
Copyright© 2001-2018 kabu.com Securities Co., Ltd. All right reserved. 

～お取引にあたっての取引ルール、注意点など～ 

カブドットコム証券ではじめる 
    日経225オプション取引！ 
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ご注意・ご案内 

＜証券投資に関する手数料等およびリスクについて＞ 
・カブドットコム証券のお取扱商品へのご投資の際は、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負
担いただく場合があります。各商品等は価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元
本を割り込むおそれがあり、また商品等によっては投資元本を超える損失（元本超過損）が生じる
おそれがあります。 
・各商品の手数料等は、商品、銘柄、取引金額、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。手数料等の詳細は、当社ホーム
ページ（https://kabu.com/cost/）をご覧ください。手数料等には消費税が含まれます。 
・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）や取引ルール等をよく
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。 
・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。詳細およ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】 
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オプション取引ってなに？ 

オプション取引を始めようとすると、まず見慣れない言葉がたくさんでてきてとまどいます。
コール、プット、権利行使価格、プレミアム、SQ…。etc 

また、オプション取引は現物株や為替と比べ仕組みやルールが複雑なため、第一歩をス
タートできない方も多いと思います。しかし基礎をしっかり身につければ、オプション取引の
魅力を理解することができます。 

オプション取引の魅了は次のページで解説してます。 

日経225オプション取引とは、日経平均株価（原資産）を あらかじめ定められた
期日に、あらかじめ定められた価格で買う、または売る権利を取引することです。 

■ オプション取引では何を取引するのでしょうか？ 
上記例においては、「日経225 2013年9月限 14,000円 コール」です。
現物株式に例えるならこれが「銘柄」に相当します。 
 
この「銘柄」は株式と同じように価格がついていてその価格が変動します。
その価格、すなわち、「株価」に相当するものが上記例では「300円」です。 
 
あらかじめ定められた期日：2013年9月限 
あらかじめ定められた価格：14,000円 
 
※ 2013年9月の満期日に日経平均株価を14,000円 
  で売買する権利が現在300円。 
 
「日経225  2013年9月限 14,000円 コール」を300円で買えば、300
円より高くなったときに売却すれば、利益になります。反対に、300円より安
くなれば、損になります。 
 
一方、株式の信用取引と同じように、「日経225  2013年9月限 14,000
円 コール」を空売りすることができます。 
 
300円で"空売り"して、価格が300円より安くなれば買い戻して利益を得る
ことができます。空売りした後に、価格が上がれば、損になります。 
 

例：日経225 2013年 9月限 14,000円 コール ＠300円 
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オプション取引の魅力 

1. 横ばい相場でも利益を狙える 

  → 上昇、下降以外にも、「横ばい」でも利益の狙える取引です。 

      相場がどちらにも動かないときに利益になる戦略 があります。 

2. 投資対象をひとつに絞れる 

  → 日経225オプションの場合、日経平均株価だけが研究対象です。 

3. 数万円からでも投資可能 

  →少ない資金で大きな利益を狙うことも可能です。 

4. 損失を限定することもできる 

  → オプションの買いでしたら、最悪その投資金額がゼロになるだけです。 

5. 多彩な投資戦略が考えられる 

  → オプション取引では、複数の取引を組み合わせることで 

     無数の投資戦略を考えることができます。 

6. ヘッジの手段として利用可能 

  → 保有株や225先物の保険として利用可能です。 

個別株や先物にないオプション取引固有の魅力として以下の点があります。 
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オプション取引の仕組み① 

オプションの権利には２種類あり、買う権利のことを「コール・オプション」（Call Option）,
売る権利のことを「プット・オプション」（Put Option）と呼びます。 

売り手 

オプションの代金 

権利に応じる義務 

権利を有する 

 

義務を負う 

買い手 

これらの権利を買った場合、権利を保有したことになります。売った場合は、
売った相手がその権利を行使することを保障したことになります。 

オプションの買い手は、オプション代金を支払って権利を手に入れます。オプ
ションの売り手は、この代金を受取ることによって、買い手の権利行使に応じ
る義務を負います。 

オプションの代金のことをプレミアムといいます。 

ポイント 

オプションは買う権利と売る権利の売買です。また売買すると権利と義務が発生
します。 

取引では、コールオプションの「買い」と「売り」、プットオプションの「買い」と
「売り」の4種類から取引を選択します。 
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日経平均株価の上昇を予想 

■ 「コール」の買い 

■ 「コール」の売り ■ 「プット」の売り 

日経平均株価が将来大きく
上昇しない事を予想 

日経平均株価が将来上昇する事を予想する場合 
 → コールを買います。 
 
日経平均株価が将来下落する事を予想する場合 
 → プットを買います。 
 
日経平均株価が将来大きく上昇しない事を予想 
 → コールを売ります。 

日経平均株価が将来大きく下落しない事を予想 

 → プットを売ります。 

日経平均株価の上昇・下落はプレミアムに大きな影響をあたえますので、
日経平均株価を十分研究することが大切です。 

ポイント 

■ 「プット」の買い 

日経平均株価の下落を予想 

日経平均株価が将来大き
く下落しない事を予想 

オプション取引の仕組み② 
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・日経平均株価が上昇するとコールのプレミアムが上昇 
・日経平均株価が下落するとプットのプレミアムが上昇 

オプション取引の仕組み③ 

「支払い」代金のみ 損失 

無限 

買 

利益 

損失 無限 

利益 「受取り」代金のみ 

売 

予想 

予想 

－円以上になる 

－円未満になる 

「支払い」代金のみ 損失 

無限 

買 

利益 

損失 無限 

利益 

売 

「受取り」代金のみ 

予想 

予想 

－円以下になる 

－円超になる 

コール（CALL） プット（PUT） 
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取引概要 権利行使価格 

権利行使価格とは、コールまたは、プットの買い手が売り手に対して行使可能な
原資産の売買価格です。そのオプションが価値を持つかどうかの大事な基準です。 

例：日経225 2013年9月限 14,000円 コール ＠300円 
上記の例ですと14,000が権利行使価格となります。 

権利行使価格と現在の日経平均株価の関係によって次の3つの呼び方になります。 

日経225オプション取引の権利行使価格は、直近3限月については、250円刻
み、それ以外の取引については、500円刻みとなっております。 

アット・ザ・マネー（ＡＴＭ） ＝ 日経平均の現在値に一番近い権利行使価格 

イン・ザ・マネー（ＩＴＭ） 

＝  日経平均 ＞ 権利行使価格（コール）、 日経平均 ＜ 権利行使価格（プット） 

アウト・オブ・ザ・マネー（ＯＴＭ） 

＝  日経平均 ＜ 権利行使価格（コール）、 日経平均 ＞ 権利行使価格（プット） 

■日経平均株価が14,000円の場合（直近3ヶ月） 

コール・オプション 権利行使価格 プット・オプション 

アウト・オブ・ザ・マネ
ー 

OTM 

14750 

イン・ザ・マネー 
ITM 

14625 

14500 

14375 

14250 

14125 

アット・ザ・マネー 
ATM 

14000 
アット・ザ・マネー 

ATM 

イン・ザ・マネー 
ITM 

13875 

アウト・オブ・ザ・マ
ネー 
OTM 

13750 

13625 

13500 

13375 

13250 

ポイント 
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取引概要 取引単位 

買い手は、プレミアムを1000倍した額（買付代金）が1取引単位、プレミアムが1
円なら1,000円です。売り手は証拠金によって取引を行います。 

オプション取引で、現物株の「株価」にあたるのが「オプション価格＝プレミアム」で
す。株価同様に、毎日の取引の中で価格が変動します。 

※ 売り手は後述する証拠金が必要です。（P12） 

オプションの取引単位は、日経225先物（ラージ）と同じ1000倍です。1単位を売
買しようとするときはプレミアム（オプション価格）を1000倍した価格で取引します。

1単位を日経225先物同様1枚といいます。 

売り手は、5円×1000倍×3枚＝15,000円を受取ることができますが、
買い手の権利行使に応じる義務を負います。 

オプション取引はプレミアムの売買！ 
■ 取引例：プレミアム5円のオプションを3枚取引する場合 

売り手 

オプションの代金 

権利に応じる義務 

5円×1000倍×3枚 

＝15,000円を支払う 

買い手 

5円×1000倍×3枚 

＝15,000円を受取る 

取引を行なった際の、入出金の確認方法は次のページへ 
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取引概要 受取代金・支払代金 

※ 売り手は後述する証拠金を積んでおく必要があります。 

オプションの買い手の「支払金額」の出金（買付）、売り手の「受取代金」の入金
（売付）は「入出金・入手庫」→「入出金確認」にて確認できます。 

日経平均オプション7月限 コール 権利行使価格8,750円をプレミアム145円で1枚買った場合 

（145円×1000倍×1枚）+290円（手数料）+14円（消費税）＝145,304円 

受渡日に、「売り手」の受取金額は、 「入出金確認」にて入金（売付）と表示されます。  

日経平均オプション7月限 コール 権利行使価格8,750円をプレミアム190円で1枚売った場合 

（190円×1000倍×1枚）－380円（手数料）+19円（消費税）＝189,601円 

売り手 

買い手 

受渡日に、「買い手」の支払金額は、「入出金確認」にて出金（買付）と表示されます。 

■ 取引履歴 

■ 入出金確認 

■ 取引履歴 

■ 入出金確認 
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取引概要 証拠金 

オプションの売り建ての場合、一定の証拠金が必要になります。 

売建時に必要となる証拠金の計算方法はSPAN証拠金方式を採用し、
先物やオプション取引全体でのリスクに応じた証拠金となります。  
 
【SPAN ® 証拠金×100%－ネットオプション価値の総額 】 
 
■証拠金の確認方法 

「お取引」→「OP取引」→「新規建玉」
をクリックしますと「オプション新規建
玉」を表示します。 

「限月」「権利行使価格」「コール、プット」 

を選択し、「新規」ボタンをクリックします
と新規注文画面に切替わります。 

「新規注文」画面の右上に、必
要証拠金が表示されています。 
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取引概要 取引期限 

先物取引同様に定められた期日（満期日）があります。 

オプション取引の満期日は、第二金曜日（休業日の場合はその前日）です。 
ただし取引最終日は前日に当たる第二木曜日（休業日の場合はその前日）です。 

満期日の、日経平均株価を構成する225銘柄の始値をもとに算出され
る特別清算指数（SQ）が満期日の決済に用いる価格となります。 

通常の株式投資と同じように、将来、日経平均株価が上昇することを期待して
「コール買い」をしたとします。現物株式ですと、会社が倒産しないかぎり、株価の
上昇が1年後、2年後だとしてもチャンスがありますが、残存期間（オプションの満
期までの期間）3ヶ月のコールを買った場合、株価の上昇が、期間内に起こらな
ければ利益となりません。 

残存期間20日の「コール買い」 

20日後（満期日）の株価は、20日前と同じ水準 損失確定 

満期日の3日後から株価が大幅上昇！！ 

残存期間がもっと長ければ・・・。 

利益となった可能性が高くても 

「あとの祭り」 

相場の予想が的中しても、期限内でなければ利益となりません。オプション取
引においては、限月や権利行使価格の選択も重要になってきます。 

ポイント 

「支払代金」内の損失 
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日中は、9：00から開始し、立会終了時間が15:15になります。ナイト・セッ
ションの立会時間は16：30から翌3：00までとなります。  

■ 日経225オプション取引タイムテーブル 

取引概要  取引時間 

当社では、原則として24時間注文の発注が可能です。大阪取引所による注文受付
時間内はリアルタイム発注、それ以外の時間帯は予約注文として受け付けます。 

■ お取引画面 お取引画面や「先物OP
ボード」「先物OPボードフ
ラッシュ」にて市場を選択
できます。 

(1)、(3)の時間帯は、新規・訂正・取消の各注文を受け付けますが、 
マッチング（約定処理）は行われません。(2)の時間帯はリアルタイムで 
マッチングが行われます。 
 
※(1)プレ・オープニング 8:45（ナイト・セッションの場合は16:30）の 
    板寄せのための注文受付時間 
※(3)プレ・クロージング 15:15（ナイト・セッションの場合は翌5:30）の 
    板寄せのための注文受付時間 
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取引概要 損益シミュレーション（買い） 

オプションの買い手は、権利を放棄することにより支払ったプレミアム代金に損失
を限定することができます。 

例：日経225 2013年9月限 15000円 コール ＠100円 
買い手：100円×1000倍×1枚＝10万円（支払代金） 
最大損失：10万円（支払代金） 
最大利益：理論上無限大 
損益分岐点：15100円＝15000円+100円（支払代金） 

例：日経225 2013年9月限 15000円 プット ＠100円 
買い手：100円×1000倍×1枚＝10万円（支払代金） 
最大損失：10万円（支払代金） 
最大利益：理論上無限大 
損益分岐点：14900円＝15000円－100円（支払代金） 

■ コールの「買い」 

日経平均株価が、9月の満期までに15000円以上になっていると予想 

■ プットの「買い」 

日経平均株価が、9月の満期までに15000円以下になっていると予想 

※手数料は考慮しておりません 

15000円 安 
損失限定 

高 
↑
プ
レ
ミ
ア
ム 
↓
安 

15000円 
損失限定 

高 

高 
↑
プ
レ
ミ
ア
ム 
↓
安 

        安    ←  日経平均株価  →     高 

        安    ←  日経平均株価  →     高 

0 

0 
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オプションの売り手は、受取りプレミアム代金が最大利益（利益限定）となります。 

例：日経225 2013年9月限 15000円 コール ＠200円 
売り手：200円×1000倍×1枚＝20万円（受取代金） 
最大損失：理論上無限大 
最大利益：20万円（受取代金） 
損益分岐点：15200円＝15000円+200円（受取代金） 

例：日経225 2013年9月限 15000円 プット ＠300円 
売り手：300円×1000倍×1枚＝30万円（受取代金） 
最大損失：理論上無限大 
最大利益：30万円（受取代金） 
損益分岐点：14700円＝15000円－300円（受取代金） 

■ コールの「売り」 

日経平均株価が、9月の満期までに15000円未満になると予想 

■ プットの「売り」 

日経平均株価が、9月の満期までに15000円超になると予想 

※手数料は考慮しておりません 

15000円 

15000円 

安 

利益限定 

利益限定 

高 

高 
↑
プ
レ
ミ
ア
ム 
↓
安 

高 
↑
プ
レ
ミ
ア
ム 
↓
安 

0 

0 

取引概要 損益シミュレーション（売り） 
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オプション取引の決済方法としては、①反対売買、②権利行使、③権利放棄の
3つの方法があります。 

①反対売買 

取引最終日までなら、反対売買（買建の場合は転売、売建の場合は買戻
し）によっていつでも決済ができます。 

②権利行使 

日経225オプションの買い手は満期日（各限月の第二金曜日）のみ権利行
使ができます。逆に売り手は権利を行使されると応える義務があります。 

③権利放棄（権利消滅） 

日経225オプションの買い手は、権利行使しても利益にならない場合は、
権利放棄することになります。売り手は、買い手が権利を行使しない場合、
売った時のプレミアムが利益として確定します。 

■ オプション取引の流れ 

 

 

買い手はプレミアムを
支払う。 

売り手はプレミアムを
受取る。 

 

取引開始 
 

 

取引最終日までなら、
反対売買。 

決済時点で損益が確
定となる。 

 

転売・買戻し 
 

 

取引最終日までに、
反対売買をしなかった
場合、特別清算指数
（SQ）と権利行使価格
との差金決済となる。 

満期日 

取引概要 決済方法① 

取引開始 満期日 権利行使はできない 
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取引最終日までなら、反対売買（買建の場合は転売、売建の場合は買戻し）に
よっていつでも決済ができます。 

買い手の場合・・・転売による決済 

取引例： 

日経225オプションを120円のプレミアムで2枚買い、その後、値上がりし140円で転売 

（140円－120円）×1000×2枚＝40,000円 

（転売値段－購入値段）×取引単位×数量＝損益 

・コールの買い手もプットの買い手も同様です。 

売り手の場合・・・買戻しによる決済 

取引例： 

日経225オプションを120円のプレミアムで2枚売り、その後、値上がりし140円で買戻し 

（120円－140円）×1000×2枚＝－40,000円 

（売却値段－買戻し値段）×取引単位×数量＝損益 

・コールの買い手もプットの買い手も同様です。 

※手数料等は考慮しておりません 

実際にオプション取引を行っている方の大多数は、満期日まで保有して権利
行使を行うよりは、反対売買によってポジションを閉じ、利益確定または、損
切りをするのが一般的です。 

ポイント 

＜反対売買＞ 

取引概要 決済方法② 反対売買 
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取引最終日までに、反対売買をしなかった場合、特別清算指数（SQ）と権利行使
価格との差金決済となります。 

■ 権利行使の場合 

日経225オプションが満期日に、イン・ザ・マネーであった場合、買い手は権利行使
したとみなされ差金決済が行われます。 

この場合、買い手は権利行使価格とＳＱ値を差額を受取り、売り手は支払います。 

取引例：日経225オプションのコール権利行使価格14500円をプレミアム100
円で1枚買い、満期日まで保有しＳＱ値が14800円であった場合 

（14800円－14500円）×1000×1枚＝30万円（受取り代金） 

100円×1000×1枚＝10万円（支払いプレミアム代金） 

30万円（受取り代金）－10万円（支払いプレミアム代金）＝20万円（利益） 

コール・オプションの場合 

イン・ザ・マネーで満期を迎えた場合、コールなら「権利行使価格＜ＳＱ値」、
プットなら「権利行使価格＞ＳＱ値」で権利行使となります。 

ポイント 

コール・オプションの買い手は、20万円の利益になります。逆に売り手は、買い
手の権利行使に応じる義務がありますので20万円の損失となります。 

プット・オプションの場合は次のページへ 

取引概要 決済方法③ 権利行使（コール） 
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取引例：日経225オプションのプット権利行使価格14500円をプレミアム90円で
1枚買い、満期日まで保有しＳＱ値が14200円であった場合 

（14500円－14200円）×1000×1枚＝30万円（受取代金） 

90円×1000×1枚＝9万円（支払代金） 

30万円（受取代金）－9万円（支払代金）＝21万円（利益） 

プット・オプションの場合 

プット・オプションの買い手は、21万円の利益になります。逆に売り手は、買い手
の権利行使に応じる義務がありますので21万円の損失となります。 

■ 権利行使による計算例 

コール・オプションの買い手の場合 

 （ＳＱ値－権利行使価格）×取引単位×数量－支払プレミアム＝損益 

コール・オプションの売り手の場合 

 （権利行使価格－ＳＱ値）×取引単位×数量－受取プレミアム＝損益 

プット・オプションの買い手の場合 

 （権利行使価格－ＳＱ値）×取引単位×数量－支払プレミアム＝損益 

プット・オプションの売り手の場合 

 （ＳＱ値－権利行使価格）×取引単位×数量－受取プレミアム＝損益 

 

買い手 

権利行使 

権利消滅 

売り手 

義務消滅 

権利割当（義務） 

＋ 

－ 

＋ 

－ 

ＳＱ値で買い手が権利行使となった場合、売り手は、権利割当（義務）となります。
逆にＳＱ値で買い手の権利が消滅した場合、売り手の義務も消滅となります。 

それぞれの詳細は次のページ以降にて紹介しております。 

取引概要 決済方法④ 権利行使（プット） 
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取引例：2012年6月8日のＳＱ値：8613.40円 

2012年6月限 8000円 コール を340円で1枚買いポジションのまま満期日を
迎えた場合、2012年6月のＳＱ値が、ＳＱ値＞権利行使価格となりましたので
「権利行使」となります。 

■ 買い手の権利行使の場合 

コール・オプションの買い手の場合 
 （ＳＱ値－権利行使価格）×取引単位×数量－支払プレミアム＝損益 

「マイページ」→「取引履歴」→「ＯＰ取引」にて詳細が確認できます。 

■[8613.40円（ＳＱ値）－8000円（権利行使価格）]×1000倍（取引単位）×1枚（数量） 

＝613,400円（損益） 

613,400円（損益）＋[－1,226円（手数料）－98円（税込）]＝612,076円（受渡金額）・・・① 

■340円（プレミアム）×1000倍×1枚＝340,000円（支払プレミアム） 

340,000円（支払プレミアム） +680円（手数料）＋54円（消費税）＝340,734円（支払代金）・・・② 

①－ ②＝＋271,342円（利益） 

↓「詳細」をクリックしますと、「建玉詳細」等が表示されます。 

取引例 買い手の権利行使 

◆先物オプション取引手数料  

 

 

 

※取引チャネルにかかわらず上記手数料が適用されます。 

約定代金の0.2%（最低手数料200円/税抜） 

       1,226円        98円        612,076円 

       54円 340,734円 
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取引例：2012年6月8日のＳＱ値：8613.40円 

2012年6月限 8750円 プット を110円で5枚売りポジションのまま満期日を
迎えた場合、2012年6月のＳＱ値が、ＳＱ値＜権利行使価格となりましたので
「権利割当（義務）」となります。 

「マイページ」→「取引履歴」→「ＯＰ取引」にて詳細が確認できます。 

[8613.40円（ＳＱ値）－8750円]×1000倍（取引単位）×5枚（数量）＝－683,000円（損益） 

－683,000円（損益） -[+1,366円（手数料）+109円（消費税）]＝－684,475円（受渡金額）・・・① 

110円（プレミアム）×1000倍×5枚＝550,000円（受取プレミアム） 

550,000円（受取プレミアム）－[1,100円（手数料）＋88円（消費税）] 

＝548,812（受取代金）・・・② 

①－ ②＝－135,663円（損失） 

 

プットの売りの場合プレミアム代金を受取いますが、権利に応じる義務が発生します。 

取引例 売り手の権利割当（義務） 

 

プット・オプションの売り手の場合 
 （ＳＱ値－権利行使価格）×取引単位×数量－受取プレミアム＝損益 

■ 売り手の権利割当（義務） 

「詳細」をクリックしますと、「建玉詳細」等が表示されます。 

       1,366円        109円 

       88円        548,812円 

       684,475円 
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満期日を迎えると、アウト・オブ・ザ・マネーであった場合、自動的に買い手は権利
消滅（放棄）となり、オプションの購入代金であるプレミアム分が損失となります。
売り手は義務の消滅となります。義務が消滅した場合、受取ったプレミアム分が
利益となります。 

取引例：日経225オプションのコール権利行使価格13500円をプレミアム100円
で1枚買い、満期日まで保有しＳＱ値が13200円であった場合 

（13200円－13500円）×1000×1枚＝－30万円と計算できますが、買い手の最大損失
は、支払いプレミアム代金に限定されます。 

100円×1000×1枚＝10万円（支払代金） 

損失は10万円（支払代金）に限定 

売り手は、権利行使に応じる義務が消滅し、10万円（受取代金）の利益となります。（利益限
定） 

■ コールオプションの場合 

取引例：日経225オプションのプット権利行使価格13500円をプレミアム90円で
1枚買い、満期日まで保有しＳＱ値が13800円であった場合 

（13500円－13800円）×1000×1枚＝－30万円－30万円と計算できますが、買い手の最
大損失は、支払いプレミアム代金に限定されます。 

90円×1000×1枚＝9万円（支払代金） 

損失は9万円（支払代金）に限定 

売り手は、権利行使に応じる義務が消滅し、9万円（受取代金）の利益となります。（利益限定） 

■ プット・オプションの場合 

「権利消滅」「義務消滅」の確認方法は、次のページへ 

取引例 買い手の権利消滅（放棄） 
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取引例：2012年6月8日のＳＱ値：8613.40円 

2012年6月限 8500円 プット1枚を売りポジションのまま満期日を迎えた場合 

2012年6月のＳＱ値は、「ＳＱ値＞権利行使価格」となりましたので「義務消滅」
となります。「受取プレミアム」分が利益として確定します。 

■ 売り手の義務消滅 

■ 買い手の権利消滅 

取引例：2012年6月8日のＳＱ値：8613.40円 

2012年6月限 9750円 コール2枚を買いポジションのまま満期日を迎えた場合 

2012年6月のＳＱ値は、「ＳＱ値＜権利行使価格」となりましたので「権利消滅」と
なります。「支払プレミアム」分が損失として確定します。 

2012年6月限 9750円 コール2枚をプレミアム6円で買った場合 

（6円×1000倍×2枚）+216円（手数料）＝12,216円（支払プレミアム） 

「支払プレミアム」分が損失（損失限定） 

「受取プレミアム」分が利益（利益限定） 

取引例 売り手の義務消滅、買い手の権利消滅（放棄） 

2012年6月限 8500円 プット1枚をプレミアム150円で売った場合 

（150円×1000倍×1枚）-324円（手数料）＝149,676円（受取プレミアム） 

149,676円 

12,216円 
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価格情報① 

先物OPボード／フラッシュにてご確認いただけます。 

リアルタイムに限月ごとの先物・オプション価格が一覧チェックできます。 価格情
報画面から売買画面・チャート画面へ移動も自由自在。 カブボード同様、高機能
なデータ表示でお客さまの先物・オプション取引をサポートします。  

■ 先物OPボード 

現在値はもちろん4本値段、売買高、気配、気配数量、理論価
格、デルタ、ガンマ、IV、セータ、ベガに至るまで、オプション取
引に必要な情報を表記。 
 

 

ビジュアル的に限月全体
の動きが把握できます。 

 

新規・返済の注文画面や、
銘柄詳細といった情報画
面へも付属ボタンでワン
クリック。銘柄を指定して
注文するわずらわしさか
ら開放されるだけではなく、
取引の機動性が大幅に
アップします。 
 

 

マイページの右側 
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■ 先物OPボードフラッシュ 

リアルタイムストリーミング機能によって限月ごとの先物・
オプション価格を一覧かつ自動更新でご覧いただけます。 
 

先物・オプションボードフラッシュの上部に最新ニュースタ
イトルをティッカー（文字が流れる電光掲示板スタイルの
表示）方式で2段形式に最新情報を表示いたします。  

各銘柄の板情報 

もサポート！ 

マイページの右側 

価格情報② 
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■ AIデリバティブ 

AIデリバティブ 

「AIデリバティブ」は、過去のリーマンショックやブレグジット等のボラティリティを
再現した場合にお客さまの現有ポジションや仮想のポジションがどのようなイン
パクトを受けうるかをシミュレートする「ストレステスト機能」や原資産価格、建玉
評価損益、SQ日までの残存日数の3軸について視認性を高めて表現する「3D
チャート」等の先進的な機能を提供します。 

当社に証券口座をお持ちの方はどなたでも無料で
ご利用いただけます。 

■ 「AIデリバティブ」の詳細については、下記を参照ください。
https://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/ai-derivative_guide.pdf 

■ 主な機能 

・3Dチャート 

・損益チャート 

・時系列チャート 

・ストレステスト 

・ポジションカスタマイズ 

・オプションシミュレーション 

・デルタヘッジシミュレーション 

・スマイルカーブ 

■投資戦略の詳細につきましては、 
日経225オプション取引「投資戦略ガイド基礎編」にてご確認ください。 
https://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/nikkei255_kiso.pdf 

https://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/ai-derivative_guide.pdf
https://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/ai-derivative_guide.pdf
https://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/ai-derivative_guide.pdf
https://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/nikkei255_kiso.pdf
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先物・オプション取引の審査は、WEB画面にてお客さまご自身でお申込く
ださい。WEB審査ですので、原則24時間365日お客さまのご都合のよい
お時間にお申込が可能です。最短で、即日、先物・オプション口座開設と
先物・オプションのお取引開始が可能です。お申込み手続きはマイページ
右側の【先物・オプション】ボタンから！ 

先物・オプション取引口座開設方法 

※先物・オプション取引口座開設には、自動通
知サービスの登録が必須になります。未設定の
場合、マイページ→「設定・申込」→「自動通知
サービス」からあらかじめご登録をお願いします。 
※十分な金融資産がない、現物株式取引のご
経験が1年未満の場合は、お申込みが出来ま
せん。登録情報とお客様の状況が異なる場合
は、マイページ→「設定・申込」→「お客様基本
情報」→「内容変更」にて変更いただきますよう
お願いいたします。 

年齢が「70歳以上」またはご登録の職業が「パート・アルバイト」「主婦」「学生」の場合、お預かり資産等の状況
を含め審査いたします。なお、審査の結果ご意向にそえない場合の理由については開示できません。 
 
※  先物・OP取引口座開設にはマイナンバーの提出が必要です。   
※ 別途審査をご希望される場合は、当社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。  

※  ご登録の属性が、金融資産500万円未満（法人口座のお客さまは、当社の預かり資産1,000万円未
満） の場合、オプション取引の売建てを規制します。 

http://glweb01si0v/Members/support/Menu.asp

