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マーケット情報とは

「マーケット情報」は、

世界 大の金融情報サービス会社のトムソン・ロイター社、会社四季報の東洋経済
新報社、カブドットコム証券のオリジナルコンテンツをマッシュアップ*して、徹底的に
個人投資家がどのように投資情報を活用するのか？投資家目線にこだわり導線を
考え抜いて作り上げた個人投資家のための投資情報サービスです。

*マッシュアップ：ＷＥＢ上に提供されている情報やサービスなどを組み合わせて、
新しいソフトウェアやサービス、データベースなどを作ること。
Web 2.0の構成要素として注目されています。

• 個別銘柄詳細画面

複数気配を表示、企業情報はトムソン・ロイター社のコンセンサス・レーティング

と企業スコアを新規採用し、会社四季報の情報と合わせてグラフィカルで見や

すくなっています。

• ニュース

お客さまのご要望も多かった海外や外国為替に強いトムソン・ロイター社の

ニュースを増強し、国内株式に特化した株式新聞ニュースと共に、国内外の幅

広いニュースを網羅した内容となりました。

マーケット情報概要
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■マーケット情報にアクセス

ログイン後マイページ

●投資情報をクリック
します。

●マーケット情報のトップ画面が表
示されます。

※よく利用するコンテンツへのリンク
をコンパクトにまとめたポータル
ページです。

基本的な操作方法については、

次ページをご覧ください。

基本的な操作方法については、

次ページをご覧ください。

■マーケット情報は、マイページの「投資情報」をクリックすると
表示することができます
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■基本操作

メニュー

●「総合・主要指標」、「投資情報室」、「国内
マーケット」「海外マーケット」、「為替・金利」、
「ニュース」と情報がカテゴリーごとに「タブ」で
仕分けされています。

●タブの下にはカテゴリーごとのジャンルが表示
され、その下にサブメニューが表示されます。

ミニチャート

●閲覧頻度の高い「日経平均」や
「TOPIX」、「先物」、「為替」の値動きを
常に「ミニ」チャートで表示します。

●詳細な情報や大型チャート見たい場
合は、チャートの画面をクリックします。

詳細情報への
リンク

●詳細情報を見たい
場 合 は 、「日経平
均」などの銘柄名を
クリックします。

ニュースへのリンク

●見出しのテキストをクリッ
クすると、詳細なニュー
スが表示されます。

関連情報への
リンク

●そのカテゴリーに
は含まれないもの
の、連携して確認
したい関連情報
へのリンクです。

詳細ページへのリンク

●クリックすると、その情
報の詳細ページにリン
クします。

カテゴリー

ジャンル

サブメニュー
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■マーケット情報のメニュー構成（１）

■マーケット情報で表示されるメニューの構成です。
「国内マーケット」→「株式」→「株式ランキング」といったように、
順番にタブをクリックしていくことにより、より深い階層の情報を見ることができます。

【例】 国内株式のランキングをメニューをたどって閲覧する場合

マーケット情報については

次ページをご覧ください。

マーケット情報については

次ページをご覧ください。

●「国内マーケット」を
クリックします。

●国内マーケットのジャン
ルが表示されます。

●ジャンルの「株式」をク
リックします。

●「株式ランキング」をク
リックします。

●「株式ランキング」情報
が表示されました。
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カテゴリー ジャンル サブメニュー
国内マーケット 国内サマリー

株式 国内指数・指標
株式ランキング
業種別騰落率
ＡＤＲ銘柄一覧

銘柄データ 新規上場・変更・廃止
株式分割・割り当て・併合
監理・整理ポスト
公募情報
第三者割当増資情報
単位株数変更

証金・信用 証金残・信用残
逆日歩
株不足

先物・ＯＰ 先物相場一覧
先物ＯＰボード
先物ＯＰニュース
国債レート

投資情報室
海外マーケット 海外サマリー

各国株式指数
G7・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

経済指標
G8・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

外国為替・金利 外国為替
G9・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

為替対顧客レート

各国金利一覧
G9・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

ニュースメニュー
株式新聞のニュース
ロイター国内ニュース 国内株式市況今日の株式見通し 

今週の東京株式市場 
マーケットアイ 
銘柄情報 
企業決算・配当・格付け 
日経平均テクニカル分析 
新興市場・IPO 

東京為替市況外為マーケットアイ
東京マーケット・サマリー
今週の為替市場見通し

債券・金利市 金利マーケットアイ
日銀・官公庁
債券格付け

国内マクロ経済国内経済統計
指標/統計予測
発表カレンダー

ロイター海外ニュース 海外トップニュース
米国・欧州株 米国マーケットレポート

欧州マーケットレポート
アジア株式市アジアマーケットレポート
エマージング株式市況
海外為替市況NY/欧州マーケットサマリー

アジアマーケットサマリー
債券・金利市 中央銀行
マクロ経済関 米国主要経済統計

G5主要経済統計
エマージングマーケット統計
指標/統計予測
発表カレンダー

投信関連 エマージングマーケット
市場調査レポート 見通し/コメント

ロイター個人投資家調査
ロイター国際投資戦略調査-東京
ロイター国際投資戦略調査-海外

政治・社会関連 日本
海外

今日の行事・指標発表予定

カテゴリー ジャンル サブメニュー
国内マーケット 国内サマリー

株式 国内指数・指標
株式ランキング
業種別騰落率
ＡＤＲ銘柄一覧

銘柄データ 新規上場・変更・廃止
株式分割・割り当て・併合
監理・整理ポスト
公募情報
第三者割当増資情報
単位株数変更

証金・信用 証金残・信用残
逆日歩
株不足

先物・ＯＰ 先物相場一覧
先物ＯＰボード
先物ＯＰニュース
国債レート

投資情報室
海外マーケット 海外サマリー

各国株式指数
G7・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

経済指標
G8・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

外国為替・金利 外国為替
G9・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

為替対顧客レート

各国金利一覧
G9・BRICs・VISTA・北アメリカ・南アメリカ・
ヨーロッパ・アジア・東南アジア・アフリカ

ニュースメニュー
株式新聞のニュース
ロイター国内ニュース 国内株式市況今日の株式見通し 

今週の東京株式市場 
マーケットアイ 
銘柄情報 
企業決算・配当・格付け 
日経平均テクニカル分析 
新興市場・IPO 

東京為替市況外為マーケットアイ
東京マーケット・サマリー
今週の為替市場見通し

債券・金利市 金利マーケットアイ
日銀・官公庁
債券格付け

国内マクロ経済国内経済統計
指標/統計予測
発表カレンダー

ロイター海外ニュース 海外トップニュース
米国・欧州株 米国マーケットレポート

欧州マーケットレポート
アジア株式市アジアマーケットレポート
エマージング株式市況
海外為替市況NY/欧州マーケットサマリー

アジアマーケットサマリー
債券・金利市 中央銀行
マクロ経済関 米国主要経済統計

G5主要経済統計
エマージングマーケット統計
指標/統計予測
発表カレンダー

投信関連 エマージングマーケット
市場調査レポート 見通し/コメント

ロイター個人投資家調査
ロイター国際投資戦略調査-東京
ロイター国際投資戦略調査-海外

政治・社会関連 日本
海外

今日の行事・指標発表予定

■マーケット情報のメニュー構成（２）

■本活用ガイドでは、サブメニュー
までをご案内していますが、サブ
メニュー以下にも、ページごとに
さらに詳細に仕分けされた投資
情報が提供されています。

ページごとに、関連する詳細な情報への
リンクが準備されているから、さらに詳し
く知りたいときは、ページ内のリンクを見
に行けばいいんだ。

ページごとに、関連する詳細な情報への
リンクが準備されているから、さらに詳し
く知りたいときは、ページ内のリンクを見
に行けばいいんだ。

■リアルタイムの市場情報をはじめ、
信用残高、為替や金利、国内外
のニュースや各種レポートなど、
豊富な投資情報をご覧いただく
ことができます。
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■総合・主要指標メニュー（１）

■マーケット情報の代表的なコンテンツや
よく使われるコンテンツへのリンクをコンパクトにまとめたポータルページです。

●株価指数・海外関連ニュース・外国
為替など 「海外マーケット」情報を
表示します。

●国内外で本日発表される経済指標
なども見ることができます。

●閲覧頻度の高い、指数や為替のミニ
チャートを表示しています。

●クリックすると詳細情報を表示します。

●株価指数・国内関連ニュース・ラ
ンキングなど、「国内マーケット」
情報を表示します。

●投資情報室はこのタブをクリック。

■表示情報
・国内主要指数･指標
・国内関連ニュース
・株式ランキング
・業種別騰落率
・銘柄データ

・海外主要指数・指標
・海外関連ニュース
・外国為替
・本日発表の経済指標
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■総合・主要指標メニュー（２）

■総合・主要指標メニュー下方に表示されている情報です。
株式ランキングや業種別騰落率、本日発表の経済指標など、
マーケットの大きな流れや方向性をつかむのに役立ちます。

●本日発表の各国の経済指標を表示します。
※下段のリンクをクリックすると、今週発表の

もの、今月発表のものなど、過去の期間を
指定しての表示も可能です。

※経済指標の種類別に仕分けしての表示も
可能です。

■表示情報
・国内主要指数･指標
・国内関連ニュース
・株式ランキング
・業種別騰落率
・銘柄データ

・海外主要指数・指標
・海外関連ニュース
・外国為替
・本日発表の経済指標

●値上がり・値下がり・売買代金などの株式
ランキングを表示します。デフォルトの表示
は東証１部です。

※タブをクリックすると別の市場を確認するこ
とができます。

● 下段には、「証金・信用」、「新規上
場」「株式分割」などの銘柄一覧への
リンクが準備されています。

●業種別の騰落率を表示します。
※業種名をクリックすると詳細画面にリン

クします。



http://kabu.com

10
■国内マーケットメニュー（１）

■マーケット情報の国内マーケットのポータルページ。
日経平均、日経平均先物、TOPIX、為替のチャートに加え、
国内主要指数・指標、国内ニュースのヘッドライン、ディリーコメントなどを表示します。
このページだけで、今の国内マーケット状況が確認できます。

■表示情報
・国内主要指数･指標
・市場統計
・株式ランキング
・業種別騰落率

●クリックすると、「指標データ」「銘柄データ」「証
金・信用データ」「先物ＯＰデータ」「大証FXデー
タ」「投資信託データ」の画面に遷移します。

●閲覧頻度の高い、指数や為替のミニ
チャートを表示しています。

●クリックすると詳細情報を表示します。

●国内主要指数･指標、市場統計、株
式ランキングなど、「国内マーケット」
情報を表示します

●「デイリーコメント」、「ニュース」など
記事系の情報が表示されます。

※表題のテキストをクリックすると詳細
な情報に遷移します。

・国内関連ニュース
・新規上場銘柄
・国内経済指標カレンダー
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■国内マーケットメニュー（２）

■国内マーケットメニュー下方に表示されている情報です。
株式ランキングや業種別騰落率、本日発表の経済指標など、
マーケットの大きな流れや方向性をつかむのに役立ちます。

●値上がり・値下がり・売買代金などの株式
ランキングを表示します。デフォルトの表示
は東証１部です。

※「ＪＡＳＤＡＱ」「マザーズ」などのタブをクリッ
クすると市場を変更することができます。

●業種別の騰落率を表示します。
※業種名をクリックすると詳細画面にリン

クします。

●国内の経済指標カレンダーを表示します。
※経済指標名をクリックすると詳細画面に遷

移します。

●新規上場銘柄を表示します。
※銘柄名をクリックすると個別銘柄の情

報へ遷移します。
※「詳細」ボタンをクリックすると新規上

場・変更・廃止などの一覧情報に遷移
します。

■表示情報
・国内主要指数･指標
・市場統計
・株式ランキング
・業種別騰落率

・国内関連ニュース
・新規上場銘柄
・国内経済指標カレンダー
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■海外マーケットメニュー（１）

■海外主要指数、外国為替、金利、ニュース、経済指標など見るなら
海外マーケットメニューがお勧めです。

■マーケット急変動時に注目される「VIX恐怖指数」や、
グラフィカルな経済指標もあり、海外情報は、質、量ともに充実しています。

・ディリーコメント
・海外トップニュース
・米国・欧州株式市況
・アジア株式市況

●海外指数や指標、為替を表示します。
※名称をクリックすると詳細画面にリンクし

ます。
※詳細をクリックすると、詳細の一覧画面

にリンクします。」

●クリックすると、「各国株式指数」、「経済
指標」の画面に遷移します。

●閲覧頻度の高い「ＮＹダウ」、「NASDAQ」、
「上海総合」、「米ドル円」のミニチャートを表示
しています。

●クリックすると詳細情報を表示します。

●「デイリーコメント」、「海外トップニュース」、
「米国・欧州株式市況」など記事系の情
報が表示されます。

※表題のテキストをクリックすると詳細な情
報に遷移します。

■表示情報
・海外主要指数・指標
・外国為替
・金利
・本日の発表経済指標
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■海外マーケットメニュー（２）

■海外マーケットメニュー下方に表示されている情報です。為替情報、海外トップ
ニュース、米国・欧州の株式市況、金利、本日発表の各国の経済指標など、世界
的なマーケットの流れや方向性をつかむのに役立ちます。

●各国の為替を表示します。

●各国の国債の金
利を表示します。

●本日発表の各国の経済指標を表示します。
※指標名をクリックすると詳細を表示します。
※当日の国内株式の動きを予測する上でも、ぜ

ひ見ておきたい指標の一覧といえます。

●海外のトップニュースを表示します。
※見出しをクリックすると詳細を表示します。

●米国・欧州市場の株式市況です。
※寄付前に要チェックです。

●アジアの株式市況を表示します。
※見出しをクリックすると詳細を表示します。
※アジア市場の動きをチェックできます。

その日一日の国内株式の動きを予測
する上でも海外マーケットのメニューは、
朝一番にチェックしておきたい情報と
いえそう。

その日一日の国内株式の動きを予測
する上でも海外マーケットのメニューは、
朝一番にチェックしておきたい情報と
いえそう。
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■外国為替・金利メニュー（１）

■対日本円、対米ドルの通貨相場一覧です。前日比の降順でソートされています。
■左欄の通貨名をクリックすると、右欄にチャートとニュースが表示されます。

・南アフリカランド
・アルゼンチンペソ
・インドネシアルピア
・インドルピー
・カナダドル
・シンガポールドル
・スイスフラン
・タイバーツ
・トルコリラ

■表示通貨
・日本円
・米ドル
・ユーロ
・英ポンド
・韓国ウォン
・香港ドル
・豪ドル
・人民元
・台湾ドル

・ニュージーランドドル
・ハンガリーフォリント
・フィリピンペソ
・ブラジルリアル
・ベトナムドン
・マレーシアリンギット
・メキシコペソ
・ロシアルーブル

●Ｇ７、BRICs、地域別にカテゴリ分けして
表示できます。

●各通貨の為替レートを表示します。
※通貨名をクリックすると詳細画面にリン

クします。

●対日本円、対米ドル表示を切り替
えます。

●チャートを表示します。
※ドロップダウンリストでお好み

のチャート・期間に切り替えが
できます。

●通貨関連のニュースを表示します。
※表題のテキストをクリックすると詳

細な情報に遷移します。
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■外国為替・金利メニュー（２）

■対日本円、対米ドルの通貨相場一覧です。ミニチャートをクリックすると、ミニチャー
ト一覧画面にリンクします。

●日中足・日足・週足・月足が選択可能です

●ミニチャートをクリックすると、ミニ
チャート一覧画面にリンクします。
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■ニュースメニュー（１）

■投資関連ニュースの一覧です。 株式新聞ニュース、ロイター国内ニュース、
ロイター海外ニュース 投資関連、 市場調査レポート、政治社会関連の
ジャンルで仕分けがされています。

さらに詳細なジャンルが

表示されます。

さらに詳細なジャンルが

表示されます。

●見出しのテキストをクリックす
ると、詳細なニュースが表示
されます。

●ジャンルごとに仕分けされたニュースメニューです。
※「＋」のマークをクリックすると、さらに詳細に仕

分けされたジャンルを表示します。

ニュースのプリントアウトも

可能です。

ニュースのプリントアウトも

可能です。

ニュースのジャンルについては

次ページをご覧ください。

ニュースのジャンルについては

次ページをご覧ください。
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ニュースメニュー
すべて
株式新聞のニュース
ロイター国内ニュース国内株式市況 今日の株式見通し 

今週の東京株式市場 
マーケットアイ 
銘柄情報 
企業決算・配当・格付け 
日経平均テクニカル分析 
新興市場・IPO 

東京為替市況 外為マーケットアイ
東京マーケット・サマリー
今週の為替市場見通し

債券・金利市況 金利マーケットアイ
日銀・官公庁
債券格付け

国内マクロ経済 国内経済統計
指標/統計予測
発表カレンダー

ロイター海外ニュース海外トップニュース
米国・欧州株式市況米国マーケットレポート

欧州マーケットレポート
アジア株式市況 アジアマーケットレポート
エマージング株式市況
海外為替市況 NY/欧州マーケットサマリー

アジアマーケットサマリー
債券・金利市況 中央銀行
マクロ経済関連 米国主要経済統計

G5主要経済統計
エマージングマーケット統計
指標/統計予測
発表カレンダー

投信関連 エマージングマーケット
市場調査レポート 見通し/コメント

ロイター個人投資家調査
ロイター国際投資戦略調査-東京
ロイター国際投資戦略調査-海外

政治・社会関連 日本
海外

今日の行事・指標発表予定

■ニュースメニュー（２）

■投資関連ニュースのジャンル一覧です。
■配信される全てのニュースを見たい場合は、「すべて」を選択します。

●全てのニュースを見たい
場合は、「すべて」を選択

●ジャンルごとに階層建て
て仕分けされています。

※目的のジャンルを探してク
リックします。
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■国内指数・指標（１）

■指数・指標名をクリックすると、チャートが変わります。
■画面下方には、市場別の各数値を表示、値上がり、値下がり銘柄数は、円グラフ

で分かりやすく表示しています。

■「国内マーケット」→「株式」→「国内指数・指標」

●市場別の各数値を表示、値上が
り、値下がり銘柄数は、円グラフ
で分かりやすく表示しています。

●お好みのチャートに切り替
えが可能です。

●指数・指標名をクリックすると、右
のチャートが遷移します。

●前日比、前日比（％）をクリックして、各
指数・指標を並び替え可能です。

●前日比右のバーでは、各市場の動き
の違いを視覚的に捉えることが可能
です。
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■国内指数・指標（２）

■国内指数・指標一覧です。ミニチャートをクリックすると、ミニチャート一覧画面にリ
ンクします。

●日中足・日足・週足・月足が選択可能です

●ミニチャートをクリックすると、ミニ
チャート一覧画面にリンクします。
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■株式ランキング（サマリー表示）

■株式ランキングでは、4種類のランキングが一覧できるサマリー表示と、
1種類のランキングを詳細に表示する詳細表示の2画面があります。

■「国内マーケット」→「株式」→「株式ランキング」

●銘柄名をクリックすると、
詳細情報を表示します。

●サマリー表示では、初期設定では、
値上がり率、値下がり率、売買代
金、年初来高値更新の4つが設
定されていますが、お客様のお好
みのランキングにカスタマイズ可
能です。

●詳細ボタンをクリックす
ると、詳細の一覧表示
の画面にリンクします。

※次ページ参照。
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■株式ランキング（詳細表示）

■各ランキングを30位まで表示可能です。
コード、業種、現在値、前日比、出来高、始値、高値、安値、前日終値の
テキストをクリックすることにより、降順、昇順にソート可能です。

■「国内マーケット」→「株式」→「株式ランキング」

●ドロップダウンリストから、市場を選択した
り、他のランキングを選択したりすること
が可能です。

●サマリー表示に切り
替えます。

●クリックすることにより、
降順、昇順に並べ替え
ができます。

●銘柄名をクリックすると、
詳細情報を表示します。
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■業種別騰落率（１）

■３列表示で業種別騰落率を表示します。
■左：業種別騰落率のランキング、中：選択した業種の詳細、左：選択した業種の中

の銘柄の詳細です。

■「国内マーケット」→「株式」→「業種別騰落率」

●業種騰落率ランキングで選択
した業種と日経平均株価の
比較チャートです。

※その業種に属する個別銘柄を
時価総額順に現在値と前日比を
表示、その業種の中で、どの銘柄
が堅調で、どの銘柄が出遅れて
いるのかが一目で分かります。

●その業種の関連ニュースを表示します。
※なぜその業種が買われているのか、

売られているのかが分かります。

●中列で選択した業種の
時価総額1位銘柄のチャートと
出来高、4本値、企業関連ニュースが
表示されています。

※中列の銘柄一覧で、銘柄を選択しても、
右列にその個別銘柄を表示します。

●東証33業種の
業種別指数の
騰落率ランキングです。
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■ 業種別騰落率（２）

■業種別騰落率です。ミニチャートをクリックすると、ミニチャート一覧画面にリンクし
ます。

●日中足・日足・週足・月足が選択可能です。

●ミニチャートをクリックすると、ミニ
チャート一覧画面にリンクします。
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■ADR（米国預託証券）円換算価格・新規上場等

■NY市場で取引されている
日本企業のADR（米国預託証
券）の 円換算価格の一覧です。

■銘柄データでは、
新規上場や株式分割・
公募銘柄の情報を表示します。

●東京市場の終値と、
NY-ADR終値の円換算値との
比較が可能です。

●NY-ADR終値を表示します。

●NY-東京の金額を
表示します。

●NY-東京の率を
表示します。

※メニューをクリックすると
昇順・降順に並べ替えます。

●換算為替レート変更可能です。

●新規上場・市場変更・上場廃止・株式分
割・割当・併合・監理ポスト・整理ポスト・公
募情報・第三者割当・単位株数変更銘柄
の一覧をご覧いただくことが可能です。 。
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■証金残・信用残・逆日歩・株不足

■証金残・信用残の一覧表です。
証金残は、上部のタブで東京・JASDAQ市場を選択可能です。

■「国内マーケット」→「証金・信用」→「証金残・信用残」
■「国内マーケット」→「証金・信用」→「逆日歩」
■「国内マーケット」→「証金・信用」→「株不足」

●二市場の信用残を表示し
ます。

●市場を選択可能です。

●逆日歩・株不足の銘柄を
一覧表示します。
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■先物オプション

■各種の先物相場の一覧です。
初期画面は、日経225先物です。

■「国内マーケット」→「先物・ＯＰ」→「先物相場一覧」

●全日・日中・夜間を選
択可能です。

●TOPIX先物・日経300先物・
CORE30先物・REIT先物・大証
NYダウ先物・日経平均VI先物を
選択可能です。

●お好みのチャートに切り替
えが可能です。
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■先物オプションボード・先物オプションニュース

■先物オプションボード・先物オプションニュースです。
先物オプション取引口座をお持ちのお客さまにはおなじみの画面です。

■「国内マーケット」→「先物・ＯＰ」→「先物ＯＰボード」
■「国内マーケット」→「先物・ＯＰ」→「先物ＯＰニュース」
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■各国株式指数（１）

■各国株式指数と、マーケット急変時に注目される「VIX恐怖指数」や、WTI原油も掲
載されています。

■「海外マーケット」→「各国株式指数」

●VIX恐怖指数や、ＷＴＩ原油もここ
に表示されます。

●昇順・降順にソートが可能です。

●地域の選択が可能です。

【ご注意】
上部のタブで地域を選択可能ですが。現時点では、
南アメリカ、アフリカは選択不可になっています。

【ご注意】
上部のタブで地域を選択可能ですが。現時点では、
南アメリカ、アフリカは選択不可になっています。

●右欄にチャート、価格詳細、関連ニュースが表示さ
れます。各国の国旗をクリックすると、選択した国
のサマリーページに遷移します。

●お好みのチャートに切り替
えが可能です。
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■ 各国株式指数（２）

■各国株式指数一覧です。ミニチャートをクリックすると、ミニチャート一覧画面にリン
クします。

●日足・週足・月足が選択可能です

●ミニチャートをクリックすると、ミニ
チャート一覧画面にリンクします。
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■経済指標

■各国の経済指標の一覧です。上部のタブで地域を選択可能です。

■「海外マーケット」→「経済指標」

●期間を選択します。

●お好みのチャートに切り替
えが可能です。

●右欄にチャート、価格詳細、関連ニュース
が表示されます。各国の国旗をクリックす
ると、選択した国のサマリーページに遷移
します。

●地域の選択が可能です。

海外の経済指標は、ザラ場中や引け
後にも発表されるから、寄り前だけで
はなく、ザラ場中や引けた後にもチェッ
クをいれとかなきゃ。

海外の経済指標は、ザラ場中や引け
後にも発表されるから、寄り前だけで
はなく、ザラ場中や引けた後にもチェッ
クをいれとかなきゃ。

●テキストをクリックする
と、詳細情報を表示し
ます。
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■個別銘柄情報「株価詳細」

■株価詳細は、個別銘柄情報のメイン画面です。
株価情報や関連ニュース、チャート、業績予想、レポートなど、多彩な情報をコンパク
トにまとめています。

●クリックするとその情
報画面に遷移します。

●5分足、日足、週足、
月足が選択可能です。●ミニチャートを表示。

クリックするとチャート
画面に遷移します。

※チャートの左は価格
帯別売買高です。

●関連ニュースを表示します。
※表題のテキストをクリックする

と詳細な情報に遷移します。

●日証金・貸借取引残高を表
示します。

●板情報を表示します。
マーケットの注文状
況が一目瞭然です。

●ロイター業種の同業
上位3銘柄を表示し

ます。
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■個別銘柄情報「企業業績・予想」

■企業業績・予想の情報では、業績推移や、コンセンサスレーティング（※1）、企業ス
コア（※2）をグラフィカルに表示します。

●コンセンサスレーティング・企業スコアをグラ
フカルに表示しますので、銘柄評価や概要
のイメージがつかみやすくなっています。

※1【コンセンサスレーティング】
主要証券アナリストの判断の平均値を★印の数で表示してい
ます。一般に、★印の数が多いほど、投資に際しての「強気」の
度合いが大きいといえます。ロイターコンセンサスレーティングを
集計するアナリスト数がゼロの場合は「-」と表記されます。）

※2【企業スコア】
企業を成長性、割安性、企業規模、テクニカル、財務健全性の
５つの尺度で、１０点満点でスコアリングしています。

※1【コンセンサスレーティング】
主要証券アナリストの判断の平均値を★印の数で表示してい
ます。一般に、★印の数が多いほど、投資に際しての「強気」の
度合いが大きいといえます。ロイターコンセンサスレーティングを
集計するアナリスト数がゼロの場合は「-」と表記されます。）

※2【企業スコア】
企業を成長性、割安性、企業規模、テクニカル、財務健全性の
５つの尺度で、１０点満点でスコアリングしています。

●業績の詳細表示も可
能です。タブをクリック
すると詳細情報が追
加されます。

※業績予想もこちらから。

●経常利益や当期利益の推移をグ
ラフで表示します。

※利益の推移も一目瞭然です。

●クリックすると配当、主な指標、資本移
動を表示します。
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■個別銘柄情報「四季報情報」

■会社四季報のデータを表示します。
会社の概要を確認することができます。

●会社概要を表示します。

●決算情報を表示します。
※データは四季報発売日に

更新されます。

書籍の四季報と違って、その会社
のさまざまな情報から、この画面に
遷移できる、気軽に会社の概要を
確認できて便利だよ。

書籍の四季報と違って、その会社
のさまざまな情報から、この画面に
遷移できる、気軽に会社の概要を
確認できて便利だよ。

●株主優待情報を表示しま
す。
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■個別銘柄情報「チャート」

■銘柄情報のチャートでは、各種のチャートを表示可能です。

●チャートの種類を選択します。
※利用できるチャートは右記の

7種類です。

●詳細を設定した後、「描画」
ボタンをクリックすることに
よりチャートを表示します。

●足の種別と期間を選択し
ます。

※足の種別により設定でき
る期間が異なります。

●チャートの上段および
下段にテクニカル分
析用の追加チャートを
追加できます。

※利用可能なチャートは
左記のとおりです。

●比較チャートを表示します。
※他の銘柄と比較する場

合は、銘柄コードを入力
します。
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■個別銘柄情報「時系列データ」・「評価レポート」

■個別銘柄情報-時系列データでは、時系列データを、過去３０営業日分表示してい
ます。CSVファイルにダウンロードも可能です。

■個別銘柄情報-評価レポートでは、三菱UFモルガン・スタンレーJ証券のリサーチレ
ポートがご覧いただけます。

■時系列データ

●クリックすると30日分の時系列データを、
CSVファイルでダウンロードします。

■評価レポート

●テキストをクリックする
と、詳細情報を表示し
ます。
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■カブボード・カブボードフラッシュからのリンク

■マーケット情報へは、カブボード・カブボードフラッシュからも遷移が可能です。
■ボードの「Ｒ」の文字をクリックすると、チャートが表示されます。
■ボードの「銘柄名」をクリックすると、マーケット情報の「個別銘柄情報・株価詳細」の

画面が表示されます。

●銘柄名をクリックすると、個
別銘柄情報・株価詳細」を
表示します。

●「Ｒ」の文字をクリックすると、
チャートが表示されます。
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● 当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご紹介/勧誘を
目的としています。お取引の際は、約款・規定集（http://kabu.com/service/clauses.asp）、
契約締結前交付書面、お取扱商品の重要事項の説明
（http://kabu.com/company/policy/inducement.asp）等を良くお読みいただき、商品特
性やリスク及びお取引ルール（http://kabu.com/service/rule.asp）等を良くご理解の上、
銘柄選択、 投資時期、投資スタイル等、投資の 終決定はご自身のご判断とご責任で

行ってください。

● 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。詳しくは当社の手数料ご
案内ページ（http://kabu.com/cost）等をご参照ください。

● 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越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。

● 掲載情報は2013年7月12日現在のものです。 詳細および 新情報は当社ホームペー

ジ（http://kabu.com）にてご確認ください。

◆ご投資にかかる手数料等およびリスクについてはこちら
→ http://kabu.com/info/escapeclause.asp

◆ご意見・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

電話：0120－64－5005

カブドットコム証券株式会社
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、金融先物取引業協会
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