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カブドットコム証券ではじめる 

店頭FX 

2016年4月12日版 

～ 口座開設からお取引開始まで ～ 
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・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。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。手数料には消費税が含まれます。詳しくは当社の手数
料ご案内ページ（http://kabu.com/cost/default.html ）等をご参照ください。 
 
・投資信託のお申込を行う場合は、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）を良くお読みい
ただき内容をご確認の上、ご自身のご判断で行ってください。 
 
・信用取引・指数先物取引・海外指数先物取引・指数オプション取引は、保証金または証拠金以上
のお取引が可能であるため、保証金または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。お取引の際はリスクに関する説明等をご
覧いただき、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。 
 
・ 信用取引における委託保証金率等は30％であり、差し入れた保証金の最大約3.3倍のお取引
が可能です。詳細は、信用取引ルールのご案内ページ
（ http://kabu.com/item/shinyo/rule.html ）をご確認ください。 
 
・くりっく365・店頭FX・シストレ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
い額となっているため、 お客さまが預託されている証拠金の額を上回る損失が発生する可能性が
あります。また、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、お客さまが預託されている証拠金の額
を上回る損失が発生す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：無料（くりっく
365ラージは片道1枚あたり940円（税抜））、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、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% 。・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
お取引においては損失が生じるリスクがあり、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。 また取引所株価指数証拠金
取引では、損失が一定比率以上になった場合に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、元本超過損が生じることがあります。 手
数料：153円（税込/片道1枚あたり） 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。 
 
・掲載情報は2016年4月12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/default.html ）にてご確認ください。 
 
カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業登録番号：関東財務局長（金商）第61号 
銀行代理業許可番号：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 

ご投資に関わる手数料およびリスクについて 

以下はご投資に関わる重要事項です。ご確認ください。 
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低コスト！ 

カブドットコム証券の店頭FXの特長① 

ネット証券屈指の 

店頭FX取引手数料は 

主要ネット証券屈指の低スプレッド 

安心！ 

※スプレッドとはお客さまに提示される買値レートと売値レートの価格差（幅）です。 

※流動性が著しく低下する時間帯や経済指標発表時等、相場状況によってはスプレッドが拡大
する可能性があります。 
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低コスト！ 

カブドットコム証券の店頭FXの特長① 

ネット証券屈指の 

店頭FX取引手数料は 

カブドットコム証券の格付け 

ネット証券/店頭FX専業会社で 

最上位の格付け 

  信託保全 

安心！ 
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【株券・投資信託も証拠金に利用可能】 
 
現金のみならず、株式や投資信託も必要証拠金としてご利用いただけますので、 
資金効率に優れた店頭FX取引が可能です。カブドットコムでは、お預かり資産（現金・株式等）を 
一元管理するシステムを採用しており、シームレスで効率的な資産活用が可能となっています。 
※担保に出来る投資信託は、当社取扱の一般型投資信託のみです。 

カブドットコム証券の店頭FXの特長② 

FXの他、外国債券、外貨建MMFとお客さまのライフプランやリスク許容度に合わせて選択
いただける外貨系商品のラインアップをご用意しております。  

【カブドットコム証券の外資系商品】 
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■店頭FXとは、一定額の「証拠金」を預けて、その何倍かの「外国為替」を売買できる「取引」のことです。 
カブドットコム証券の店頭FXは、10通貨12ペアを取り扱い複数の証拠金コース（約1倍～25倍）   から 
取引毎に目的に応じて選択可能です。 

10万円 

86万円 

円安になると… 

■証拠金コース/前提レートとレバレッジ   

お取引のイメージ図 

証拠金10万円コースで１万米ドルの取引  

＊1ドル＝86円想定 

●店頭FXの特徴  
 
・24時間途切れることのない取引が可能 
 [基準日：ニューヨーク17時 
 （夏時間日本6時 標準時間 日本7時）] 
 
・少額の資金でお取引が出来、円安局面でも 
 円高局面でも利益を狙うことが可能 
 
・取引単位は、各通貨ペア共通で、 
   1万通貨単位（１万通貨の整数倍） 
 
・受渡しはT＋２（約定日を含めて3営業日後） 
 
・「高金利通貨買い・低金利通貨売り」により 
  スワップポイントの受取が可能 
 （キャリートレード） 
 

店頭FXとは  

新規建て 

90万円 

1米ドル
90円で 
建玉の 
反対売買 

1米ドル 
86円で 
1万米ドル 
買う 

決済 

証拠金 

4万円の 
 利益！ 

レバレッジ
8.6倍 

※2010 年8 月1 日より「金融商品取引業等に関する内閣府令」が一部改正されたことに伴い、 
 取引口座の純資産（＊1）が法定預託金（＊2）を下回る場合、法定預託金以上の店頭FX証拠金の差し入れが 
 必要となります。 
 （＊1）純資産：取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いた金額 
 （＊2）法定預託金：想定元本（取引通貨の数量X 取引レート）の4％以上の金額 
    （法定預託金は2011年8月以降、想定元本の4％に変更されました。） 
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■ドル円相場の値動きを例に、為替差益を追求するトレードの例をご紹介いたします。 
 
 

損失   利益   利益   損失 

■外国為替ポジションと損益の関係 

※実際のお取引では、スプレッド、スワップポイントなどのコストが上記の利益から差し引かれます。 

【ドル/円チャート】 

実際の売買例 

ロング 

（買い） 
ショート 

（売り） 

円安 円高 円高 円安 

◆為替差益 取引例 【1】 買いから入るパターン 

A （新規）2009年11月27日 1ドル＝87円で1万米ドル買い 

B （決済）2009年12月30日 1ドル＝92円で売り 

＜ （92円－87円）×1万通貨 ⇒ 5万円の利益 ＞ 

◆為替差益 取引例 【2】 売りから入るパターン 

Ｃ （新規）2009年8月18日 1ドル＝95円で1万米ドル売り 

D （決済）2009年11月27日 1ドル87円で買い戻し 

＜ （95円－87円）×1万通貨 ⇒ 8万円の利益 ＞ 

A 
D 

C 

B 

◇円安局面  ○円安でメリット：外貨預金、外貨建てＭＭＦ、外国債券、店頭FX 

 

 

◇円高局面  ○円高でメリット：店頭FX･･･円高・円安どちらでも為替差益を狙える 

 

 

 

 

◇円高局面  ●円高でデメリット：外貨預金、外貨建てＭＭＦ、外国債券 

 

 

◇円高局面 

 為替差益が得られる外貨投資商品の魅力・特徴 
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外国為替取引＝ある国の通貨を買い、別の国の通貨を売る 
 
 
決済するまでの毎日       買ったほうの通貨から金利を受け取る 
                      
                売った方の通貨の金利を支払う 
 
 
【例】 通貨A：金利2％、通貨B：金利0.5％の場合で 
    Aを買い、 Bを売ると 

買った通貨か
ら2％の金利を  
受け取る 

売った通貨から 
0.5％の金利を  
支払う 

■証拠金に対するスワップポイントの年間利回り 
 
スワップポイントは取引金額に付与されます。 
□証拠金50万円で10万通貨を買い、スワップポイント（年間平均）1.5％の場合 
   スワップポイントは10万通貨に付与 → 10万通貨の1.5％は1500 
         
       ＜１通貨＝100円なら1500×100＝150,000円＞ 
   
     証拠金に対するスワップポイントの年間利回り＝30.0％ 
 
＊１万通貨当たりのスワップポイント×365÷清算価格＝年換算利回り 
 

スワップポイントについて 

スワップポイント 
  （金利差益） 
   1.5％ 

■スワップポイントとは？ 
 
2ヶ国通貨間の金利差から発生する差額です。「外貨買い/円売り」の外国為替取引は、「円を借り
入れ、それを元手に購入した外貨を預ける」ということと同様の効果があります。現在の金利水準
を前提とすると、ドル買い/円売りの取引を行った場合、円金利よりドル金利の方が高いため、日米
間の金利差を受取ることができます。 逆にドル売り/円買いの取引を行った場合、金利の高いドル
を借り入れ、金利の安い円を預け入れることになりますので、金利の支払いが生じるわけです。こ
の2ヶ国通貨間の金利差から発生する差額金額をスワップポイントといい、スワップポイントはポジ
ションを繰り延べして資金の受渡期限を延長した場合に受払いが発生します。 

※実際のスワップポイントは日々変動します。 

【ご注意】外貨の金利が円金利より高い状況で「外貨買い/円売り」を行った場合でも、クレジットの状況により 

     スワップポイントの支払が生ずる場合があります。 
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 画面右下 「店頭FX口座開設申込」 からスタート！～24時間365日お申込みいただけます。 

口座開設方法 

 
店頭FX口座を開設していただくには 
事前にお客様のメールアドレスを 
自動通知サービスにご登録いただく 
必要があります。ご登録は、画面 
右上の「設定・申込」 → 
「自動通知サービス」で行って 
いただけます。 
 

◆ ログイン後マイページの【店頭FX】ボタンをクリック！ 

 
書類での手続きはありません。 
WEB上のお手続きだけで口座開設のお申込みが可能です。 
 
※必ず各種交付書面をご確認ください。 
※各種FX口座の開設には、 
マイナンバーのご提出が必要です。 
 

［申込する］ボタンをクリック！ 

◆残念ながら 
不合格の場合でも 
 
すぐにweb審査の 
再チャレンジ 
ができます！！ 
  

WEB審査へ！！ 
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店頭FX証拠金へのお預り金振替 

ここに金額を入力 

 

 

■店頭FX取引をはじめるにあたり、まずは、店頭FX証拠金へのご資金の振替が必要となり
ます。 振替方法の画面操作は以下の通りです。 

保有株式も担保として活用でき 
ます。 

ここにチェック 

【確認画面へ】ボタンをクリック、次のページで内容を
確認し、パスワードを入力して【振り替えする】ボタン
をクリック 

店頭FX証拠金への保有株式振替 
■保有されている現物株式を店頭FX取引の担保としてご活用いただけます。（掛目は前営業日終値の70％） 

こちらも店頭FX証拠金（現金）と同様画面上でのお手続きが必要となります。振替方法の画面操作は以下の

通りです。 

振替える銘柄の 
【振替】ボタンを 
クリック 

ここにチェック 

株数を入力 

【確認画面へ】ボタンをクリック、次のページで内容を
確認し、パスワードを入力して【振り替えする】ボタン
をクリック 

 
店頭FX証拠金として差し入れている 
現物株式を売却する際には、 
「保護」へ振り替える必要が 
あります。 
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お取引方法 

--発注画面のイメージ-- 
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お取引方法  ～ 複数決済機能 利用例 ～ 

■複数決済機能とは？ 
 
ポジションの通貨の種類にかかわらず、一回の操作で複数のポジションを同時に成行（自動成立）で発注す
る機能です。 
 
従来は、複数のポジションを成行注文で決済する場合、個々のポジション毎にそれぞれ成行注文を発注する
必要がありましたが、複数決済機能を使えば通貨の種類にかかわらず、1回の操作により複数のポジション
を連続して、成行（自動成立）注文で決済することができます。 
 
決済発注済みのポジションも選択できます。その場合、注文中の決済注文取消操作を省略することができる
ので、より機動的な注文が可能です。 

■複数決済機能 ＜利用例＞ 
 
異なる通貨ペア、異なるコースのポジションを複数保有しているときに、相場の変動により、一部のポジ
ションを即座に決済したい場合。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

［複数決済］を 
クリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決済したいポジションに 
チェックをつけて 

［建玉決定］ボタンをクリック 

確認画面で内容を確認し、 
［［OK］複数決済注文の実行］ボタンをクリック 
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［OK］ボタンをクリック 

注文が成立しました。 

 

（複数決済機能の注意事項）  

 

•選択したポジションに対して既に発注済みの決済注文を自動的に取り消した後、実勢レートに合わせて順次執行しま
すので、決済注文の約定レートはポジション毎に異なる場合があります。  

 

•合計で100万通貨を超える注文の複数決済を受付けることができませんので、決済対象ポジションが100万通貨以下
になるようにご選択ください。  

 

•選択したポジションに対して既に発注済みの決済注文を自動的に取り消した後、実勢レートに合わせて順次執行する
注文方式ですが、値動き次第では、発注済み決済注文（指値、逆指値注文）、あるいは自動ストップロス注文が既に
約定している場合があります。  

 

•成行（自動成立）の場合においても、相場急変時には一部あるいはすべての注文が執行されない可能性がありますの
で、複数決済注文実行後、取引照会履歴等にて約定内容を必ずご確認ください。 

 

•保有するポジションに対して一部のみ決済注文が発注されている場合、例えば、10万米ドルの買いポジションに対し
て5万米ドルのみ決済注文が発注されている場合、本注文を利用することにより、発注済みの決済注文がすべて取り消
され、保有する10万米ドルすべてが決済対象となりますのでご注意ください。  

 

•携帯電話からはご利用いただけません。 

 

お取引方法  ～ 複数決済機能 利用例 ～ 
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自動ロスカットルール・追証・不足金について①法廷預託金不足 

法定預託金とは？ 
平成21年8月3日（月）に「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布され、 
平成22年8月1日（日） より、いわゆる「証拠金（レバレッジ）規制」が施行されたことに伴い、 
平成23年8月1日（月）より想定元本（取引額）の4％以上の預け入れ（レバレッジ上限は25倍）が必要にな
りました。 

 

①新規注文の際は、法定預託金とコース証拠金のいずれか大きい方の額以上の 
 純資産※が必要となります。 

②各営業日の判定時刻（原則午前7時、米国夏時間は午前6時）において、 
 法定預託金以上の純資産が必要となります。 
 これに満たない場合、法定預託金不足として、当日24時までに解消が必要となります。 

法定預託金不足は、建玉評価損の増加ー①、証拠金に差入れている担保の評価減少ー② 

により発生します。 

①評価損増加により 

 法定預託金不足の発生が発生するケース 
②証拠金に差入れている担保の評価減少による 

 法定預託金不足が発生するケース 

【例】 
店頭FX証拠金を30,000円入金し、 
ポンド（レート145.00円：法定預託金29,000円）を 
1万通貨建てた場合、1,000円超の評価損で店頭FX証拠金の 
評価が法定預託金を下回るため不足金が発生します。 

不足 

不足 

※法定預託金不足と自動ロスカットは独立した別個の取引ルールであり、 

相対的にレバレッジが高い証拠金コースの場合、評価損が自動ロスカットの値幅に到達する前に、 

法定預託金不足となるケースがあります。ご注意ください。 

※純資産：取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いた金額 
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店頭FX総額追証 
受入店頭FX証拠金が必要店頭FX証拠金を下回っている状態です。 
発生要因は代用評価額の下落です。 
 
解消には不足額以上の現金または代用有価証券の差し入れが必要となります。 
（差し入れ時にリアルタイム解消） 
 
未決済建玉の反対売買（a）未約定の新規注文の取消（b）または代用評価の上昇（c） 
による解消は、リアルタイムではなく、追証発生翌営業日朝の判定時、 
もしくは同日15時の最終判定時となります。ただし、15時の最終判定時は 
（c）による解消判定は行いません。  

店頭FX総額追証のケーススタディ 
証拠金5万円コースで米ドル1万通貨を買い建て 
証拠金として現金３万円、株式３万円分（代用評価後）を差し入れていたが、株価下
落により代用評価額が３万円⇒１万円に低下した。 

■自動ロスカットルール 
お客様が逆指値注文（損切注文）を設定されていない個々の
建玉に対して、持ち値（原レートにスワップポイントを加
減）から右図に定める値幅だけ損失方向へ乖離するレベルに、
自動的にロスカット注文が設定される仕組みです。 

自動ロスカット注文の約定は為替相場次第となりますので、
常時執行される可能性があります。また、複数の建玉を持っ
ている場合には、自動ロスカットレベルに達した建玉につい
てのみ、自動ロスカット注文が執行されることになります。 
自動ロスカットルールは下記で説明する証拠金管理ルールと
は独立したルールであり、証拠金の過不足に関係なく執行さ
れます。 

 ■追証 （追証の発生パターンは下記のパターンです。） 

自動ロスカットルール・追証・不足金について② 

通貨ペア 対 日本円 
ペア 

対 米ドル ペ
ア コース名 

証拠金100万円ｺｰｽ 80円 5,000ﾎﾟｲﾝﾄ 

証拠金50万円ｺｰｽ 40円 2,500ﾎﾟｲﾝﾄ 

証拠金30万円ｺｰｽ 24円 1,500ﾎﾟｲﾝﾄ 

証拠金10万円ｺｰｽ 8円 500ﾎﾟｲﾝﾄ 

証拠金5万円ｺｰｽ 4円 250ﾎﾟｲﾝﾄ 

証拠金2.5万円ｺｰｽ 2円 125ﾎﾟｲﾝﾄ 

【自動ロスカット値幅】 

証拠金現金 

証拠金代用 
株式 

証拠金現金 

必要証拠金 

証拠金代用 

必要証拠金－受入証拠金＝１万円追証の入金が必要 

受入証拠金6万円 受入証拠金4万円<必要証拠金5万円 

株価下落により 

証拠金総額が 

減少 

店頭FX証拠金＞必要証
拠金 

店頭FX証拠金＜必要証
拠金 
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店頭FXスト
ラテジー 
【無料】 

店頭FXプライム社チーフアナリストがファンダメンタルズ分析とテク
ニカル分析から導き出した取引戦略を、毎日分かりやすく解説す
る動画コンテンツ 
月曜日から金曜日の夕方6時頃更新  

                                                  

       

井戸端為
替会議 
【無料】 

市場参加者たちによる書きこみ情報。参加者の独自分析や見通
しを説明 
 
毎日20本程度  

                                                  

       

店頭FXテク
ニカル情報 

【無料】 

チャートから見た為替相場見通し解説。ドル円・ユーロ円・ポンド円
のチャートから見た為替相場の見通し・分析  

                                                  

       

来週の相
場見通し 
【無料】 

主要4通貨5ペアの今週の為替動向分析と予想レンジなど来週の
為替動向見通し 

                                                  

       

投資情報ツール 店頭FXストラテジー・テクニカル情報他 
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FX取引から発生した売買益（スワップ損益を含む）については、20.315%（所得税15.315%・住民税5%）の
申告分離課税です。商品先物取引や当社で取り扱っている指数先物取引等（株価指数先物取引･オプショ
ン取引）とも損益通算が可能です。また損失につきましては、3年間の繰越控除が可能です。 
なお、未決済建玉の評価損益（為替損益およびスワップ損益）は課税対象外となります。 
詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。 

 

税金について 

 
  

国税庁タックスアンサー 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 

店頭FXの所得税の取扱（当社サイト) 

http://kabu.com/item/FXtax.asp 

法人のお客様につきましては、取り扱いが異なります。詳細は税理士等にご確認ください。 

■カブドットコム証券ではFX取引の年間の損益をカンタンにご確認いただけます。 

■ 税金について 

 
お客さまページにログイン後 

［資産管理］ 
▽ 

［電子交付］ 
▽ 

［報告書等］ 
の順にクリック 

交付年月日は「期間指定なし」 
報告書名は「年間損益計算書」 
を選択して検索してください。 
「年間損益計算書」は印刷して 
確定申告の参考資料として 

ご活用ください。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
http://kabu.com/item/FXtax.asp

