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カブドットコム証券株式会社 

（コード番号：8703 東証1部） 

代表執行役社長 齋藤 正勝 

大証ＮＹダウ先物手数料キャッシュバックキャンペーン実施 

～ 大証ＮＹダウ先物は翌 3:00まで取引可能。株式・投信（一般型)を証拠金に活用可能。～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2013年10月1日（火）から11月29日（金）まで、大証ＮＹダウ先物の手数料を通常987

円（1枚あたり、税込）のところ、お取引 1枚につき 400円をキャッシュバックさせていただく「大証ＮＹダウ先物手数料キャ

ッシュバックキャンペーン」を実施いたします。 

大証NYダウ先物取引は、「少ない資金で大きな取引ができる」、「NY市場や為替動向を確認しながら夕方～夜中にじ

っくり取引できる」、「米国を代表する優良企業 30 銘柄へ投資できる」、「相場の下落時でも利益を追求できる」といったこ

とから多くのお客さまにお取引いただいております。ぜひこの機会にお取引をご検討いただければと存じます。 

 

●大証ＮＹダウ先物手数料キャッシュバックキャンペーン 

期間 2013年 10月 1日（火）～11月 29日（金） 

内容 
期間中に約定した大証ＮＹダウ先物手数料（通常手数料 987円、1枚あたり、税込）のお取引 1

枚につき、400円をキャッシュバックいたします。 

※対象の取引手数料相当額を 2013年 12月末までにお客さまの当社証券口座にキャッシュバックいたします。 

※キャンペーン内容は予告なしに変更または中止になる場合がございます。 

 

●当社協賛 大証ＮＹダウ先物取引セミナー開催 

名称 大証ＮＹダウ先物取引セミナー ～米国雇用統計スペシャルナイト～ 

日時 2013年 10月 4日（金） 20:20～21:45 

場所 
トムソン・ロイター 赤坂オフィス セミナールーム 

東京都港区赤坂５－３－１ 赤坂Bizタワー３０階 

内容 

【第一部】「大証ＮＹダウ先物取引のご紹介」 

【第二部】「米国市場の現状と今後の展望及び米国雇用統計の解説」 

講師：マーケット・アナライズ代表 岡崎 良介氏 

主催 株式会社大阪証券取引所 

参加費 無料 

お申込み 
こちらのページ（大証HP）よりお申込みください 

http://www.ose.or.jp/event/profile_detail/897 

 

●カブドットコム証券の先物取引手数料は業界最低水準の手数料体系 

商品 
TOPIX 

（東証） 

日経 225 

（大証） 

日経平

均ＶＩ 

（大証） 

ミニ

TOPIX 

（東証） 

東証REIT 

指数 

（東証） 

TOPIX 

Core30 

（東証） 

日経

225 

mini 

（大証） 

CME 

日経 

225 

（CME） 

大証ＮＹ 

ダウ 

（大証） 

手数料 

（約定1枚あ

たり） 

462円（税込） 48.3円（税込） 987円（税込） 
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●大手ネット証券 取引所デリバティブ取扱い状況 

取引所デリバティブ 
カブドットコム 

証券 
SBI証券 楽天証券 松井証券 

マネックス 

証券 

大証ＮＹダウ先物取引 大証 ○    ○ × × × 

日経平均ＶＩ先物取引 大証 ○    ○ × × × 

有価証券オプション 東証 ○    ○ × × × 

TOPIX先物 東証 ○    ○ × × × 

ミニ TOPIX先物 東証 ○    ○ × × × 

東証REIT指数先物 東証 ○    ○ × × × 

TOPIX Core30先物 東証 ○    ○ × × × 

日経 225先物 大証 ○ ○    ○    ○    ○ 

日経 225mini 大証 ○ ○    ○    ○    ○ 

日経 225オプション 大証 ○ ○    ○    ○    ○ 

大証 FX 大証 ○ ×    ×    ○    ○ 

CME日経 225先物（夜間先物取引） CME ○ ×    ○    ○    × 

くりっく 365 金融取 ○ ×    ×    ×    × 

くりっく株 365 金融取 ○ ×    ×    ×    ○ 

※2013年 9月 30日現在、各社ホームページを参照し当社作成。 

※東証＝東京証券取引所、大証＝大阪証券取引所、CME＝シカゴ・マーカンタイル取引所、金融取＝東京金融取引所 

 

＜大証ＮＹダウ先物取引/ダウ・ジョーンズ工業株平均株価について＞ 

大証ＮＹダウ先物取引の取引対象である「ダウ・ジョーンズ工業株平均株価（ＮＹダウ）」は CME Group Index Services LLC

が算出する株価指数で、米国を代表する企業 30 銘柄で構成されています。ＮＹダウを対象とした株価指数先物取引を行うこ

とにより、「少ない資金で大きな取引ができる」、「ＮＹ市場や為替動向を確認しながら夕方～夜中にじっくり取引できる」、「米

国を代表する優良企業 30 銘柄へ投資できる」、「相場の下落時でも利益を追求できる」といったお客さまからのニーズにお応

えできるものと思われます。 

 

 

●株式・投信を先物取引の担保として利用可能 

カブドットコム証券なら株式・投資信託（一般型）を先物取引に

おける担保としてご活用いただくことが可能です。当社にお預け

いただいたご資産を、より効率的に活用していただくことができ

ます。 

 

 

 

●先物取引口座開設のお申込みはWEBにて原則 24時間 365日受付 

先物取引口座開設のお申込みは、当社に証券取引口座をお持ちであれば WEBでのお手続きでスピーディーにお手

続きいただけます。原則 24時間 365日受け付けております。 
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●大証 NYダウ先物概要 

取引対象 ダウ・ジョーンズ工業株平均株価（NYダウ） 

注文受付時間 24時間 

取引時間 

【日中立会】 

プレ・オープニング：8:00～ 9:00 

立会         ：9:00～15:10 

プレ・クロージング：15:10～15:15 

【ナイト・セッション】 

プレ・オープニング：16:15～16:30 

立会         ：16:30～翌 2:55 

プレ・クロージング：翌 2:55～翌 3:00 

取扱限月 
3月、6月、9月、12月の 4限月取引 

※各限月取引の期間は 1 年  

最終取引日 
各限月の第3金曜日に終了する取引日（休業日又はNYダウが算出されない日に当たるときは

順次繰り上げ。） 

SQ日 取引最終日の翌営業日（通常は各限月の第 3金曜日の翌週の第 1営業日） 

取引単位 NYダウ×100円 

呼値 1ポイント 

値幅制限 

(1) 制限値幅：基準値段を中心に制限値幅算定基準値に 10％を乗じて得た数値（制限値幅）の

範囲内 

※制限値幅、制限値幅算定基準値は CBOT ＮＹダウ先物の制限値幅を勘案して

設定。 

※サーキット・ブレーカー発動により行う呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大に

おける、第一次拡大制限値幅及び第二次拡大制限値幅は，制限値幅算定基準値

にそれぞれ 20％，30％を乗じて得た数値。 

(2) 即時約定可能値幅：直近約定数値を中心に上下 1％ 

執行条件等 

指値（リミット・オーダー、LO）、引け指値 

成行（マーケット・オーダー、MO）、引け成行 

最良指値注文（マーケット・トゥ・リミット、MLO）、逆指値、W 指値、±指値（始値±指値、約定±

指値）、トレーリングストップ、時間指定注文、引け前訂正指値、Uターン注文、リレー注文 

出合注文 
日中・日通し（日中とナイト・セッションの連携注文）：最大 3週間 

ナイト・セッション：当日のみ 

必要証拠金額 

SPAN®証拠金×100%－ネットオプション価値の総額 

※SPAN®証拠金の掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮のうえ、

原則 100%～400%の範囲内で当社独自の判断により変更する場合があります。  

必要証拠金および掛け目の変更は、「お客様ページ」ログイン後の「商品・取引イン

フォメーション」にてお知らせします。 

他の指数先物（日経 225先物・日経 225mini・日経 225オプション取引）とのリスク相殺あり。 

両建取引拘束金 両建総枚数×0.25×SPAN®証拠金 

証拠金代用掛目 

現金 100% 

株式 前々営業日の最終価格（気配）の原則※70% 

投資信託 前々営業日の基準価額の 70% 

http://kabu.com/riskmanagement/stopprice.asp
http://kabu.com/riskmanagement/conditional.asp#wsashine
http://kabu.com/riskmanagement/plusminus.asp
http://kabu.com/riskmanagement/trailingstop.asp
http://kabu.com/riskmanagement/specifytime.asp
http://kabu.com/riskmanagement/conditional.asp#uturn
http://kabu.com/riskmanagement/conditional.asp#relay
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※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。 

建玉制限 
（日経 225mini、ミニ TOPIX先物、東証 REIT指数先物、TOPIX Core30先物とあわせて） 

買建、売建 各々1000枚（合計 2000枚）まで 

チャネル 

インターネット、kabu ステーション™、スマートフォン、 i モード、Yahoo!ケータイ、EZweb、

AIR-EDGE PHONE 

※kabu アプリは対応しておりません。 

※Dow Jones Industrial AverageSM（ダウ・ジョーンズ工業株平均株価）は、CME Group Index SerＶＩces LLC（以下「CME 

Indexes」）のマーケティング名および許諾商標であるDow Jones Indexes の商品であり、使用ライセンスが供与されていま

す。「Dow Jones®」（ダウ・ジョーンズ）、「Dow Jones Industrial AverageSM」（ダウ・ジョーンズ工業株平均株価）、「DJIASM」、

および「Dow Jones Indexes」は、Dow Jones Trademark Holdings、 LLC（以下「Dow Jones」）のサービスマークで CME 

Indexes にライセンス供与されており、株式会社大阪証券取引所（以下「大証」）による一定の目的のための使用に対して

サブライセンスが付与されています。ダウ・ジョーンズ工業株平均株価に基づく大証 ダウ・ジョーンズ工業株平均先物（Ｎ

Ｙ ダウ先物）は、Dow Jones、CME Indexes またはそれらの各関連会社により後援、承認、販売、または宣伝されておら

ず、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる表明もしていません。 

 

 

 

●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。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締結前交付書

面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及び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。 

●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・指数オプション取引・有価証券オプション・海外指数先物取引は、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

引期限を超えてのお取引はできません。お取引に際しては、信用取引・指数先物取引 ・指数オプション取引・有価証券

オプション・ 海外指数先物取引の契約締結前交付書面をよくお読みいただき、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。 

●指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引においては、各取引所ごと SPANによる先物オプション取引全

体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金の額を計算するため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定では

なく明記することができません。 

●信用取引における委託保証金率は 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/service/rule14.asp ）をご確認ください。 

●投資信託の購入は、基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。ファンドにより販売手数料とは

別に、信託報酬・解約手数料・その他手数料等を要するものがありますが、各ファンド別に要件・料率等が異なりますので

表示できません。お取引に際しては、目論見書（商品毎）および目論見書補完書面（投資信託）をよくお読みください。 

●掲載情報は 2013年 9月 30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/）にてご確

認ください。 

【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】      

 

 

 

以上 

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>              <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390                  担当：執行役 荒木 利夫 TEL：03-3551-5111 


