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第９章 リアルタイム株価予測

ここではリアルタイム株価予測の画面構成や機能、ご利用方法等について
ご案内いたします。お客様の投資アイデアの参考になれば幸いです。

リアルタイム株価予測はFintechプラン、Premiumプラン適用でご利用いた
だけます。
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～リアルタイム株価予測は、Fintechプラン、Premiumプランでご利用いただけます～
ご利用料金/無料利用条件の詳細につきましては、「■無料利用条件/月額利用料金」をご確認ください。

※Fintechプランでは1画面、Premiumプランでは2画面のリアルタイム株価予測がご利用になれます。

●Fintechプランの無料利用条件例：
【条件１】：Fintechプランを初めてご利用されるお客様は、初回お申込日から翌々月第1営業日
まで無料でご利用いただけます。

【条件２】：kabuステーション®の信用取引口座または、先物オプション取引口座開設済みかつ、前月当
社全取引における約定回数が1回以上ある場合、に該当しているお客様は無料でご利用いただけます。

前月当社の
全取引における

約定回数が1回以上
＋

信用口座
or

先物OP口座

開設済

＝
Fintechプラン
の利用料金

無 料

第９章 リアルタイム株価予測



© 2001 kabu.com Securities Co., Ltd.

https://kabu.com

3

◇リアルタイム株価予測の特徴

リアルタイム株価予測

 機関投資家向け機能を更に機能向上し個人投資家へ開放
 自社開発システムにて取引所同等の板寄せ処理をリアルタイムに実行
 ランキング条件自体をお好みでカスタマイズ可能
 寄前、ザラバで盛り上がりそうな銘柄の初動をいち早く確認できる
 売買代金が少ない銘柄等ノイズのフィルタリングが可能

↓ ↓ ↓ ↓

寄付前にその日盛り上がりそうな銘柄が一目瞭然になります！
活況な業種（セクター）が分かります！
値幅(高値－安値が乖離)のある銘柄が分かります！
前日比ではなく、始値から上昇(下落)している銘柄が分かります！

リアルタイム株価予測の特徴１

予想価格・売買高を活用した新しい投資スタイル

リアルタイム株価予測の特徴２

板寄せシステムを自社開発

 これまでの投資スタイル：ニュースやチャート等を銘柄
毎に１つ１つ分析し、特異値や閾値があれば材料として
銘柄選別していた。 ↓ ↓

 リアルタイム株価予測を使った投資スタイル：予想価格
(実際の注文データから算出された対当(予想)価格を用い、
ご自身のお好みの条件に合致する特異値／閾値に該当し
た銘柄をランキングとして表示。

 ザラ場中の材料や大口注文等で売買高の急増しそうな銘
柄をいち早く探知し、エントリーが可能に！
↓ ↓

ニュースにも現れないような、生のデータから算出される
相場の強弱が寄り前から分かります！

リアルタイム株価予測の特徴３

ユーザーとの双方向性会話型

 既存ランキング：当社→お客様への片方向なもので、例
えば投資金額を指定して騰落率ランキングを見たりはで
きず、上から順番に50位までを並べるだけのものでした。

↓ ↓ ↓

 リアルタイム株価予測：売買高が○○株以上の騰落率ラ
ンキングや、売買代金が○○円以上の騰落率ランキング
等、複数のフィルタを使用することが可能です。

 市場フィルタの機能拡張と新たに・単元金額フィルタ・
株価フィルタ等を実装し、お客様にとって自由度の高い
フィルタ機能（双方向性会話型）、ランキングをご利用
いただけます。

内容

リアルタイム株価予測の特徴４

市場の可視化

既存ランキングは順位や値を表示するだけでしたが、リア
ルタイム株価予測ではそれらの数値が4本値とどのように乖
離しているか等をランキングにする事で、目で見て直ぐわか
る、臨場感のある情報を提供します。

これまでご提供していた始値予想／終値予想も銘柄毎に表
示をするだけでしたが、リアルタイム株価予測では乖離率等
のランキングにすることで、例えば終値予想と現値が乖離し
ている銘柄をランキングで見る等ができます。

新たに追加された機能「予想売買高急増ランキング」では、
全銘柄の中から売買代金が急増した銘柄をランキング形式に
て表示することで、常に複数銘柄を目視しているかのような
高精度なディーリング環境を提供します。

内容

内容

 リアルタイム株価予測の全機能は、予想価格を算出する
ことで実現しています。

 寄付／引け時に取引所が行う「板寄せ」を、当社システ
ムで常時リアルタイムに行うことで、始値予想／終値予
想等様々な情報提供を実現しました。

 予想価格とは：始値予想／終値予想のように、成行や寄
成、引成、寄指、引指等を含めた全ての注文情報（板情
報）の仮想板寄せをリアルタイムで行い算出する価格の
ことです。

内容
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◇画面構成

●リアルタイム株価予測（投資情報 →リアルタイム株価予測にて起動）

①時系列タブ
寄前から立会中/立会中/引け前の３つのタブがあります。選択する時系列タブによって、ご利用いただけるランキ
ング種類が異なります。
②日経225先物価格予想価格表示
225先物の寄前気配を突合しているので、寄付前に市場全体がだいたい
どれぐらい上昇/下落しそうかの目安にすることができます。
③ランキング種類
予想値上がり率/予想値上がり幅/予想値下がり率/予想値下がり幅/予想売買高/予想売買代金/予想価格上下回数/予
想売買高急増/成行数量買差分/成行数量売差分/予想成行代金買差分/予想成行代金売差分から選択いただけます。
④市場フィルタ・銘柄登録リスト
選択した市場のランキングに切り替わります。
リアルタイム株価予測は東証現物(東証、東証JQ、札証、名証、福証)が対象です。複数市場を選択することもでき
ます。また銘柄登録リストの任意のシートのみをランキング化することが可能です。
⑤銘柄の絞込(フィルタ設定)
株価選択/投資金額/時価総額/騰落率/売買高/売買代金フィルタをお客様のお好みの設定することができます。
⑥ランキング抽出結果表示部
自動更新：設定した更新タイミング（15秒／30秒／60秒）で自動更新します。
手動更新：ご自身のタイミングで更新をすることができ、分析時等に役立ちます。

自動更新のタイミングを｢15秒／
30秒／60秒｣から選択することが
できます。 ５

６

１

３

リアルタイム株価予測

CSV形式でランキング情報をデスク
トップ等に保存することができます。

４

２

予 予想価格 成行や寄成、引成、寄指、引指等を含め、当社サーバによるリ
アルタイム仮想板寄せで算出した価格

特 特別気配 極端に売買のバランスが崩れ、値が付かない状態に表示される
最良気配

現 現値 現在値（直近に約定した価格）

気 気配 約定するだけの気配が無い場合に表示される最良気配

基 基準値 前日終値(値が微調整されることもあります)

表示の優先順位：対当価格＞特別気配＞現値＞気配＞基準値
表示の優先順位：売買高＞対当売買高

4

予想価格の状態を漢字1文字で表しています。

※Premium適用プランの場合、リアルタイム株価予測は2画面表示できます。
設定の保存については、最後に閉じた画面の設定を保存しますのでご注意ください。
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◇レイアウト例

●時系列フィルタ、市場フィルタ、銘柄の絞込を格納した例

●全格納ボタンで「ランキング抽出結果表示部」のみを表示した例

＋－ボタンでフィルタの表示／非表示が可能です。

全格納ボタンです。左クリックをしながら上下
することで、「ランキング抽出結果表示部」を
広げることができます。

 固定する
固定したいカラム上を右クリック→「固定す
る」を選択することで左端に詰めていき、列の
並び替えができない状態に固定します。

 このランキングの列幅を狭くする
選択しているランキング種類において、列幅が
自動調整され、数値／文字が表記でき得る最適
幅に自動調整されます。省スペースになり、多
くのデータ表示が可能になります。

 すべてのランキングで列幅を狭くする
全てのランキング種類において、列幅が自動調
整されます。

左クリックをしながらドラッグ＆ドロップをする
ことでカラムの並び替えが可能です。右クリック
で各項目を隠すこともでき、時系列フィルタ毎に
記憶します。

●列固定／列幅自動調整

右クリック

リアルタイム株価予測

カラム上で
右クリック
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◇基本的な使い方（盛り上がりそうな銘柄を探す）

●【例】：強く(前日よりも上昇し)寄り付き、寄付後も盛り上がるような値動きしやすい銘柄を物色したい。
→「予想値上がり率」にランクイン（前日終値より始値予想が高い）していて｢予想価格上下回数（上下回数/予）｣
が多い銘柄は、寄付後も株価がよく動く傾向があり、売買活況銘柄の物色対象となり得ます。
※株価が上昇するか下落するかはお客さまご自身の判断となります。

～設定例～
①「予想値上がり率」をクリック ②仮に東証１部のみに絞ることにします。 ③株価を50円以上の銘柄に絞るこ
とにします。 ④寄付時の予想売買高、売買代金が5万株以上、2,000万円以上の銘柄に絞ることにします。 ⑤予
想騰落率の高い順からランキングが表示されます。 ⑥さらに「予想価格上下回数」カラムをソートし、多い順に
します。東証MやJQ等で絞り込み、値動きの荒い新興銘柄を抽出することも可能です。

１

２

３

４

５ ６

左クリック

表示されたランキング
の｢銘柄名」をクリック
すると即時発注が可能
で、ニュースの確認も
できる発注パネルが
起動します。

発注パネルには、約定±○Tickで売り
(返済)といったワンクリックで発注

可能な専用Uターン機能があります。
詳しくは(第7章)をご確認ください。

リアルタイム株価予測

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/kabustation/reference_chapter7.pdf
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ローソクの上(高値)近辺に
位置している銘柄のイメージです。

高値付近の銘柄とテクニカル
チャート等で総合的に判断し、
買われ過ぎと判断するのであれば
逆張りで信用新規売建(空売り)を
する等の手法が考えらます。

7

◇基本的な使い方（高値圏にいる銘柄を探す）

●【例】：立会中に高値圏にいる銘柄(高値で張りついている銘柄)を抽出したい。
→「立会中のみ」タブにて、「高値からの乖離率」と「高値からの乖離幅」で抽出される銘柄は高値付近にいる銘
柄が抽出されます。＝高値と捉えて逆張りで空売りをしたり、勢いのある銘柄と解釈し順張りで買いから入ること
も考えられます。

～設定例～
①「立会中」タブをクリック ② 「高値からの乖離率」をクリックします。 ③東証全体のみに絞ることにします。
④投資金額や株価選択を設定します。 ⑤結果が表示されます。

●高値圏銘柄のチャートイメージ

●高値圏銘柄のフル板発注イメージ

(高値)近辺に位置して
いる銘柄のフル板発注
イメージです。フル板
発注では高値ラインを
赤線で表示しています。

勢い良く買われている
と考え、＋αな買い材料
が出ている等であれば
順張りで買いから入る
等手法が考えられます。

赤線が高値
ラインです。

高値圏にいる銘柄＝高値と現値が乖
離していないということになります
ので、0％と表示されている銘柄が
物色対象となり得ます。

１

２

３

４

５

現値

「立会中タブ」の値上がり/値下がり/高値/安値は、前場後場を区分
しており通常の日通しランキングとは異なります。
(例)前場中は前場始値からの値上がりや高値です。後場中は後場始
値からの値上がりや高値になります。

リアルタイム株価予測
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◇基本的な使い方（トレンド転換しそうな銘柄を探す）

●【例】：出来高が急増し、トレンドが変わって値動きしそうな銘柄を物色したい。初動にのりたい。
→「寄り前から立会中」タブにて、「予想売買代金急増」で抽出される銘柄は、過去x日間(1営業日/5営業日/25営
業日)の売買高と比較して、売買高が急増した銘柄が抽出されます。出来高が急増した銘柄は以後の取引が活発とな
ることにより大きく値動きする傾向があり、トレンドの転換点となる可能性があります。
※株価が上昇するか下落するかはお客さまご自身の判断となります。

～設定例～
①「予想売買高急増」をクリック ②初期値では5営業日の平均出来高との比較にセットされています。 ③東証
全体のみに絞ることにします。 ④過去5営業日の平均出来高と当日の予想出来高の比較倍率の高い順からランキ
ングが表示されます。
東証MやJQ等で絞り込み、値動きの荒い新興銘柄を抽出することも可能です。

１

２

３

4

銘柄登録リストを選択

「銘柄登録リスト」を選択
すると、登録した銘柄のみ
に絞って予想出来高倍率ラ
ンキングを表示させること
も可能。

「銘柄登録リスト」の活用
例：
たとえば、監視している
バイオ銘柄のみ50銘柄登録
し売買高の変化により、
エントリーのタイミングを
とらえるといった使い方も
可能です。
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◇銘柄の絞込（フィルタ設定）

●銘柄の絞込（フィルタ設定）

株価選択フィルタ
例えば、株価フィルタで50円以上～1,000,000円以下と設定することで、1円の株が2円になる時のような
「100％値上がり」といった銘柄を除外したランキングになります。

投資金額フィルタ
例えば、投資金額を設定することで、「ランキング上位で買いたい銘柄なのに自己資金が足りなくて買えない」
といった銘柄を除外したランキングになります。

時価総額フィルタ
例えば、時価総額が低い銘柄であればこれから成長する銘柄、時価総額が高ければ安定している銘柄の可能性が
あります。
また、業種内の時価総額平均の伸び率以上に極端に時価総額が増加した銘柄があった場合、その銘柄が急激に成
長している可能性があることを確認できる1つの指標となり、お取引手法にあった銘柄選びの一助となります。

騰落率フィルタ
0％以上が値上がり銘柄、0％以下が値下がり銘柄です。例えば、0％以上に設定した状態で売買高ランキングを
見ると、値上がりしてる中で売買高が多いランキングとなり、買い銘柄の物色の一助となります。同様に、0%
以下に設定することで売り銘柄の物色にも使えます。

売買高フィルタ
例えば、大引け間際で大量注文を取り消されて終値予想が大きく変化（ブレ）する場合でも、売買高フィルタで
売買高が多い銘柄を抽出対象としておくことで、ブレを小さくすることができます。

売買代金フィルタ
例えば、10,000千以上で設定し値上がり率ランキングを見る事で売買高の少なくてランクインしている銘柄を
消す事ができ、板が薄くてたまたま値上がり率が高くなった銘柄が除外されたランキングになります。
※売買高フィルタに関しても5億以上等を設定することで同様の事が出来ます。

※6つのフィルタは「かつ(And)」条件で絞り込まれます。

｢設定｣にて、6つのフィルタの詳細設定をすることができます。初期値が設定されていますが、
ご自身の好みの設定にし、それぞれのフィルタで最大５つまで登録することができます。

●各フィルタの役割、使い方

リアルタイム株価予測
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出力リスト 仕様・計算式

寄
り
前
か
ら
立
会
中

予想値上がり率 (始値予想÷前日終値－1)×100 大きい順

予想値下がり率 (始値予想÷前日終値－1)×100 小さい順

予想値上がり幅 始値予想－前日終値 大きい順

予想値下がり幅 始値予想－前日終値 小さい順

予想売買高 寄前予想売買高 大きい順 寄付後は累計売買高＋予想売買高×予想価格

予想売買代金 始値予想×予想売買代金 大きい順 寄付後は累計売買代金＋予想売買代金×予想価格

予想価格上下回数 始値予想の価格がUP・DOWNした回数 大きい順

予想売買高急増 当日予想出来高÷過去x日間(1営業日/5営業日/25営業日)の平均出来高 大きい順

成行数量買差分 成行買数量－成行売数量 大きい順

成行数量売差分 成行買数量－成行売数量 小さい順

予想成行代金買差分 (成行買数量－成行売数量)×始値予想 大きい順

予想成行代金売差分 (成行買数量－成行売数量)×始値予想 小さい順

立
会
中
※
1

始値値上がり率 始値と現値との乖離率（現値÷始値－1)×100 大きい順

始値値下がり率 始値と現値との乖離率（現値÷始値－1)×100 小さい順

始値値上がり幅 始値と現値との乖離比（現値－始値）大きい順

始値値下がり幅 始値と現値との乖離比（現値－始値）小さい順

高値からの乖離率 (現値÷高値－1)×100 大きい順

高値からの乖離幅 現値－高値 大きい順

安値からの乖離率 (現値÷安値－1)×100 小さい順

安値からの乖離幅 現値－安値 小さい順

高安乖離率 (高値÷安値－1)×100 大きい順

高安乖離幅 高値－安値 大きい順

引
け
前

予想引値上がり率 (終値予想÷現値－1)×100 大きい順

予想引値下がり率 (終値予想÷現値－1)×100 小さい順

予想引値上がり幅 終値予想－現値 大きい順

予想引値下がり幅 終値予想－現値 小さい順

予想引売買高 予想引売買高 大きい順

予想引売買代金 終値予想×予想引売買高 大きい順

引成行数量買差分 引成買数量－引成売数量 大きい順

引成行数量売差分 引成買数量－引成売数量 小さい順

予想引成行代金買差分 (引成買数量－引成売数量)×終値予想 大きい順

予想引成行代金売差分 (引成買数量－引成売数量)×終値予想 小さい順

時
間
軸

※予想価格(始値予想／終値予想)とは：成行や指値、寄成、引成、寄指、引指等を含めた全ての注文情報（板情報）を
当社システムでリアルタイムに仮想板寄せをすることにより算出される対当価格のことです。
寄付前「予想価格」=始値予想、立会中「予想価格」=現値or終値予想、引け前「予想価格」=終値予想

※予想売買高とは：成行や寄成、引成、寄指、引指等を含めた全ての注文情報（板情報）を当社システムでリアルタイムに
仮想板寄せをすることにより算出される対当売買高のことです。

◇ランキングの種類

※1「立会中タブ」はの値上がり/値下がり/高値/安値は、前場後場を区分しており通常の日通しランキングとは異なります。
(例)前場中は前場始値からの値上がりや高値です。後場中は後場始値からの値上がりや高値になります。

リアルタイム株価予測
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寄
り
前

～

立
会
中

タ
ブ

Ｑ１ 寄付前に値上がり率ランキングが見られると聞きましたが本当ですか？

Ａ

はい、見られます。ランキング種類から【予想値上がり率】で確認できます。しかしそのままでは低い株価や売買高
の少ない銘柄が上位にきてしまいますので、「株価フィルタ」、「売買高フィルタ」で低すぎる株価や売買高の銘柄
を除外することで、より精度の高いランキングになります。

Ｑ２ デイトレード向きの銘柄を探すことはできますか？よく動く銘柄を物色したい。

Ａ

【予想価格上下回数】にてランクインされている銘柄が物色対象になり得ます。｢上下回数/予｣が多い銘柄は寄付後
もよく動く可能性が考えられ、テクニカルチャートで順張り／逆張りのきっかけを探ったり、デイトレ銘柄候補とし
て物色するのも面白いですね。

Ｑ３ 目新しいニュースはないものの需給によって買われる(買いの勢いがある)銘柄がたまにあるが、探せますか？

Ａ

【予想値上がり率】の｢成行買数量｣や｢成行代金差分｣で確認できます。目新しいニュースが無くても「とにかく成行
で買っておきたい」と思う投資家が多ければ、自然とランキングに抽出されます。さらにP6のように、始値予想が前
日終値を上回っているかどうかや、予想価格上下回数が多いかどうかを確認すると良いと思います。通常ニュース材
料から銘柄物色をしますが、リアルタイム株価予測であれば、ランキング抽出された銘柄からニュースを確認すると
いうニュースを逆引きした銘柄検索を行うことができます。

11

◇様々な投資アイデア（寄り前）

投資金額を10万円以下に設定した例

前日終値よりも始値予想が高い
銘柄がランキング表示されます。

リアルタイム株価予測

予
想
価
格
（
始
値
予
想
）
の
変
動

寄付後も出来高を伴い
上下によく動く傾向に
（売買活況銘柄）

寄付前の注文は発注や取消の都度、
予想価格が上下します。この上下回
数が多い銘柄は寄付後もよく動く傾
向にあります。

現値予想価格（始値予想）

9：00
8：00
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立
合
中
タ
ブ

Ｑ４ 「前日終値」からではなく、「始値」から上昇している銘柄を検索したいが可能ですか？

Ａ

可能です。【始値値上がり率】を使ってみてください。始値から上昇している銘柄が確認できます。
「投資金額フィルタ」と組み合わせることで、ご自身の投資金額に合ったスクリーニングができます。

Ｑ５ 長いローソクの銘柄は売買シグナルが発生していることがあるので、値幅のある銘柄を探したい。

Ａ

【高安乖離率】【高安乖離幅】を使ってみてください。ランクインしている銘柄が移動平均や一目均衡表等で売買シ
グナルを示しているかを見るわけですね、面白いアイデアだと思います。

Ｑ６ テクニカルチャートの売買シグナルで自動エントリーできますか？

Ａ

将来的にはできるようにしたいと思いますが、現状では自動シグナル売買はできません。
現状では、寄付前に｢予想値上がり率｣や｢予想値上がり幅｣で確認した銘柄の予想価格が、RSI／ストキャスティクス
等のテクニカルで売買シグナルを示しているかどうかをご自身でご確認いただき、該当する銘柄にご自身にて手動で
エントリーする、といった手法が考えられます。

Ｑ７ トレンド転換の初動をいち早く察知する方法はありますか？

Ａ

リアルタイム株価予測内に新規追加された【予想売買高急増】を利用すれば、トレンド転換の初動をいち早く察知す
ることが可能となります。過去営業日と比較して、当日の売買高が急増している場合、取引が活発となり大きく値動
きする可能性があります。【予想売買高急増】ランキングから、過去営業日の平均売買高と当日の予想売買高の倍率
比較（出来高倍率）を知ることにより、トレンド転換の波をいち早く察知することが可能となります。

12

◇様々な投資アイデア（立会中）

終値予想

「予想値上がり率」や「予想値上がり幅」から推察されるテクニカル推移

前日までの推移

始値から見て、価格/予(＝立会中は現値)が
上昇している（乖離している）銘柄が表示
されます。

長いローソクでシグナル
が発生していることも。

リアルタイム株価予測

日足で見る売買高急増によるトレンド転換

売買高急増 売買高急増

上げ相場に転換 下げ相場に転換

分足で見る売買高急増によるトレンド転換

売買高急増

上げ相場に転換
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13

◇様々な投資アイデア（引け前）

引
け
前
タ
ブ

Ｑ８ 終値予想と現値の乖離がわかるのであればTICK抜きに使えるのでは。

Ａ

理論的には可能ですし面白いアイデアだと思います。｢予想引値上がり率｣や｢予想引値上がり幅｣で＋に乖離している
銘柄は、現値で買って引成で売れば理論的にはTICK抜きが成立するわけですが、取引中は常に乖離と収束を繰り返
しており、引け間際でもまだ乖離している銘柄が物色対象でしょう。
引け間際に大口の注文取消があると実際の終値が大きくブレる場合があります(だましと言います)ので、例えば｢売
買高フィルタ｣や「売買代金フィルタ」で売買高が多い銘柄を抽出対象としておくことで、「だまし」の影響を小さ
くする等工夫が必要です。

終
【実例】2012/6/8 14:55時点で「予想引け値上がり率」にランクインして
いたDENA(2432)とアンリツ(6754)で1単元ずつ買い付けたところ、
下記表の結果となりました。6754がブレましたが、投資金額961,900円、
5分で13,700円の利益という結果となり、うまくいきました（手数料除く）。

ここで買

引成で売

※「予想引け値上がり率」TICK抜きイメージ

銘柄
14:55頃
の現値

14:55頃の
終値予想

→ 終値 抜けたTICK

2432 1619 1629 → 1626円 7TICK

6754 800 830 → 813 13TICK
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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

14

●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

15
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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）

＜SORに関するご注意事項＞

● SORは約定価格が最善にかつ、約定率を最大限にあげることを目的としておりますが、必ずこれらを達成できることを保
証するものではありません。

● SORのサービスの提供はカブドットコム証券が行うものです。モルガン・スタンレーは当社に対して技術提供を行うもの
であり、お客さまに対してサービスを提供するもの ではございません。SORのサービス（MSプールを含みますが、これに限
られません。）に関して、モルガン・スタンレーは、カブドットコム証券に口座を保有するお客さまに生 じるいかなる損失お
よび損害（本書その他SORまたはMSプールに関して提供される情報につき、誤謬、欠陥があった場合の損失および損害を含
みますが、これに限られません。）についても、一切責任を負うものではありません。

●流動性の低下等により、発注のタイミングによっては結果的に最良の価格とならない場合があります。

●東京証券取引所で待機している一部または全数量をキャンセルし、最も有利なPTS市場へ再発注した注文の一部または全数
量が約定しなかった場合、残数量は東京証券取引所に再発注されます。

●東京証券取引所における注文の優先順位が下がることで約定までに時間がかかる、もしくは約定の機会を失う可能性があり
ます。

●約定が取消される場合があります。PTS取引時間中に個別銘柄の売買停止措置が実施された場合であって、日本証券業協会
により取引停止直前の約定が認められない場合、約定が取り消しとなる場合があります。また、システム障害等により株価等
が異常値を表示した場合には、約定が取り消しとなることがあります。

● SORは約定価格が最善となりかつ約定率が最大となることを目指しておりますが、必ずこれらを達成できることを保証す
るものではありません。

●掲載情報は2019年5月22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】

【電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18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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