。
（なお、お客様から預託を受けた証拠金が当社において滞留する場合には、日証金信託銀行株式会社の
金銭信託口座で、当社の自己の財産とは区分して管理しております。ただし、日証金信託銀行株式会社
の業務又は財産の状況が悪化した場合には、証拠金の全部又は一部が返還されない可能性があります。)

取引所株価指数証拠金取引は、店頭で取引されている株価指数証拠金取
引とは異なるルールがございますので、内容や取引手法等を十分にご理解いただ
くことが重要です。

※ 「取引所株価指数証拠金取引 くりっく株 365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、
同取引所が上場している取引所株価指数証拠金取引の愛称です。
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1.１．くりっく株
くりっく株 365 365
について
について
【公的取引所による期限のない株価指数取引】
「くりっく株 365」は従来の株価指数先物取引と違い、保有する建玉について決済しない限り常にロールオーバー※1
されるため、取引期限が存在しません。

【日本だけでなく海外の株価指数も円建てで取引可能】
「くりっく株 365」では日経平均株価だけでなく、ニューヨークのダウ･ジョーンズ工業株価平均やフランクフルト証券取引
所の株価指数である DAX®、ロンドン証券取引所の株価指数 FTSE100 インデックスを対象とした取引ができ、マーケ
ットメイカー※2 が日本円（円建て）で価格提示をおこなうため、為替レートを気にせず取引することができます。

【日経平均株価指数は 24 時間取引可能】
「くりっく株 365」では、現物株市場の取引時間に縛られることなく、日経平均株価およびニューヨークのダウ･ジョーンズ
工業株価平均をほぼ 24 時間取引することができます。また、日本では株式市場が開いていない夜間や祝日でも、海
外の株式市場動向などを見ながら日経平均株価の取引ができます。

【証拠金は東京金融取引所で全額保護】
当社は、お客様からお預かりした証拠金の全額を東京金融取引所に預託する義務があります。
お客様の証拠金は全額、東京金融取引所がお預かりしており、当社が万一破綻したような場合でも、東京金融取引
所に預託された証拠金は原則、全額保護されます。また、東京金融取引所は、預託された証拠金の金額を法令に基
づき取引所の財産と分別して保管します。
※

なお、お客様から預託を受けた証拠金が当社において滞留する場合には、日証金信託銀行株式会社の金銭信託口座で、当社
の自己の財産とは区分して管理しております。ただし、日証金信託銀行株式会社の業務又は財産の状況が悪化した場合には、
証拠金の全部又は一部が返還されない可能性があります。

【レバレッジ取引のため少額から取引可能】
「くりっく株 365」は、日経平均株価（日経 225）などの取扱株価指数の 100 倍を取引単位（想定元本）とした
取引です。取引単位である日経平均株価が 100 円動いた場合、1 売買単位（枚）あたり 10,000 円の損益が発
生します。取引金額（株価の 100 倍）に対して取引に必要な証拠金は少額であり、レバレッジの効いた資金効率の
高い取引です。証拠金に対して大きな利益を期待できる反面、同様の大きな損失が発生する可能性があります。
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配当相当額とは？
株価指数を構成する銘柄について配当金の支払いが見込まれる場合には、その権利付最終日において配当相当
額の受け払いが行われます。配当相当額は、予想される配当金の支払いが株価指数に与える理論上の影響値に相
当する金額に基づいて、東京金融取引所が算出します。配当相当額は原則として「買建玉」を保有している場合は受
取り、「売建玉」を保有している場合は支払いが発生します。
※

DAX®証拠金取引については、配当相当額は発生しません。

※

配当相当額以外の株主権は付与されません。

※

配当相当額は、各株価指数のライセンサーからの予想配当情報に基づき、東京金融取引所が算出･公表します。

金利相当額とは？
「くりっく株 365」の建玉については、ロールオーバー時に金利相当額の受け払いが発生します。買方は株価指数を構
成している銘柄を保有することに伴う資金調達コスト相当額を支払い、売方は株価指数を構成している銘柄を売却す
ることに伴う資金運用益相当額を受取ります。これらの金額は取引所が指数の清算価格や円金利、外貨金利、ロール
オーバーによる受渡日の移動日数などにより計算して提示されます。
■日経 225 証拠金取引
金利相当額 ＝ 【清算価格】×100 倍×【円金利

※3

】×【日数】÷365

※3 日銀政策金利（無担保コール翌日物誘導目標）

■NY ダウ証拠金取引・DAX®証拠金取引・FTSE100 証拠金取引
金利相当額 ＝ 【清算価格】×100 倍×【外貨金利

※4

】×【日数】÷365

※4 各々の対象指数の先物市場価格から取引所が算出する金利

※1 ロールオーバー

くりっく株 365（取引所株価指数証拠金取引）では、2 銀行営業日後に決済されるものを取引対象としています。
毎日取引を繰り延べる処理をするため、期限なく取引していただけます。また、くりっく株 365 は海外株価指数の取引で
も円建て取引となるため、海外の祝日は考慮せず、日経 225 と同じ決済日となります。
くりっく株 365 において、各取引日終了時までに反対売買されなかった建玉は付合せ時間帯終了時に建玉が消滅
し、同時に消滅した建玉と同一内容の決済日が翌営業日に繰り延べされた建玉が発生します。これを「ロールオーバー」
と言います。この際、金利及び配当に相当する金額の受け払いが発生します。ロールオーバーは決済されない限り、自動
的に行われます。また、ロールオーバーには手数料は発生しません。
※2 マーケットメイカー

取引の流動性を確保するためマーケットメイカーが売り気配値と買い気配値を提示する市場の形態をマーケットメイク方
式と呼び、一般参加者の注文はマーケットメイカーの注文と相対することで取引が成立します。くりっく株 365 では、複数
のマーケットメイカーと呼ばれる金融機関から提示される価格の中から、取引所がその中でお客様にとって最も有利な価
格を提示します。お客様同士で売買が成立することはありません。
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2.２．口座開設手続きについて
口座開設手続きについて
はじめに
お取引を始める前に、東京金融取引所受託契約準則、取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面、
くりっく株 365 規定集（約款を含む）及び株価指数証拠金取引口座設定約諾書をよくお読みください。取引の
内容や仕組み及びリスク等について、十分ご理解のうえ、お申し込みください。
お申し込みの際には取引コースを下記からお選びください。詳しくは各コースの取引概要をご覧ください。
【コンサルタント取引（対面取引）コース】
【コンサルタント取引（対面取引）オンライン併用コース】
【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】
【インターネットスタンダードコース】
【インターネットプレミアムコース】

口座開設書類の提出
【コンサルタント取引（対面取引）コース】･【コンサルタント取引（対面取引）オンライン併用コース】・
【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】で口座開設をご希望のお客様
本人確認書類※1 を１種類（顔写真付きで無い場合は 2 種類ご用意ください）、個人番号カードのコピー若し
くは通知カードのコピー、登録いただくご印鑑、銀行口座番号が分かる書類をご用意ください。当社からの説明
後、口座設定申込書、確認書等、口座設定約諾書、その他当社が提出をお願いする書類に必要事項をご記
入、ご捺印のうえご提出ください。
【インターネットスタンダードコース】・【インターネットプレミアムコース】で口座開設をご希望のお客様
当社ホームページ上で、口座開設に係る必要事項を、画面の案内に従って入力してください。口座開設お申込
み後、本人確認書類※1 を２種類ご提出ください。
★本人確認書類提出用メールアドレス：click@fujitomi.co.jp
※郵送でのご提出は 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-15-5 株式会社フジトミ オンライントレード部 までお願いいたします。

※1

本人確認書類

口座開設時に、お客様ご本人の氏名と現住所、生年月日を確認できる書類が必要になります。
＜個人のお客様＞
運転免許証、個人番号カード（表面のみ）、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付）、
住民票の写し、印鑑登録証明書、特別永住者証明書、在留カード

＜法人のお客様＞
登記事項全部証明書、印鑑登録証明書、取引担当者の本人確認書類
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口座開設審査
口座開設の申請をしていただきますと、当社の口座開設基準等に従って審査いたします。お客様へお取引等のご理
解状況や適合性の確認のためにお電話若しくはご面談させていただくことがございますのでご協力のほどよろしくお願い
いたします。
また、書類に不備が認められた場合、口座開設審査にお時間を頂く場合がございますので記入漏れ等にご注意くだ
さい。審査の結果によっては口座開設のご希望に沿えない場合がございますのでご了承ください。

入金限度額について


当社では、お客様の取引口座開設のお申し込み時に、取引への投下資金の上限額を申告いただき、お客様毎の
入金限度額を設定しております。証拠金取引は預託した証拠金を超える損失が発生する可能性のあるハイリスク
取引ですので、過度に資金をつぎ込むことのないよう、余裕をもったご申告をお願いいたします。



入金限度額は取引口座開設時に当社が設定いたしますが、お取引開始後に限度額変更のお申し込みも受け付
けております。



入金限度額はお客様の資産や収入の状況･投資経験などを総合的に勘案し、当社で審査のうえ設定させていた
だきますので、ご申告いただいた金額での設定ができないこともあります。また、入金限度額の変更の場合には、お
取引の状況･口座開設時（又は入金限度額の変更時）からの経過期間･入金限度額の変更履歴なども考慮
して審査いたします。審査の際には、お客様に電話で確認させていただきます。
※ 入金限度額は万一そのすべてを失ったとしても生活に支障のない範囲内でご申告ください。
※ 入金限度額はあくまでもご入金される金額の上限を設定するものであり、設定された金額の
全額をご入金いただく必要はありません。

口座開設
審査の結果、口座開設の手続きが完了しますと、口座開設通知書をご登録住所に転送不要の簡易書留郵便に
てお送りいたします。この郵便物が差し戻しされた場合、口座開設をお取消しさせていただくことがあります。
【コンサルタント取引（対面取引）コース】で口座開設をご希望のお客様
口座開設通知書（お取引 ID 記載）がお手元に届き、ご入金が完了次第、お取引を開始いただけます。
【コンサルタント取引（対面取引）オンライン併用コース】・【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】
で口座開設をご希望のお客様

口座開設通知書（ログイン ID 及びパスワード記載）がお手元に届き、ご入金が完了次第、お取引を開始いた
だけます。
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【インターネットスタンダードコース】・【インターネットプレミアムコース】で口座開設をご希望のお客様
口座開設通知書（ログイン ID 及びパスワード記載）と返信用封筒をお送りいたします。お手元に届き次第、
個人番号カード若しくは通知カードのコピーを本人確認書類 1 種類（顔写真付きでは無い場合は 2 種類
ご用意ください）を添付のうえご提出していただき、ご入金が完了次第、お取引を開始いただけます。

証拠金の預託

当社の指定する金融機関口座にお振り込みください。お振込先は口座開設通知書にてご案内いたします。
なお、「くりっく 365」の振込口座とは異なりますのでご注意ください。
※

お客様から当社への振込手数料はお客様にてご負担ください。

※

お客様が口座開設通知書を受領する前に、電話やメール等の手段で振込先をお知らせすることはありません。

お取引
営業担当者を通して注文されるお客様

売買注文の際には、くりっく株 365 で取引をすることを伝えたうえで、銘柄、売買の別、新規・決済の別、取引
執行方法、取引単位数、注文の有効期限、その他の条件をご指示ください。
インターネットを介して注文されるお客様
パソコンやスマートフォンからお客様の取引画面にログインしていただき、ご自身で注文を発注していただきます。
操作方法につきましては操作マニュアル等をご参照ください。

書類の確認
【コンサルタント取引（対面取引）コース】･【コンサルタント取引（対面取引）オンライン併用コース】・
【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】で書面の郵送をご希望のお客様
下記の書面を郵送いたします。
①取引報告書

②定期報告書（取引残高報告書等）

③証拠金残高通知書・入出金明細書

④その他、必要な書類

【コンサルタント取引（対面取引）オンライン併用コース】・【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】･
【インターネットスタンダードコース】・【インターネットプレミアムコース】で書面の電子交付にご同意いただいた

お客様
上記の報告書を書面交付に代えて、電子交付とさせていただきます。
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入金について
お客様のくりっく株 365 取引口座に取引証拠金をご入金する際には、当社の指定金融機関口座にお振り込みくださ
い。なお当社が指定する金融機関口座は、為替証拠金取引（くりっく 365）口座、株価指数証拠金取引（くりっく株
365）口座及び商品先物取引口座でそれぞれ別になっておりますのでご注意ください。誤って別の金融機関口座にお
振り込みされた場合、該当の取引口座を開設済みであれば当社でその取引口座への入金処理をいたしますが、該当の
取引口座を開設していない場合には原則として、お客様に振込の組み戻し手続きをおこなっていただく事になりますので
ご注意ください。
※

ご入金に係る振込手数料はお客様のご負担となります。

※

当日扱いでお振り込みされなかった場合には、当日中に入金確認することができませんので、ご注意ください。（なお、当日扱いとな
る時間につきましては、ご利用になられる金融機関にお問い合わせください。）

出金について
お客様よりご依頼いただいた出金につきましては、原則として遅滞無く、取引口座開設時にご登録いただいたお客様
の金融機関口座にお振り込みします。なお、出金できる金額は、株価指数証拠金取引（くりっく株 365）口座の証拠
金状況照会画面（5.証拠金について、をご参照ください）で表示される出金可能額が上限となります。
※

出金依頼後の価格変動や証拠金変更などによりお客様の出金可能額が減少してご依頼の金額に満たない場合、当社は清算価
格決定後の出金可能額を出金いたします。この場合は取引口座の余剰資金がすべて出金されることになり、その後の価格変動に
よってはロスカットが発動されることがありますのでご注意ください。

※

建玉を決済した際の益金については、（受渡日に）益金が証拠金預託額に反映されてから出金指示が可能となります。

※

営業日以外の出金依頼については、最も早く到来する営業日の受付として取り扱われます。（日曜日の依頼については月曜日の
受付となります）

※

出金に係る振込手数料は当社が負担いたします。

入出金の注意事項
お客様が当社に取引所為替証拠金取引（くりっく 365）口座、取引所株価指数証拠金取引（くりっく株 365）
口座及び商品先物取引口座を開設されている場合でも、各取引口座間での証拠金の振替（口座振替）は承ってお
りません。異なる取引口座間の資金移動につきましては、お客様ご自身での出金及び入金の手続きをお願いいたします。
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3.３．注文について
注文について
くりっく株 365 の取引画面は、お客様が取引できる売りの価格と買いの価格を同時に表示するツーウェイ方式が採用
されています。画面は価格提示をおこなうマーケットメイカー基準で表示されますので、画面左側（青枠）の「買数量・
買気配」についてはお客様が売ることができる価格とその数量、画面右側（赤枠）の「売気配・売数量」についてはお
客様が買うことができる価格とその数量となります。

お客様が売る価格

お客様が買う価格

※

くりっく株 365 で提示する売気配と買気配にはスプレッドと呼ばれる価格差があります。

※

マーケットメイク方式とは、有力金融機関がマーケットメイカーとして売り気配値と買い気配値を同時に提示する市場の形態で、
一般参加者の注文はマーケットメイカーの注文と相対することで取引が成立します。お客様の売買はすべてマーケットメイカーの
提示レートで成立し、お客様同士で成立することはありません。
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注文方法
ご注文の際は、注文方法をよくご確認のうえご指定ください。【コンサルタント取引（対面取引）コース】・【コンサルタン
ト取引（対面取引）オンライン併用コース】・【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】のお客様で注文方法
に関してのご質問がある場合には、営業担当者までお問い合わせください。
【単一注文】
成行注文
価格を指定せずに発注し、その時の市場価格にて即時に成立させる注文方法です。取引数量や市場状況などにより、
すべて同一の価格で成立しないことや、すべての数量が成立しないこともあります。また、市場に相対する注文が足りない
場合に、成立しなかった残りの発注数量については自動的にキャンセルされます。
指値注文
価格を指定して発注し、指定した価格より有利な価格が市場に提示されれば取引が成立する注文方法です。現在の
価格ではなく、将来の価格が●●以上になったら売りたい、●●以下になったら買いたいという時に利用します。発注に
は有効期限の指定が必要です。
トリガ注文
いわゆる逆指値注文（ストップ注文）です。市場価格が指定したトリガ価格に達した場合に成行注文が発注される注
文方法です。現在の価格ではなく、将来の価格が●●以下になったら売りたい、●●以上になったら買いたいという注文
で、有効期限の指定が必要です。指値注文とは逆に、現在の価格より不利な価格を待つというアプローチですので、保
有する建玉の損失を限定させる決済注文としてよく利用されます。
※

トリガ価格到達後に成行注文として発注されるため、トリガ価格とは異なる価格で成立することがあります。

※

トレール値を設定することが可能です。詳しくは操作マニュアル等をご覧ください。

ストリーミング注文
取引画面で現在の市場価格を確認しながら発注する注文方法です。発注した時点の価格と同じか有利な価格であれ
ば成立し、不利な価格になっていれば注文は自動的にキャンセルされます。
※

ある程度不利な価格でも成立するようにスリッページを設定することが可能です。詳しくは操作マニュアル等をご覧ください。

※

注文履歴や約定履歴では執行条件が「IOC」と表示されます。
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【複合注文】
If Done 注文
最初の新規注文（If 注文）が成立すると、次の決済注文（Done 注文）が自動的に発注される注文方法です。
新規注文とその建玉に対する決済注文を同時に発注することができます。
※

新規注文でのみ利用できます。

（例）日経 225 の市場価格が 20,000 円の場合、以下の新規注文と決済注文を同時に出すことができます。
・19,900 円になったら新規買い（指値注文） － If 注文
・If 注文が成立したら、21,000 円で転売（指値注文） － Done 注文

OCO 注文
指値注文とトリガ注文を同時に発注し、一方が成立したらもう片方が自動的にキャンセルされる注文方法です。保有
する建玉に対して利益確定と損失限定の決済注文を同時に発注したい時によく利用されます。
※

OCO は One Cancel the Other の略です。

※

新規注文及び決済注文で利用できます。

（例）日経 225 20,000 円の買建玉を保有、市場価格が 20,500 円の場合、以下の 2 通りの決済注文を同時に出すことができます。
・21,000 円になったら転売（指値注文）－ 思惑通りに価格が上昇した場合は利益確定の売り
・20,000 円以下になったら転売（トリガ注文）－ 思惑に反して価格が下落した場合は損失限定の売り

If Done OCO 注文
If Done 注文と OCO 注文を組み合わせた注文です。新規注文（If 注文）に対する決済注文（Done 注文）を
OCO 注文で発注する注文方法です。新規注文と、その建玉に対する利益確定と損失限定の決済注文を同時に発注
することができます。
※

新規注文でのみ利用できます。

（例）日経 225 の市場価格が 20,500 円の場合、以下の新規注文と決済注文を同時に出すことができます。
・20,200 円になったら新規買い（指値注文） － If 注文
・21,000 円になったら転売（指値注文）－ Done 注文 OCO１：思惑通りに価格が上昇した場合は利益確定の売り
・20,000 円以下になったら転売（トリガ注文）－ Done 注文 OCO２：思惑に反して価格が下落した場合は損失限定の売り

【連続注文】
特定の注文（親注文）に連動させて他の注文（子注文）を登録することで、親注文が成立すると自動で子注文
が発注されます。例えば、日経 225 の決済が完了したら NY ダウの新規注文を出すといった利用方法があります。
※

新規注文でのみ利用できます。

※

親注文がすべて成立するまで、子注文は発注されません。

※

親注文成立時の証拠金預託額の状況によっては、すでに登録された子注文が発注証拠金不足により取消されることがあります。
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【決済注文】
当社のくりっく株 365 では決済方法について「決済指定可能」「決済指定不可」のどちらかを選択します。「決済指定
可能」にすると、対象建玉を指定して決済注文を発注できるようになります。また決済対象建玉を指定しない場合は先
入先出法により、建玉日時の古いものから順番に決済されます。「決済指定不可」にすると、いわゆるオートネッティング
の状態になり、新規･決済の指定をせずに発注できるようになります。
※

決済方法の変更は、取引画面の「設定」－「決済指定設定」でおこないます。

※

標準設定では「決済指定可能」となっています。

※

当日に成立した建玉がある、発注中の注文がある、両建ての建玉がある、いずれの場合も決済方法の変更ができません。

※

新規注文･決済注文の発注の際には、決済方法の設定状態にご注意ください。

A.決済指定可能
決済したい建玉をあらかじめ指定してから決済注文を発注する設定です。決済指定による注文は、「建玉一覧･
決済相手指定」画面から建玉を指定（チェックボックスを使用）して発注します。
「決済指定可能」の状態でも、決済対象建玉を指定せずに決済注文を発注することができますが、その場合は
先入先出法により、建玉日時の古いものから順番に決済されます。
※決済対象建玉を指定する際はお間違えのないようご注意ください。

B.決済指定不可
新規・決済の指定をせずに発注する設定です。保有する建玉と反対の売買を行った場合、保有する数量までは
自動的に決済注文となり、建玉がなくなった以降については自動的に新規注文となり、新規の建玉となります。
複数の建玉を保有する場合には、先入先出法により、建玉日時の古いものから順番に決済されます。
「決済指定不可」の状態では決済注文の発注時に建玉の指定はできません。

建玉整理
両建て状態の建玉を同時に決済する時に利用できる注文方法です。この注文では市場に注文を出さないため、売建
玉と買建玉を同じ価格で決済することができます。なお、両建てとなっている数量のみ、この決済注文が利用できます。
※

建玉整理による取引には決済手数料は発生しません。

13

4.４．取引損益について
取引損益について
計算例①

300 円の売買利益

新規買い → 価格上昇 → 転売

日経 225 を 19,300 円で 10 枚買い、20 日後に 19,600 円ですべて売り決済した場合
損益の計算方法は以下の通りとなります。
※

建玉保管期間中（20 日間）の金利相当額が 1 枚あたり 4 円、配当相当額は配当落ちが２回あり、
１回目１枚あたり 1,000 円、２回目１枚あたり 500 円と仮定します。

★売買損益
（売価格－買価格）×枚数×100 で求めます。
（19,600－19,300）×10×100=300,000 円

★金利相当額
金利相当額（買いはマイナス、売りはプラス）×枚数×付与日数 で求めます。
-4×10×20=-800 円

★配当相当額
建玉保有期間内に付与された金額（買いはプラス、売りはマイナス）×枚数 で求めます。
1,000×10+500×10＝15,000 円

取引損益の合計額は 314,200 円の利益
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※

取引損益 ＝ 売買損益 ＋ 金利相当額 + 配当相当額

※

取引に伴う手数料は、別途発生いたします。

計算例②

新規買い → 価格下落 → 転売

300 円の売買損失

日経 225 を 19,600 円で 10 枚買い、20 日後に 19,300 円ですべて売り決済した場合
損益の計算方法は以下の通りとなります。
※ 建玉保管期間中（20 日間）の金利相当額が 1 枚あたり 4 円、配当相当額は配当落ちが２回あり、
１回目 1 枚あたり 1,000 円、２回目１枚あたり 500 円と仮定します。

★売買損益
（売価格－買価格）×枚数×100 で求めます。
（19,300－19,600）×10×100=-300,000 円

★金利相当額
金利相当額（買いはマイナス、売りはプラス）×枚数×付与日数 で求めます。
-4×10×20=-800 円

★配当相当額
建玉保有期間内に付与された金額の合計（買いはプラス、売りはマイナス）×枚数 で求めます。
1,000×10+500×10=15,000 円

取引損益の合計額は -285,800 円の損失
※

取引損益 ＝ 売買損益 ＋ 金利相当額 + 配当相当額

※

取引に伴う手数料は、別途発生いたします。

15

計算例③

新規売り → 価格下落 → 買戻し

300 円の売買利益

日経 225 を 19,600 円で 10 枚売り、20 日後に 19,300 円ですべて買い決済した場合
損益の計算方法は以下の通りとなります。
※ 建玉保管期間中（20 日間）の金利相当額が 1 枚あたり 4 円、配当相当額は配当落ちが２回あり、
１回目 1 枚あたり 1,000 円、２回目１枚あたり 500 円と仮定します。

★売買損益
（売価格－買価格）×枚数×100 で求めます。
（19,600－19,300）×10×100=300,000 円

★金利相当額
金利相当額（買いはマイナス、売りはプラス）×枚数×付与日数 で求めます。
4×10×20=800 円

★配当相当額
建玉保有期間内に付与された金額の合計（買いはプラス、売りはマイナス）×枚数 で求めます。
-1,000×10+(-500×10)=-15,000 円

取引損益の合計額は 285,800 円の利益

16

※

取引損益 ＝ 売買損益 ＋ 金利相当額 + 配当相当額

※

取引に伴う手数料は、別途発生いたします。

計算例④

300 円の売買損失

新規売り → 価格上昇 → 買戻し

日経 225 を 19,300 円で 10 枚売り、20 日後に 19,600 円ですべて買い決済した場合
損益の計算方法は以下の通りとなります。
※ 建玉保管期間中（20 日間）の金利相当額が 1 枚あたり 4 円、配当相当額は配当落ちが２回あり、
１回目 1 枚あたり 1,000 円、２回目１枚あたり 500 円と仮定します。

★売買損益
（売価格－買価格）×枚数×100 で求めます。
（19,300－19,600）×10×100=-300,000 円

★金利相当額
金利相当額（買いはマイナス、売りはプラス）×枚数×付与日数 で求めます。
4×10×20=800 円

★配当相当額
建玉保有期間内に付与された金額（買いはプラス、売りはマイナス）×枚数 で求めます。
-1,000×10+(-500×10)＝-15,000 円

取引損益の合計額は -314,200 円の損失
※

取引損益 ＝ 売買損益 ＋ 金利相当額 + 配当相当額

※

取引に伴う手数料は、別途発生いたします。
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5.５．証拠金について
証拠金について
【取引証拠金】
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が公表する株価指数証拠金基準額
に準じます。
※

取引所が算出する株価指数証拠金基準額は、各株価指数の価格変動率を基に、所定の計算式に従い、一週間ごとに見直し
されます。詳しくは東京金融取引所ホームページをご覧ください。

【証拠金状況画面表示項目の説明】

有効比率

必要証拠金額に対する有効証拠金額の割合の数値です。
計算式：【有効証拠金額】÷【必要証拠金額】×100

有効証拠金額

取引口座の純資産額です。
計算式：【証拠金預託額】+【評価損益相当額】+【金利･配当相当額】+【決済損益予定額】
－【未払手数料】
※保有する建玉の決済時に発生する手数料は計算に含まれません。

証拠金預託額

預託されている証拠金の総額です。
※当日の入金額を含みます。

発注可能額

新規注文の発注に利用できる金額です。
計算式：【有効証拠金額】－【必要証拠金額】－【発注証拠金額】－【出金指示額】
※評価損益の増減などにより金額は変動します。
※取引終了後の値洗い時点で発注可能額がマイナスとなった場合、発注中の注文はすべて取消
されます。

当日入金額
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当社への入金が確認された金額の合計額です。

出金可能額

取引口座からの出金を指示できる最大の金額です。
計算式：【有効証拠金額】－【必要証拠金額】－【発注証拠金額】－【出金指示額】
※【評価損益相当額】＋【金利･配当相当額】＞０の場合は加算されません。
※当社の出金処理時点での口座状況によっては、指示された金額が出金できない場合があります。

出金指示額

当社へ出金指示された金額です。
※実際に出金できる金額は、清算価格決定後の出金可能額が上限となります。

ロスカット基準

ロスカット判定の基準となる、必要証拠金に対する有効証拠金額の割合の数値です。

ロスカットライン

ロスカット判定の基準となる、有効証拠金額です。
計算式：【必要証拠金額】×【ロスカット基準】

必要証拠金額

保有している建玉を維持するために必要な証拠金額です。

発注証拠金額

発注している注文（未成立の新規注文）が成立した時に必要となる証拠金額です。

評価損益相当額

保有している建玉の評価損益の金額です。
※建玉を決済するまでは、未実現の損益として取扱います。

金利･配当相当額

保有している建玉に発生した金利相当額と配当相当額の合計累計額です。
※建玉を決済するまでは、未実現の損益として取扱います。

決済損益予定額

建玉の決済により発生した損益で、まだ証拠金預託額に反映されていない金額の合計額です。
通常は 2 営業日後（受渡日）に証拠金預託額に反映されます。
※発注可能額には即時に反映されますが、証拠金預託額に反映されるまでは出金できません。

前日証拠金不足額

前営業日終了時点で発生した、証拠金預託額の不足金額です。

未払手数料

取引により発生した取引手数料と、前日以前の取引により発生して未払いとなっている手数料
（手数料未収金額）の合計額です。
※営業日終了時に出金可能額がある場合、証拠金預託額より差し引かれます。

（手数料未収金額）

証拠金預託額の不足により、前日までに処理できなかった未払手数料の累計額です。
※前日証拠金不足額の計算には含まれません。

【長期未取引口座の証拠金返金】
取引所株価指数証拠金取引（くりっく株 365）口座が開設された後で、建玉や売買及び入出金の履歴がないお
客様につきましては、当社の判断により、お預かりしている証拠金残高をお客様にご連絡の上、お客様の登録金融機関
口座に返金させていただくことがあります。
なお、お預かりした証拠金を返金した場合であっても、直ちに取引口座が閉鎖されることはありません。詳細につきまし
ては営業担当者にご確認ください。
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6.６．両建て時の必要証拠金について
両建て時の必要証拠金について
同一商品の売建玉と買建玉を同時に保有（両建て）した場合の必要証拠金については、売建玉と買建玉の数量
の差で計算されます。（ネット方式）
必要証拠金額 ＝ 1 枚あたりの必要証拠金額 × ネットの建玉数量（売建玉と買建玉の数量差）

上図では売建玉 5 枚･買建玉 3 枚の両建てとなっていますので、数量の差である２枚分の証拠金が必要になります。
必要証拠金額の計算の際には、3 枚分の売建玉･買建玉が相殺されます。
ネット方式での両建ての例１（ネット数量の減少）
売建玉 5 枚･買建玉 3 枚の両建てから、新規で 2 枚を買い建てると、ネット建玉数量が 2 枚から 0 枚に減少
します。この場合は必要証拠金額が減るため、発注可能額が増加します。
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★必要証拠金は 2 枚分

★必要証拠金はなし

（売建玉 5 枚 ー 買建玉３枚 ＝ ネット建玉 2 枚）

（売建玉 5 枚 ー 買建玉５枚 ＝ ネット建玉０枚）

完全両建て状態で有効証拠金額がゼロとなった取引口座について、ゼロの状態が半年以上継続した場合に
は当社の判断ですべての建玉を強制決済することがあります。
※

両建てが増えるとその分の証拠金余剰額が増加します。その結果、完全両建ての場合は有効証拠金額がゼロとなるような出金指示
を出すことができますが、取引口座内のすべての建玉が完全両建てかつ有効証拠金ゼロの状態が半年以上継続した場合には、当社
の判断によりお客様にご通知のうえで、すべての建玉を強制決済することがありますのでご注意ください。

ネット方式での両建ての例２（ネット数量の増加）
売建玉 5 枚･買建玉５枚の完全両建てから、2 枚の買いを決済すると、ネット建玉数量が０枚から２枚に増加
します。この場合は必要証拠金額が増えるため、発注可能額が減少します。

★必要証拠金はなし

★必要証拠金は 2 枚分

（売建玉 5 枚 ー 買建玉５枚 ＝ ネット建玉０枚）

（売建玉 5 枚 ー 買建玉３枚 ＝ ネット建玉 2 枚）

両建て状態から決済注文を発注して、その決済により必要証拠金額が増加するような場合は、必要証拠金
額の増加分以上の発注可能額がなければ決済注文を発注できません。
※

両建ての片側を決済する注文を発注するには、増加する必要証拠金額と手数料以上の発注可能額が必要となります。発注可能額
が不足するような場合でも「建玉整理」を利用すると同枚数の売建玉と買建玉を決済することができます。

【両建てについて】
 両建てとは、同一株価指数の売建玉と買建玉を同時に保有することをいいます。売りと買いの両方の建玉を同数
量保有した場合、その後の価格変動に伴う評価損益の増減は売りと買いで相殺されます（売建玉で 100 の評価
損が発生すると、買建玉では 100 の評価益が発生する）ので、同一株価指数の合算では評価損益は変動しな
い状態になります。
 両建てに係る取引は、その特性をよく理解したうえでご利用をご判断ください。過度な両建て取引には十分ご注意く
ださい。
 両建てになっている建玉を決済する際には、建玉整理をご利用ください。建玉整理による決済注文には手数料が
発生しません。
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7.７．ロスカットについて
ロスカットについて
ロスカットとは、お客様の損失拡大を防ぐために、損失額がある一定の水準に達した時点で自動的にすべての建玉を
決済する制度です。
くりっく株 365 は「取引金額がその取引について預託すべき証拠金の額に比して大きい」レバレッジ取引であり、価格
変動リスクの高い取引です。当社は有効比率によるロスカットルールを設定しておりますが、お客様ご自身におかれまして
も資金管理･リスク管理には十分にご注意いただいてお取引いただきますようお願いいたします。

ロスカット基準
◎ ロスカット基準は、有効比率≦100％ とします。
１分毎の証拠金チェックの際に、お客様の取引口座の有効比率が 100％以下になった場合には、すべての建玉に
ついて自動的に決済注文が発注されます。
※

有効比率 ＝ 【有効証拠金額】÷【必要証拠金額】×100

※

前回の証拠金チェックと次回の証拠金チェックのインターバルに大幅な価格変動があった場合は、最終的な損失が証拠金
預託額を超える場合があります。

※

証拠金預託額を超える損失が発生した場合には、該当の損失金額をご入金いただく必要があります。

※

保有している建玉の必要証拠金が変更されたことにより、有効比率がロスカット基準以下となる場合があります。

※

ロスカット発動時に両建てを建玉整理により決済できる場合は、建玉整理により売り建玉と買い建玉を同時に決済します。

※

ロスカットによる決済注文にも通常の手数料が発生しますが、建玉整理による決済注文に手数料は発生しません。

アラート基準
◎ アラート基準は、有効比率≦150％ とします。
１分毎の証拠金チェックの際に、お客様の取引口座の有効比率が 150％以下になった場合には、ロスカットが近い
ことをお知らせする「アラート」が発動し、ご登録のメールアドレス宛にその旨を通知します。
※

大幅な価格変動があった場合は、アラートとロスカットが同時に発動する可能性もあります。

証拠金預託額を超える損失
お客様による建玉の決済、またはロスカット発動による建玉の決済等により、お客様の証拠金預託額を超える損失が
発生した場合には、該当の損失金額を翌営業日午後 3 時までにご入金いただく必要があります。
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【図解 ロスカットとアラートのしくみ】

有効証拠金額

有効証拠金額

有効証拠金額

有効証拠金額

有効証拠金額

1,000万円

1,200万円

750万円

900万円

500万円

必要証拠金額

発注可能額

評価損

評価益
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8.８．証拠金不足の発生について
証拠金不足の発生について
くりっく株 365 では、1 日の取引終了時に有効証拠金額が必要証拠金額を下回ると証拠金預託額の不足金額
（証拠金不足）が発生します。
証拠金不足が発生した場合には、翌営業日（日本の銀行休業日にあたるときは、次の営業日）午後５時まで
に前日証拠金不足額以上のご入金をお願いいたします。
上記のご対応がなかった場合、証拠金不足発生の翌営業日（日本の銀行休業日にあたるときは、次の営業日）
の午後 5 時以降に、当社においてお客様のすべての建玉を強制決済処分いたします。
※

証拠金不足が発生すると、新規注文は発注できません。

※

お客様自身で保有するすべての建玉を決済した場合でも、前日証拠金不足額以上の入金が無ければ、取引口座は証拠金不
足の状態が続きますので、新規注文は発注できません。

※

金曜日の取引終了時に発生した不足金の対応期限は翌月曜日午後５時となります。

※

証拠金預託額を超える損失が発生した場合には、該当の損失金額をご入金いただく必要があります。

※

強制決済処分時に両建てを建玉整理により決済できる場合は、建玉整理により売り建玉と買い建玉を同時に決済します。

※

強制決済処分による決済注文にも通常の手数料が発生しますが、建玉整理による決済注文に手数料は発生しません。

※

すべての状況において、ロスカットルールが優先されます。前日証拠金不足額をご入金いただいた場合でも、取引口座への入金
処理前にロスカット基準に達した場合はロスカットが発動します。
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9.９．税制について
税制について
○申告分離課税で税率は一律
個人が取引する「くりっく株 365」で発生した益金（決済により発生した売買差損益金と金利･配当相当額から売
買手数料を差し引いた額がプラスだった場合。以下同じ）は、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告を
する必要があります。くりっく株 365 の益金に対する税率は、益金額に関わらず以下のとおり一律です。
・所得税 15％
・地方税 5％
・復興特別所得税として所得税の 2.1％
※

復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで（25 年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じた金額
（益金に対して 0.315％）が、追加的に課税されるものです。

※

法人が取引する「くりっく株 365」での評価益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

○他の上場・非上場先物取引等との損益通算が可能
「くりっく株 365」で生じた損益は、「くりっく 365」や日経平均先物などの取引所有価証券デリバティブ取引、取引所
商品先物取引および店頭外国為替証拠金取引などの店頭金融デリバティブ取引などで発生した損益と損益通算した
金額を課税申告できます。
○損失の 3 年間繰り越しが可能
「くりっく株 365」で生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以降 3 年にわ
たる繰り越し控除（課税対象額からの控除）が可能です。
※

税制の詳細は国税庁ホームページ「先物取引に係る雑所得等の説明書」をご参照ください。

※

ここで説明した内容は一般にくりっく株 365 の所得に掛かる税制の概要を記載しています。個別の案件や具体的な税務上の
取扱等については、所轄の税務当局または税理士にご確認ください。

【図解 損失の繰越控除】

連続して確定申告書を提出します
2018年

2019年

2020年

2021年

2022年
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取引要綱
取引対象となる株価指数
日経平均株価（日経 225）
東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄のうち、株式市場を代表するものとして株式会社日本経済新聞社
が決定した 225 の銘柄を対象とする、その指数採用株価の合計を「除数」で割って算出される株価指数。

NY ダウ
米国を代表する優良企業 30 銘柄で構成された株価指数。構成銘柄の株価加重平均により算出される。

DAX®
フランクフルト証券取引所に上場する株式銘柄のうち、時価総額の上位 30 銘柄で構成された株価指数。算出さ
れる株価指数は、構成銘柄に配当が生じた場合に、その配当が指数に与える影響を加味した「配当込み」の指数。
（＝トータル・リターン指数）
※

DAX®の取引に配当相当額は発生しません。

FTSE100
ロンドン証券取引所に上場する株式銘柄のうち、FTSE の時価総額及び流動性基準を満たした上位 100 銘柄
で構成された株価指数。
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取引時間
【日経 225 証拠金取引】
適用期間
米国通常時間
米国夏時間
※

プレオープン

取引開始時間

午前 8：20 (10 分間)

午前 8：30

取引終了時間
翌午前 6：00
翌午前 5：00

週初の取引日についてはプレオープン時間が午前 8：00 から 30 分間となります。

【NY ダウ証拠金取引】
適用期間
米国通常時間
米国夏時間
※

プレオープン

取引開始時間

午前 8：20 (10 分間)

午前 8：30

取引終了時間
翌午前 6：00
翌午前 5：00

週初の取引日についてはプレオープン時間が午前 8：00 から 30 分間となります。

【DAX®証拠金取引】
適用期間

プレオープン

取引開始時間

米国通常時間かつ
欧州通常時間
米国夏時間かつ

翌午前 6：00
午後 3：50 (10 分間)

午後 4：00

欧州通常時間
米国夏時間かつ
欧州夏時間

取引終了時間

翌午前 5：00
午後 2：50 (10 分間)

午後 3：00

プレオープン

取引開始時間

【FTSE100 証拠金取引】
適用期間
米国通常時間かつ
欧州通常時間
米国夏時間かつ

翌午前 6：00
午後 4：50 (10 分間)

午後 5：00

欧州通常時間
米国夏時間かつ
欧州夏時間

取引終了時間

翌午前 5：00
午後 3：50 (10 分間)

午後 4：00

※

東京金融取引所は海外市場の祝日等の理由で、取引時間を臨時に変更する場合があります。

※

米国夏時間（ニューヨーク州サマータイム適用期間）は 3 月第 2 日曜日～11 月第 1 日曜日を指します。

※

欧州夏時間（欧州サマータイム適用期間）は 3 月最終日曜日～10 月最終日曜日を指します。

※

プレオープン時間帯に取引は成立しません。このため成行注文は発注できませんのでご注意ください。

※

取引時間外に発注された注文は、すべてプレオープン開始時に処理されて有効になります。

※

取引時間中に発注した注文を取引終了後に取消した場合、翌取引日のプレオープン開始時に取消処理されます。
このため、決済注文を取引終了後に取消した場合は、当該建玉についての新しい決済注文は翌取引日のプレオープン
開始時まで発注できませんのでご注意ください。
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休業日
日経 225 証拠金取引

土曜日、日曜日、1 月 1 日（日曜日の場合は 1 月 2 日）

NY ダウ証拠金取引

土曜日、日曜日、同指数を原資産とする先物市場（米国に所在するもの）の休場日

DAX®証拠金取引
FTSE100 証拠金取引

土曜日、日曜日及び取引対象となる株価指数を構成する銘柄が取引される取引所の休業日

※

日本の祝祭日（1 月 1 日以外）にも取引をおこなうことが可能です。

※

東京金融取引所は海外市場の祝日等の理由で、臨時に休業日を定める場合があります。

業務取扱時間
お電話でのお問い合わせ等は、月曜日午前 7 時から土曜日午前 6 時までとなります。
ただし午前 6 時 55 分（米国夏時間の場合は午前 5 時 55 分）から午前 7 時 45 分（米国夏時間の
場合は午前 6 時 45 分）までの間はお電話を受け付けておりませんのでご了承ください。
インターネット取引でのご注文は、システムメンテナンス以外の時間帯はいつでもご利用いただけます。システム
メンテナンスのスケジュールにつきましては、当社ホームページまたは取引画面のお知らせをご確認ください。
入金の取扱時間は、各金融機関の取扱い時間に準じます。金融機関の取扱いで翌日扱いとなるものは、
当社においても翌日の取扱いとさせていただきます。
基準価格に対する注文入力可能値幅（プライスリミット）
基準価格に対する注文入力可能値幅

取引所株価指数証拠金取引

各株価指数共通

買指値／売りトリガ

売指値／買いトリガ

基準価格

基準価格

＋1,000 ポイント

－1,000 ポイント

※

基準価格は、原則としてマーケットメイカーが提示する最優良売呼び値と最優良買呼び値の中心値です。

※

「基準価格に対する注文入力可能値幅」は、市場実勢から大幅に乖離する価格での注文を誤発注防止の観点から制限する
仕組みです。注文入力可能値幅を超過するような、発注者にとって不利な指値注文（高い買い指値注文、低い売り指値注文）
及びトリガ注文（高い売りトリガ注文、低い買いトリガ注文）は受け付けません。

※

基準価格に対する注文入力可能値幅は、価格の急激な変動等が発生した場合には変更される可能性があります。

※

基準価格は、必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。また、注文入力可能値幅による誤発注防止策は、あくま
でも注文入力可能値幅を超過した価格の誤入力のみを防止するもので、すべての誤発注を防止できる機能ではありません。従っ
て注文を発注される際は、自己責任の下、発注内容を事前に十分ご確認いただきますようお願いいたします。

発注上限枚数
日経 225 証拠金取引

500 枚

NY ダウ証拠金取引
DAX®証拠金取引

200 枚

FTSE100 証拠金取引
※
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東京金融取引所は相場の急激な変動等が発生した場合に発注上限枚数を変更する可能性があります。

制限値幅
日経平均株価および NY ダウを原資産とする取引については、1 日の価格の変動幅を基準価格から上下一定の範
囲に制限する制限値幅が導入されており、東京金融取引所は前取引日の清算価格を基準として、その水準に応じた
制限値幅の範囲を設定しています。そのため、制限値幅を超える価格では取引が成立しませんのでご注意ください。
【日経 225 証拠金取引】
前取引日の清算価格

制限値幅の範囲

7,500 円未満

上下 1,000 円

7,500 円以上 10,000 円未満

上下 1,500 円

10,000 円以上 12,500 円未満

上下 2,000 円

12,500 円以上 17,500 円未満

上下 3,000 円

17,500 円以上 22,500 円未満

上下 4,000 円

22,500 円以上 27,500 円未満

上下 5,000 円

27,500 円以上 32,500 円未満

上下 6,000 円

32,500 円以上 37,500 円未満

上下 7,000 円

37,500 円以上 42,500 円未満

上下 8,000 円

42,500 円以上

上下 9,000 円

【NY ダウ証拠金取引】
前取引日の清算価格

制限値幅の範囲

7,500 ポイント未満

上下 1,000 ポイント

7,500 ポイント以上 10,000 ポイント未満

上下 1,500 ポイント

10,000 ポイント以上 12,500 ポイント未満

上下 2,000 ポイント

12,500 ポイント以上 17,500 ポイント未満

上下 3,000 ポイント

17,500 ポイント以上 22,500 ポイント未満

上下 4,000 ポイント

22,500 ポイント以上 27,500 ポイント未満

上下 5,000 ポイント

27,500 ポイント以上 32,500 ポイント未満

上下 6,000 ポイント

32,500 ポイント以上 37,500 ポイント未満

上下 7,000 ポイント

37,500 ポイント以上 42,500 ポイント未満

上下 8,000 ポイント

42,500 ポイント以上

上下 9,000 ポイント
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取引コースの概要 － コンサルタント取引
営業担当者と相場情報を含めた運用の相談をしながらお取引をすることができます。お客様の取引スタイルに応じて
３種類のコースからお選びいただけます。各コースの取引手数料については別紙をご参照ください。

【コンサルタント取引（対面取引）コース】
お電話にて、ご注文や相場情報を含めた運用のご相談を営業担当者がお受けします。お電話だけでお取引されたい
お客様向けのコースです。
※ 書面は、原則、郵送いたします。証拠金基準額についても、原則、書面にて郵送いたします。

【コンサルタント取引（対面取引）オンライン併用コース】
お電話にて、ご注文や相場情報を含めた運用のご相談を営業担当者がお受けするのに加え、お客様ご自身でインタ
ーネットを使ってお取引することもできます。営業担当者と相談したいが、注文は自分でも発注したいお客様向けのコース
です。
※ 書面の交付方法について、郵送又は電子交付のどちらかをお選びください。

【コンサルタント取引（対面取引）プレミアムコース】
お電話にて、ご注文や相場情報を含めた運用のご相談を営業担当者がお受けするのに加え、お客様ご自身でインタ
ーネットを使ってお取引することもできます。営業担当者と相談したいが、注文は自分でも発注したいお客様向けのコース
です。
※ 本コースへのお申込みには別途条件がありますので、営業担当者にお問合せください。
※ 書面の交付方法について、郵送又は電子交付のどちらかをお選びください。
コンサルタント取引の注意事項
お電話でご注文されるお客様は、相場状況の急変等により、当社への電話がつながりにくくなる場合があることをご了
承ください。
取引コース変更の際は、営業担当者又は担当部署までご連絡ください。コンサルタント取引からインターネット取引へ
変更される場合、コンサルタント取引でお取引されたすべての建玉を事前に決済していただく必要があります。詳しくは、
営業担当者または担当部署までお問い合わせください。
インターネットでのお取引に必要な環境については、インターネット取引の概要をご参照ください。
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取引コースの概要 － インターネット取引
パソコンやスマートフォンを利用してご注文はすべてご自身で発注していただきます。お取引に関するご質問は担当部署
（オンライントレード部）へお問合せください。お客様の取引スタイルに応じて２種類のコースからお選びいただけます。各
コースの取引手数料については別紙をご参照ください。

【インターネット取引スタンダードコース】
インターネットで口座開設していただき、すべてお客様ご自身でお取引していただくコースです。
※ お電話でのご注文や相場情報を含めた運用のご相談はお受けできません。
※ 書面は電子交付となりますので、お客様ご自身で取引画面よりご確認ください。

【インターネット取引プレミアムコース】
インターネットで口座開設していただき、すべてお客様ご自身でお取引していただきますが、相場情報のご提供など、
運用に関するご相談も担当部署（オンライントレード部）でお受けいたします。
※ 書面は電子交付となりますので、お客様ご自身で取引画面よりご確認ください。
インターネットでのお取引に必要な環境
OS

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
※32 ビット版 64 ビット版に対応しています
※タッチパネルでの操作はサポートしておりません

PC ブラウザ

Internet Explorer 11.0 以上
※最新の Adobe Flash Player がインストールされている必要があります
※Google Chrome や Mozilla Firefox での動作を保障していません

ソフトウェア

Microsoft Excel（Excel 連動時に使用）
※Office 2007, Office2010, Office 2013
※32 ビット版のみに対応しています

スマートフォン

iPhone：iOS9.0 以上
Android：Android4.1 以上

※ 上記の条件を満たしていても、お客様固有の環境が原因でご利用いただけない場合があります。
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情報ツール 「e-profit FX プラス 株 365」 のご案内

くりっく 365･くりっく株 365 をお取引するお客様へ、情報ツール
「e-profit FX プラス 株 365」をご提供しています。
このツールをお使いいただくと、為替や株価指数の価格情報、国
内･海外ニュース、各種統計情報などをリアルタイムに確認すること
ができるほか、多彩なチャート機能も簡単にご利用いただけます。
フジトミのくりっく 365 またはくりっく株 365 に取引口座をお持ちのお客様は、「e-profit FX プラス 株 365」を
無料でご利用いただけます。
※



ご利用にはパソコンとインターネット環境が必要です。スマートフォンからはご利用いただけませんのでご了承ください。

プライス
トップ画面にはくりっく株 365 で取引される 4 つの株価指数と、くりっく 365 で取引される通貨ペアのリアル
タイムの価格が表示されます。この他にも過去の四本値が確認できる「過去日報」や、出来高の推移と
売られすぎ･買われすぎが確認できる「出来高＆レシオ一覧」などがあります。



チャート
すべての銘柄を一覧できる「簡易チャート」、どの価格帯で取引が多かったのかを表示する「価格帯別出来高
チャート」などに加えて、より使いやすくなった新機能「チャートプラス」がご利用いただけます。



ニュース
為替･株価指数･経済指標の配信をおこなう「金融経済ニュース」、政府要人や通貨当局の発言をチェック
できる「要人発言」、騰落率･上昇確率･出来高･寄与度をランキングで確認できる「株価ニュースフラッシュ」
などをご利用いただけます。



レポート･データ
「スワップポイントカレンダー」「金利配当カレンダー」「統計カレンダー」など、お取引に役立つ情報を多数取り
揃えています。
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各株価指数のライセンサーに関するディスクレーマー


「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という）によって独自に開発された手法によって算出された著作物であり、
日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有していま
す。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引（以下「本件証拠金取引」という）に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら
株式会社東京金融取引所（以下「金融取」という）およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負
うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取
の責任の下、算出及び公表しています。 日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負うものではありません。



Dow Jones Industrial AverageTM（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が算出する指
数であり、SPDJI がライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA ® 」、「The Dow ® 」、「Dow Jones ® 」及び「Dow Jones Industrial
Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC（以下「DJTH」）から SPDJI にラ
イセンス供与されており、株式会社東京金融取引所（以下「金融取」）による一定の目的のために、SPDJI から金融取へ使用に関するサブライセン
スが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とする NY ダウ証拠金取引は、SPDJI、DJTH 及びそれらの関連
会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていませ
ん。



DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引は、ドイツ取引所により保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているも
のではありません。ドイツ取引所は、DAX®証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのインデック
スの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはドイツ取引所で計算し公表し
ています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、ドイツ取引所は第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデック
スの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。
ドイツ取引所によるインデックスの公表及び DAX®証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、ドイツ取引所と
して DAX®証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保証するものでは一切ありません。
ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対して DAX®証拠金取引に関連してイン
デックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。



FTSE100 証拠金取引について、FTSE International Limited (以下「FTSE」)、London Stock Exchange Group の会社 (以下「LSEG」)
(以下「ライセンス供与者」と総称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、（ⅰ）FTSE100（以下「イン
デックス」）（FTSE100 証拠金取引が由来する対象）の使用から得た結果、（ⅱ）上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、
(ⅲ)FTSE100 証拠金取引に関連して使用される何らかの目的に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証
や意見表明を行いません。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に
関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスは FTSE またはその代理人が算出します。ライセンス供与
者は、（a）インデックスの誤り（過失その他であっても）に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、（b）いかなる者に対してもインデック
スの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所は FTSE100 証拠金取引の組成にあたり、FTSE よりその情報を使用する
権利を取得しています。
当該インデックスの全ての権利は FTSE に帰属します。「FTSE®」は LSEG の商標で、ライセンスに基づき FTSE が使用します。
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会社案内
会社概要

商号

株式会社フジトミ

本社所在地

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-15-5
TEL：03-4589-5500
URL：https://www.fujitomi.co.jp

設立

1952 年 11 月 11 日

資本金

12 億円

事業内容

商品先物取引業務
（商品取引所における上場商品の売買及び受託）
金融商品取引業務
（取引所証拠金取引の受託等）
生命保険・損害保険の保険代理店業務
金地金販売業務
ＬＥＤ照明等の販売業務
不動産賃貸業務及び宅地建物取引業務

許可番号

農林水産省指令 28 食産第 3988 号
経済産業省 20161108 商第 10 号

登録番号

関東財務局長（金商）第 1614 号

免許番号

東京都知事(2)第 92525 号

加盟取引所

株式会社東京商品取引所
株式会社東京金融取引所

加入団体

日本商品先物取引協会
日本商品先物振興協会
株式会社日本商品清算機構
日本商品委託者保護基金
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本投資者保護基金
一般社団法人全国住宅産業協会
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お問い合わせ
株式会社フジトミ
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-15-5
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第 1614 号
加入団体：一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本投資者保護基金
・取引に関するお問い合わせ
企画営業部･オンライントレード部
TEL：０１２０－３６５－６８６（フリーダイヤル）
大阪支店営業部
TEL：０１２０－３６５－６０５（フリーダイヤル）
URL：https://www.fujitomi.co.jp
・ご意見・苦情等に関するご連絡
当社ではお客様からの苦情を次の窓口で受付けています。
コンプライアンス室
月曜日～金曜日 午前 9 時～午後５時３０分（祝祭日は除く）
フリーダイヤル：０１２０－５５０－９０３
E メール：compliance@fujitomi.co.jp

日本証券業協会
TEL：０３－６６６５－６８００ URL：http://www.jsda.or.jp/
FAX：０３－６６６５－６７９６ E-mail：assen@wan.jsda.or.jp

金融商品取引苦情相談窓口
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（FINMAC）

（注：FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。）
東京事務所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2－1－1 第ニ証券会館
大阪事務所 〒541-0041 大阪市中央区北浜 1－5－5 大阪平和ビル
TEL：０１２０－６４－５００５（全国共通）
受付時間 ・・・ 月曜日から金曜日までの午前 9 時から午後 5 時まで
（振替休日を含む祝日及び 12 月 31 日～1 月 3 日を除く）

個人情報に関する外部相談窓口
日本証券業協会 個人情報相談室
TEL：０３－６６６５－６７８４ URL：http://www.jsda.or.jp/

（2018 年 11 月現在）
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