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第２章 メニュー・システム設定 

第２章 メニュー・システム設定 

本章では、メニューバーにある各種アイコンのご説明や、システム設定
についてご案内いたします。システム設定では注文する際の預かり区分
や建玉選択の優先順位等の初期設定を変更することができます。 
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◇メニューバー１ 

①メインメニュー 
こちらからお取引や投資情報などの各種ウィンドウを表示できます。 
 
②各種アイコン 
kabuステーション®に関する状態をアイコンで表示。印刷ボタン等も配置しています。 
詳しくは、本章P6をご参照ください。 
 
③速報 
リアルタイムな情報をお届けするティッカー速報です。 
「ニュース速報」と「マーケット速報」があります。 
ティッカー速度の設定方法は本章P13をご参照ください。 
 
④ミニ指標 
常時表示をしておくことができるミニ指標です。設定方法は本章P16をご参照ください。 
 

■ メニューバーについて 
メニューバーの概要についてご紹介いたします。 

④ 

メニューバー 
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① 

③ 

② 
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◇メニューバー２ 

①株式、先物OP 
お取引に関する各種ウィンドウを表示します。詳しくは第５章をご参照ください。 
 
②多機能発注 
投資情報に関する各種ウィンドウを表示します。詳しくは、第6章、第7章をご参照ください。 
 
③投資情報 
投資情報に関する各種ウィンドウを表示します。詳しくは、第3章をご参照ください。 
 
 
④口座管理 
お客様ページへのリンクや、入出金画面への遷移を行うメニューです。 
品受・品渡を行う場合もこちらからページ遷移します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ウィンドウ 
現在kabuステーション®上で表示しているウィンドウがリストアップされます。 
 
 
・ウィンドウを１つも開いていない場合    ・ウィンドウを開いている場合  

① ③ ④ ⑤ ② 

メニューバー 
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http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter5.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter6.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter6.pdf
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http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter3.pdf
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◇メニューバー３ 

⑥マイページ 
レイアウトに名前をつけて保存したり、登録ボタンに割り当てることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦登録ボタン 
登録ボタン1～5に、好きなレイアウトを割り当てることができます。 
登録後はボタンを押すだけでページの切り替えができます。 
 
 

⑥ ⑦ 

メニューバー 
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datファイルでエクスポートが可能。 
レイアウトを手元にバックアップしたり、 
2台目のPCにレイアウトを反映する際に使用します。 

「ボタンに登録」を 
クリックします。 

作成済みのレイアウト 
一覧が出てきますので、 
ボタンに登録したいレイアウトを
選択します。 

選択したレイアウトをどのボタンに割り当てるかを
決めます。～「〔○○〕が登録中」～へ登録した場
合は上書きされます。 

名前をつけて保存したレイアウトが一覧で表示されます。 

現在表示しているレイアウトです。 
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状態 説明 

     点滅 
設定条件値に達した銘柄が発生したことを表します。 

左クリックすると点滅は止まります。 

     消灯  （前回通知以降）約定通知情報が無い状態を表します。 

状態 説明 

     点滅 約定通知、障害通知情報を受信した状態を表します。 

     消灯  （前回通知以降）約定通知情報が無い状態を表します。 

状態 説明 

   レイアウトロックONの状態  対象ウィンドウは固定され、動作が抑制されます。 

   レイアウトロックOFFの状態  レイアウトロック「ON」時の全ての抑止は解除されます。  

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

◇各種アイコン 

メニューバー 

6 

状態 説明 

   常時印刷が可能な状態  印刷についての詳細設定は ⇒ 本章P16 

⑫ 

⑧チャートボタン 

チャートを新規に起動します。 

⑨リミットマインダー 

リミットマインダーに設定した値に到達した銘柄があった場合、インジケータが点滅します。 

インジケータを左クリックすると点滅は止まります。インジケータの状態に関わらず、インジケータを左ク
リックすることでリミットマインダーが表示されます。 

⑩インフォメーション通知インジケーター 

お客様の約定通知、障害通知情報を受信するとインジケータが点滅します。 

インジケータを左クリックすると点滅は止まります。インジケータの状態に関わらず、インジケータを左
クリックすることでインフォメーションビューが表示されます。  

⑪レイアウトロック 
この部分でロック状態の「ON／OFF」の切替えを行います。 
なお、レイアウトロックされないウィンドウもあります。 

⑫印刷 
kabuステーション®全体もしくはウィンドウ単位で印刷することができます。  

⑬ 

⑬ワイド画面設定 
画面の範囲内に各種発注・情報ダイヤログを表示させたり、各種発注・情報を一つのアプリケーションと
して扱い表示できます。 

状態 説明 

   ワイド画面（MDI） 画面の範囲内に注文・情報ダイヤログが表示されます。 

    ワイド画面解除（SDI）  各種発注画面・情報画面が独立して表示されます。 
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状態 説明 

（ログイン） 
ログインとは、取引が可能な状態のことです。ログアウトの状態でも株価
やチャート等の一般的な情報系に関してはリアルタイムで更新されます。 

（ログアウト） 
ログアウト状態では、注文・取引に係る情報の更新がストップされます。
(例)残高照会評価損益、注文約定照会反映等。再度ログインをすることで、
ログイン状態になります。 

⑭ ⑮ 

◇各種アイコン 

メニューバー 

7 

⑯ ⑰ 

⑭ログイン / ログアウト 
ログイン・ログアウトが出来ます。 

⑮文字サイズ変更ボタン 
表示されている文字サイズ変更対象ウインドウの文字サイズを変更することができます。 

⑯パスワード省略ボタン 
お取引画面への接続状態を表します。 

【常にパスワードを省略する】： 

次回起動時もパスワードを省略したまま発注ができます。常
にパスワードを省略したまま、スムーズに発注したいお客さ
まに向いています。 

⑯銘柄リスト保存ボタン 
銘柄登録リストの銘柄をサーバに保存/展開することができます。 
初期状態で使用しない(OFF)となっており、クリックするとシステム設定からONへの変更ができます。 

状態 説明 

  銘柄リスト保存ONの状態 

現在の銘柄リストをサーバへアップロードまたは、サーバに保存し
てある銘柄リストをkabuステーション®へダウンロードできます。 

※ONの状態でkabuステーション®を終了すると銘柄リストのデー
タが自動的にアップロードされます。 

  銘柄リスト保存OFFの状態 
銘柄リストのサーバへのアップロードまたは、サーバからのダウン
ロードを許可しません。 

※初期状態はOFFです。 

【kabuステーション®を終了するまでパスワードを省略する】： 

いま起動している時のみパスワードを省略できます。 

いったんkabuステーション®を終了するとパスワード省略はリセット(消去)されます。起動の都度この
ウィンドウにパスワードを入力することにより、PC紛失時の際のご心配を軽減できます。 

※フル板・デイトレ板に文字サイズ変更を反映する場合には、 
 設定を有効する必要があります。 
 設定を有効にする方法は、当章「表示２」の項をご確認ください。 
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⑱受信状態（フル板） 
フル板情報（※1）の受信状態を表示します。 

状態 説明 

   （オンライン） 受信可能な状態を表します。  

   （オフライン） 受信できない状態を表します 。 

⑱受信状態（情報系） 

株価情報の受信状態を表します。 

状態 説明 

   （オンライン） 受信可能な状態を表します。  

   （オフライン） 受信できない状態を表します 。 

 
⑰接続状態 
お取引画面への接続状態を表します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑱受信状態（約定・注文・通知系） 
注文約定通知に関する受信状態を表します。 
関連画面 ・注文約定照会 ・残高照会 ・注文画面の各種可能額表示  

状態 説明 

   （オンライン） 受信可能な状態を表します。  

   （オフライン） 受信できない状態を表します 。 

◇各種アイコン 

メニューバー 
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受信できない状態になっている場合は、通信環境をご確認ください。 
PCの再起動で直る場合もあります。また、本章P20にてポートを443への切替をお試しください 

⑱ ⑰ 

状態 説明 

  （オンライン） お取引画面がご利用可能な状態を表します。 

  （オフライン） 
お取引画面がご利用になれない状態を表します。インターネッ
ト接続状態、モデム、ルーター等機器の動作をご確認ください。 
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A表示単位   
「１株」または「1000 株」を選択することにより、売買高／気配数量の表示単位を変更することができます。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bリバース 
リバース表示(更新の際に数値の背景色をフラッシュさせる表示方法のこと)を行う場合は、 
「リバース表示する」を選択し、各項目のチェックボックスに印を入れてください。 
 価格反転色、数量反転色の設定もできます。 
 
C初期設定に戻す 
全ての設定を初期値に戻します 
 
  

A 

B 

C 

■ 表示１ 
システム設定では各ウィンドウの様々な設定を行うことができます。表示1では対象ウィンドウでの 
売買高や気配数量の表示単位や、リバース表示の設定を行うことができます。 

システム設定 

◇表示１ 

対象ウィンドウ 

銘柄登録リスト 現物注文ダイアログ 

個別銘柄・板 信用注文ダイアログ 

個別銘柄・詳細 バスケット発注 

個別銘柄・複合 リスト発注 

個別銘柄・T&S 

⑳ ⑲ 

⑲システム設定 

各種設定を変更できます。下記ウィンドウが起動します。 
⑳ヘルプメニュー 
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1 2 3 

1 

横のサイズが３倍になりました。スクロールバーにて表示エリアを左右に移動できます。 

システム設定 

■ 表示２ 
ここではワイド画面(⇒ 本章P7)の表示エリアのサイズを設定することができます。 

◇表示２ 

①ウィンドウ設定  
ワイド画面時の表示エリアのサイズを設定できます。 
サイズは、メインウィンドウの表示サイズの1～9倍で、縦横
それぞれ設定できます。 
   【例】：縦１ 横３に設定した場合 

③銘柄検索の履歴を有効にする  
各種発注ダイアログ、個別銘柄詳細、チャート、ニュースで、
銘柄検索履歴を表示させることができます。 

②マグネット機能  
キーボードのCtrlボタンを押しながらウィンドウを近づけていくと、自動的にウィンドウ同士がくっつきます。 
ここではそのマグネットの感度を「弱」「中」「強」から設定することができます。 
詳細は第４章をご確認ください。 

① 

② 

③ 

④ 

④フル板文字サイズ 
フル板・デイトレ板の文字サイズ変更を有効or無効にします。 
実際の文字サイズの変更方法は、当章「各種アイコン」の項をご確認ください。 

10 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter4.pdf
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① 

② ⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

システム設定 

 
①現物口座区分 
「特定口座」、「一般口座」：現物取引発注時の口座区分の初期設定を選択することができます。 
 
②信用口座区分 
「制度信用」、「一般信用」：発注時の信用区分の初期設定を選択することができます。 
 
③建玉選択の優先順位⇒第11章 
建玉選択を行わずに返済をする場合の返済対象建玉の選択される優先順位を設定することができます。  
 
④信用口座区分   
「特定口座」、「一般口座」：信用取引発注時の口座区分の初期設定を選択することができます 
 
⑤預り区分 
「指定なし｣｢保護｣｢証拠金代用」｢保証金代用｣を選択すること により、 発注時の預かり区分の初期設定
を選択することができます。 
   
⑥残高照会画面の建玉単位の選択   
残高照会画面から返済画面に遷移した際に、返済株数に建玉全株数を入力反映するか、何株建玉を保有
していようと最低株数を入力反映するかの初期設定を変更することができます。 
  
⑦初期設定に戻す 
全ての設定を初期値に戻します。 
  
  
 

◇注文１ 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter11.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter11.pdf
http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter11.pdf
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①取引パスワード設定   
ここでパスワードを入力しておくことにより、どの発注ウィンドウでもパスワードを省略することが 

できます。下記のどちらかにチェックします。 

 
【常にパスワードを省略する】にチェックした場合： 

次回起動時もパスワードを省略したまま発注ができます。常にパスワードを省略したまま、スムーズに発
注したいお客さまに向いています。 

【kabuステーション®を終了するまでパスワードを省略する】にチェックした場合： 

いま起動している時のみパスワードを省略できます。いったんkabuステーション®を終了するとパスワー
ド省略はリセット(消去)されます。起動の都度このウィンドウにPWを入力することにより、PC紛失時の
際のご心配を軽減できます。 

 
②確認画面設定 
取引を行う際に 確認画面を表示する場合は、「確認あり」 を選択し、確認画面が不要な場合は 
「確認なし」を選択してください。 
  
③クイック注文設定  
チェックボックスをチェックし、「現物取引」、「信用取引」の選択をすることにより、銘柄登録リスト
や個別銘柄ウィンドウ等からのクイック注文の商品区分設定を行うことができます。また、先物オプショ
ンのクイック注文も有効にするかどうかを設定することもできます。クイック注文について⇒第7章 
 
④プリセット注文設定  
「国内株式 プリセット注文を有効にする」にチェックボックスをチェックすると、銘柄登録リストから 
国内株式のプリセット注文を行うことができます。 
「先物オプションプリセット注文を有効にする」にチェックボックスをチェックすると、銘柄登録リスト
から先物オプションのプリセット注文を行うことができます。  
 
⑤［初期設定に戻す］ボタン   
全ての設定を初期値に戻します。 

① 

③ 

④ 
⑤ 

② 

システム設定 

◇注文２ 

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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①マーケット速報 
「日経225 採用銘柄」、「保有株式銘柄」のチェックボックスにチェックした項目が、マーケット速報に
表示されます。 
  
②指数 
「日経 225」、「日経 225 先物（中心限月）」、「TOPIX」、「日経JASDAQ」のチェックボックスに 
チェックした項目が指数画面に表示されます。 
 

③スクロール速度  
ニュース速報、マーケット速報のスクロール速度を調節することができます。 
 
④［初期設定に戻す］ボタン 
全ての設定を初期値に戻します。 

 

① 

③ 

② 

④ 

システム設定 

◇ティッカー 
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◇リミットマインダー 
●リミットマインダー 

①リミットマインダー 
リミットマインダーの監視条件を設定できます。 
  
②リミットマインダー設定 
第1条件、第2条件共に、条件を達成した場合の表示方法を設定できます。 

 

① ② 

14 

「Ｌ」をクリックするとリミット 
マインダーが起動します。 
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システム設定 

◇インフォメーションビュ－ 

手順１：通知方法を選択します。右図の通り、
インフォメーションビューとPOPUPから選択
します。「表示しない」を選択すると音のみ
での通知になります。 
 
 
 

●インフォメーションビュー：ディスプレイ中央に 
大きく表示されるお知らせウィンドウです。 

●POPUP：ディスプレイ右下に 
ポップアップされる小さい通知です。 

  

インフォメーションビューアイコンの 
点滅/非点滅を切り替えることができます。 
 
 

手順２：項目毎
に通知をする・
しないを設定し
ます。 
チェックを入れ
た項目に対して、 
手順１「通知方
法」で選択した
形式で通知され
ます。 
 
初期設定では右
図のように約定
のみにサウンド
が鳴るように設
定していますの
で、お好みに合
わせてカスタマ
イズしてくださ
い。 

  

点滅  非点滅 

  

  
  

項目毎にサウン
ドを選択するこ
とができます。 

ご自身でご用意
したサウンドを
追加したい場合
は「追加」から
wavファイルを
追加してくださ
い。 

視聴したいサウンド
を選択し「♪」をク
リックすると再生さ
れます。 
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システム設定 

◇kabuステーションお知らせ 

通知音設定 
 
システム設定画面の「通知」タブより、通知時に通知音が鳴るよう設定することが
できます。 
 
通知音の再生はお知らせ1件の通知につき、1回のみ再生されます。 
 
※ 通知音は通常と重要の区別はありません。 

 

ご自身でご用意
したサウンドを
追加したい場合
は「追加」から
wavファイルを
追加してくださ
い。 

サウンドを選択
することができ
ます。 
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①ミニ指標表示選択 
ミニ指標に表示する 4 項目を一覧から選択し設定できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②初期値設定に戻す］ボタン   
全ての設定を初期値に戻します。 

 

① 

② 

システム設定 

◇ミニ指標 

NYダウ指数は、先物OP口座を未開設のお客様は終値のみの表示になります。 
 
先物OP口座開設済のお客様はリアルタイムでの表示になります。 
なお、日経VI指数は全てのお客様にリアルタイムデータをご提供いたします。 

101:日経平均 155:REIT指数 176:T-ｽﾓ‐ﾙ 292:2部指数 329:IS 石油 338:IS 精密 347:IS 小売 GBP/JPY

102:日経500 156:指数大型 177:TPX1000 321:IS 水産 330:IS ゴム 339:IS 製品 348:IS 銀行 AUD/JPY

103:日経300 157:指数中型 190:JQ-INDEX 322:IS 鉱業 331:IS ガラス340:IS ガス 349:IS 証券 CHF/JPY

105:J日経400 158:指数小型 191:日経JQ 323:IS 建設 332:IS 鉄鋼 341:IS 陸運 350:IS 保険 NZD/JPY

144：NYダウ 171:T-ｺｱ30 194:JQ-IDX S 324:IS 食料 333:IS 非鉄 342:IS 海運 351:IS 金融 ZAR/JPY

145：日経VI 172:T-ﾗｰｼﾞ70 195:JQ-IDX G 325:IS 繊維 334:IS 金属 343:IS 空運 352:IS 不動 EUR/USD

151:TOPIX 173:T-100 196:J-STOCK 326:IS パルプ 335:IS 機械 344:IS 倉庫 353:IS サービス GBP/USD

152:2部指数 174:Tﾐｯﾄﾞ400 199:JQ-TOP20 327:IS 化学 336:IS 電気 345:IS 情報通信 USD/JPY AUD/USD

154:マザーズ 175:T-500 291:1部指数 328:IS 医薬 337:IS 輸送 346:IS 卸売 EUR/JPY CAD/JPY

選択可能な指標一覧
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①注文約定照会色表示設定 
注文約定照会画面の行の色を設定できます。 
   
②［初期値設定に戻す］ボタン   
全ての設定を初期値に戻します。 

② 

① 

システム設定 

◇注文約定照会 
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① 

③ 

② 

 

①印刷設定 
印刷の倍率や、印刷の向きを設定することがきます。 
   
②機能割り当て 
印刷ボタンやショートカットキーを利用する際の機能割り当て内容を設定出来ます。 
（全体印刷・ウィンドウ単位での印刷）  
    
③［初期値設定に戻す］ボタン   
全ての設定を初期値に戻します 

 

システム設定 

◇印刷 
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③ 

② 
① 

⑤ 

システム設定 

◇保存 
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④ 

①「マイページを自動で保存する」  
マイページ切替時や、kabuステーション®を右端の×印で終了した際にマイページを自動的に保存します。 

②「マイページをマニュアルで保存する」  
「マイページ」→「名前を付けて保存」→「名前の変更」or「マイページ」→「上書き保存」にて手動で
保存します。 

③「ショートカット作成ウィザードを起動時に表示する」  
 このチェックボックスをチェックした場合、kabuステーション®起動時にショートカット作成ウィザー
ドが起動し、デスクトップにショートカットを作成するかどうかポップアップが表示されます。 

⑤［初期値設定に戻す］ボタン   
全ての設定を初期値に戻します。 

④［銘柄登録リストのアップロード、ダウンロードを有効にする］ 
このチェックボックスにチェックした場合、銘柄登録リストに表示されている銘柄をサーバへ保存または、
サーバに保存されている銘柄リストを展開することが可能となります。 
実際のアップロード、ダウンロードは、下記のボタンまたは、メニューバーからご利用ください。 
※初期状態はOFFです。 

※ONの状態でkabuステーション®を終了すると銘柄リストのデータが自動的にアップロードされます。 
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① 

システム設定 

◇ネットワーク 

② 

①ポート設定  
ポート番号を選択することができます。 
 
 
 
 
 
 
②［初期値設定に戻す］ボタン   
全ての設定を初期値に戻します。 
 

標準 通常はこちらが選択されています。 

443 
お客様の環境により「標準」での接続が不安定な場合や、接続に
失敗する場合、発注が遅い場合等は「443」を選択してください。 



© 2001 kabu.com Securities Co., Ltd. 

https://kabu.com 

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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