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岩井コスモ証券の『くりっく株３６５』は、（株）東京金融取引所が提供する取引所株価指数証拠金取引です。 

 

１．「くりっく株３６５」の手数料とコスト                                              

取引手数料 
（1 枚あたり） 

片道 ２２０円（税込） 

ＮＹダウリセット付き証拠金取引、NASDAQ-100 リセット付証拠金取引は片道 ２２円（税込） 

口座管理料 無料 

情報料 無料 

振込み 

手数料 

ご入金 
「お客様専用振込先口座」へのお振込み   有料（お客様負担） 

「即時入金サービス」からのお振込み     無料（当社負担） 

ご出金 無料（当社負担） 

 

２．「くりっく株３６５」の取扱商品                                                

■取扱商品 

取扱商品、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、次の表の通りです。 

商品 参照指数 
取引単位 

（１枚あたり） 
呼び値の最小変動幅 

日経225リセット付証拠金取引 日経平均株価（日経225） 
株価指数×100円 

 

1円 

NYダウリセット付証拠金取引 
ダウ・ジョーンズ工業株価平均

（NYダウ） 
株価指数×10円 

 
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 NASDAQ-100 Index 

DAX®リセット付証拠金取引 DAX®（ドイツ） 
株価指数×100円 

 
FTSE100リセット付証拠金取引 FTSE100（英国） 

金ETFリセット付証拠金取引 
SPDR®ゴールドシェアETF 

(証券コード:1326) ETF価格×100円 

 
原油ETFリセット付証拠金取引 

WTI原油価格連動型上場投信 

(証券コード:1671) 

※海外株価指数の取引単位は、外貨建て株価指数を為替レートで円換算したもので取引するのではなく、外貨建て株価指

数に 100 円（NY ダウ、NASDAQ-100 は 10 円）を乗じた金額を 1 取引単位としています。 

※ＤＡＸ®はドイツ取引所の登録商標です。 

 

３．「くりっく株３６５」の証拠金額、ロスカット基準等                                     

■証拠金額     

「証拠金基準額」は、東京金融取引所が商品毎に定める金額です。 

「発注証拠金額」は、証拠金基準額と同額です。 

証拠金基準額及び発注証拠金額の具体的な金額は、当社ホームページ又は東京金融取引所のホームページをご覧下さ

い。                                   

※「証拠金基準額」：ポジションを維持するために必要な金額。「発注証拠金額」：注文を発注するために必要な証拠金額。 

※金額は市場の価格変動に応じて東京金融取引所により毎週見直しが実施されます。 

※証拠金は円現金による直接預託のみであり、有価証券等による差換え預託はできません。 
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■レバレッジについて 

日経 225 リセット付証拠金取引の場合、約 38 倍のレバレッジﾞでお取引できます（2023 年 1 月 12 日現在）。 

 

■アラート、証拠金不足、ロスカットについて 

 有効比率（注） 

アラート基準 120％（初期設定値） 

証拠金不足基準 100％ 

ロスカット基準  75％ 

※「アラート基準」：取引時間中に有効比率がアラート基準に達すると、注意喚起のためにアラートメールが送信されます。ア

ラート値は変更可能です。当社システムは証拠金状況を 1 分毎に判定しています。 

※「証拠金不足基準」：取引時間終了時に有効比率が証拠金不足基準を割込むと、証拠金不足（追証）になり、追加入金が

必要になります。 

※「ロスカット基準」：取引時間中に有効比率がロスカット基準に達すると、すべての保有ポジションに対して自動的に反対売

買を行うロスカットが執行されます（保有ポジションが取引時間外の場合は、口座状況を再計算し取引開始時にロスカット

が執行されます）。ロスカットの注文は成行で執行されますので、ロスカット基準以下で約定することがございます。またロ

スカットの結果、お預けいただいている証拠金額以上の損失が生じることがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「くりっく株３６５」の取引チャネル、取引時間など                                      

 

            

お取引チャネル 

インターネットおよびパソコン・スマートフォンのＷＥＢ機能を利用したオンライン取引。パソコンを利

用できる環境が必要です。 

取引対象 
株式会社東京金融取引所に上場する株価指数を取引対象とした取引所株価指数証拠金取引で

す。 

休業日 

日経225リセット付証拠金取引 
土曜日、日曜日、1 月 1 日（1 月 1 日が日曜日にあたるときは

1 月 2 日） 

NYダウリセット付証拠金取引 
土曜日、日曜日及びダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産

とする先物市場（米国に所在するもの）の休業日 

NASDAQ-100リセット付証拠金取引 
土曜日、日曜日及び NASDAQ-100 Index を原資産とする先

物市場（米国に所在するもの）の休業日 

DAX®リセット付証拠金取引 
土曜日、日曜日及び取引対象となる株価指数を構成する銘

柄が取引される取引所の休業日 
FTSE100 リセット付証拠金取引 

金 ETF リセット付証拠金取引(*) 土曜日、日曜日及び COMEX の休業日 

原油 ETF リセット付証拠金取引(*) 土曜日、日曜日及び NYMEX の休業日 

 

（注）「有効比率」について 

ご入金頂いた証拠金額から評価損益等を加算または差引した後、証拠金として有効に使える金額の比率のこと 

（計算式） 

 「有効比率」 ＝ 「有効証拠金額」 ÷ 「必要証拠金額」 × 100 

・「有効証拠金額」 ＝ 証拠金預託額 ± 評価損益 ± 金利相当額・配当相当額の累積額 

 ± 決済損益 － 未払手数料 

・「必要証拠金額」 ＝ 発注証拠金額 × 保有ポジション枚数（同じ株価指数で両建ての場合：売建玉と買建玉の差） 



 3 

 

 

 

 

 

取引時間 

 
付合せ 

開始時刻 ※1 

付合せ 

終了時刻 

日経225リセット付証拠金取引 
米国夏時間非適用期間 

午前 8：30 
翌暦日午前 6：00 

米国夏時間適用期間※2 翌暦日午前 5：00 

NYダウリセット付証拠金取引 
米国夏時間非適用期間 

午前 8：30 
翌暦日午前 6：00 

米国夏時間適用期間※2 翌暦日午前 5：00 

NASDAQ-100リセット付証拠金取引 
米国夏時間非適用期間 

午前 8：30 
翌暦日午前 6：00 

米国夏時間適用期間※2 翌暦日午前 5：00 

DAX®リセット付証拠金取引 

 

米国夏時間非適用期間かつ 

欧州夏時間非適用期間 
午後 4：00 

翌暦日午前 6：00 

米国夏時間適用期間※2 かつ 

欧州夏時間非適用期間 
翌暦日午前 5：00 

米国夏時間適用期間※2 かつ 

欧州夏時間適用期間※3 
午後 3：00 

FTSE100リセット付証拠金取引 
 

米国夏時間非適用期間かつ 

欧州夏時間非適用期間 
午後 5：00 

翌暦日午前 6：00 

米国夏時間適用期間※2 かつ 

欧州夏時間非適用期間 
翌暦日午前 5：00 

米国夏時間適用期間※2 かつ 

欧州夏時間適用期間※3 
午後 4：00 

金 ETF リセット付証拠金取引(*) 
米国夏時間非適用期間 

午前 9：00 

翌暦日午前 6:00 

米国夏時間適用期間※2 翌暦日午前 5:00 

原油ETFリセット付証拠金取引(*) 
米国夏時間非適用期間 翌暦日午前 6:00 

米国夏時間適用期間※2 翌暦日午前 5:00 

注文の種類 

（※4） 

成行注文、指値注文、ストリーミング注文、トリガ注文（トレール選択可）、OCO 注文、Ｉｆ Done 注文、Ｉ

ｆ Done OCO 注文、連続注文 

取引数量上限 リセット付証拠金取引 

1 度の注文につき 200 枚まで 

※日経 225 リセット付証拠金取引は 500 枚まで 

※ＮＹダウリセット付証拠金取引・NASDAQ-100 リセット付証拠金取引は

2,000 枚まで 

決済方法 

反対売買による差金決済です（外国通貨の受渡は行いません）。 

※両建ての場合、建玉の相殺（建玉整理）が可能です。建玉整理の手数料は無料ですが、リセット

日まで持ち越した場合は、リセット値で反対売買を行い、建玉毎に決済手数料がかかります。 

上場日 
リセット付証拠金取引は、毎年 9 月第 2 金曜日の翌取引日（下段の決済期限まで 15 ヶ月間上場し

ます）  

決済期限 

（最終取引日） 

日経 225 リセット付証拠金取引 毎年 12 月第 2 金曜日の前取引日 

日経 225 以外のﾘｾｯﾄ付証拠金取引 毎年 12 月第 3 金曜日の前取引日 

リセット日 

日経 225 リセット付証拠金取引 毎年 12 月第 2 金曜日 

日経 225 以外のﾘｾｯﾄ付証拠金取引 毎年 12 月第 3 金曜日の翌取引日 

リセット日まで持ち越した場合、両建を含み建玉毎に決済手数料がかかりますのでご注意ください。 

リセット値 

日経225リセット付証拠金取引 
 

日経 225 先物の最終清算数値(SQ 値)の小数点以下を四捨

五入した数値 

NYダウリセット付証拠金取引 

 

NY ダウ先物の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した

数値 

NASDAQ-100リセット付証拠金取引 
NASDAQ-100 Index の最終清算数値の小数点以下を四捨

五入した数値 

DAX®リセット付証拠金取引 

 

DAX 先物の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数

値 

FTSE100リセット付証拠金取引 
 

FTSE100 先物の最終清算数値の小数点以下を四捨五入し

た数値 

金 ETF リセット付証拠金取引(*) 

原油 ETF リセット付証拠金取引(*) 
原資産 ETF の 12 月第 3 金曜日の「一口あたり純資産額」 
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金利相当額 

買い手 ： 支払い / 売り手 ： 受取り 

（計算方法） 日経 225 リセット付証拠金取引の場合 

清算価格×100×円金利（日銀が公表する無担保コールコール O/N 物金利）×日数÷365 

日経 225 リセット付証拠金取引 日銀が公表する無担保コール O/N 物金利 

NY ダ ウ ・ NASDAQ-100 ・ DAX® ・

FTSE100の各リセット付証拠金取引 
先物価格を基に取引所が算出する金利 

金 ETF・原油 ETF の各リセット付証

拠金取引 

全銀協 TIBOR 運営機関が公表するユーロ円 TIBOR1 年物

金利 

配当相当額 

買い手：受取り / 売り手：支払い（配当落ちの都度） 

日経 225 ﾘｾｯﾄ付証拠金取引 

買い手：受取り / 売り手：支払い 

日経新聞社が算出する日経平均株価配当値をもとに東京金融取

引所が算出 

NYダウリセット付証拠金取引 
買い手：受取り / 売り手：支払い 

S&P 社が算出する NY ダウ配当値を原則として使用 

NASDAQ-100リセット付証拠

金取引 

買い手：受取り / 売り手：支払い 

Nasdaq 社が算出する NASDAQ-100 を原則として使用 

FTSE100ﾘｾｯﾄ付証拠金取引 
買い手：受取り / 売り手：支払い 

FTSE 社が算出する FTSE100 配当値を原則として使用 

DAX®ﾘｾｯﾄ付証拠金取引 

金 ETF ﾘｾｯﾄ付証拠金取引(*) 

原油 ETF ﾘｾｯﾄ付証拠金取引 

なし 

税制 

・雑所得に区分されます。確定申告が必要です。 

・申告分離課税方式が適用され、税率は 20%（※）となります。 

（※）2013 年から 2037 年まで（25 年間）は、復興特別所得税として所得税額に 2.1％乗じた金額が  

   加算されるため、20.315％（所得税 15.315％、住民税 5％）となります。 

（※）詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。 

・損失繰越控除ができます（3 年間）。 

・損益通算可能（取引所上場株価指数先物、取引所上場ＦＸ等） 

※1 付合せ開始前の 10 分間は、プレオープン時間帯です。但し、日経 225 ﾘｾｯﾄ付証拠金取引、NY ダウﾘｾｯﾄ付証拠金取引、

NASDAQ-100 リセット付証拠金取引の週初の取引日については、付合せ 開始前の 30 分間をプレオープン時間帯とします。

（プレオープン時間帯には、約定は発生しません。） 

※2 米国ニューヨーク州サマータイム適用期間は 3 月第 2 日曜日～11 月第 1 日曜日を指します。 

※3 欧州サマータイム適用期間は 3 月最終日曜日～10 月最終日曜日を指します。 

※4 成行注文およびストリーミング注文はご発注いただいた時点で約定できなければ失効します。 
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日経平均株価（日経 225）： 

「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算

出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的

財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引（以下「本件証拠金取引」といい

ます。）に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所（以下「金融取」といいます。）およびそ

の参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引

市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及

び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利お

よび公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公

表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。 

 

DAX®： 

DAX®はコンティゴ インデックス GmbH 及びドイツ取引所グループ（以下「コンティゴ」）の登録商標です。DAX®リセット付証拠金

取引は、コンティゴにより保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。コンティゴは、DAX®

リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格

等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはコンティゴで計

算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、コンティゴは第三者に対しインデックスの誤謬について責任

を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。コンティ

ゴによるインデックスの公表及び DAX®リセット付証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたこと

によって、コンティゴとして DAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしく

は保証するものでは一切ありません。コンティゴはインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京

金融取引所に対して DAX®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを

認めたものです。 

 

FTSE100: 

FTSE100 リセット付証拠金取引について、FTSE International Limited (以下「FTSE」)、London Stock Exchange Group の会社 

(以下「LSEG」)  (以下「ライセンス供与者」と総称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はい

ずれも、（ⅰ）FTSE100（以下「インデックス」）（FTSE100 リセット付証拠金取引が由来する対象）の使用から得た結果、（ⅱ）上記

インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、(ⅲ)FTSE100 リセット付証拠金取引に関連して使用される何らかの目的

に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いません。ライセンス供与

者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に関する助言または

推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスは FTSE またはその代理人が算出します。ライセン

ス供与者は、（a）インデックスの誤り（過失その他であっても）に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、（b）いかな

る者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所は FTSE100 リセット付証拠

金取引の組成にあたり、FTSE よりその情報を使用する権利を取得しています。 

当該インデックスの全ての権利は FTSE に帰属します。「FTSE®」は LSEG の商標で、ライセンスに基づき FTSE が使用します。 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NY ダウ）： 

Dow Jones Industrial AverageTM（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が算出する

指数であり、SPDJI がライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones 

Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC（以下「DJTH」）

から SPDJI にライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所（以下「金融取」）による一定の目的のために、SPDJI から金

融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とする NY

ダウリセット付証拠金取引は、SPDJI、DJTH 及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、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保証・表明もしていません。 

 

NASDAQ-100： 

NASDAQ-100 リセット付証拠金取引（以下「本件取引」といいます。）は、Nasdaq, Inc.及びその関連会社（以下「Nasdaq」といいま

す。）がスポンサーとなり、推奨し、販売または宣伝しているものではありません。Nasdaq は、本件取引の合法・適法性、または

本取引に関する説明や開示の正確性や妥当性について何ら関知するものではありません。Nasdaq は、本件取引を行う投資者

や一般の方々に対して、有価証券への投資や、特に本件取引への投資を推奨したり、または Nasdaq-100 Index®が一般的な株

式市場のパフォーマンスに追従するものであることを、明示的にも黙示的にも表明・保証しません。株式会社東京金融取引所

（以下「金融取」といいます。）に対する Nasdaq の唯一の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®、Nasdaq-100®、NDX、その他の

Nasdaq の特定の商号の使用と、金融取または本件取引に関係なく Nasdaq によって決定、構成および計算される Nasdaq-100 

Index®の使用に係るライセンス供与のみです。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®の決定、構成または計算において、金融取（及び
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その取引参加者）または本件取引を行う投資者のニーズを考慮する義務はありません。Nasdaq は、金融取の開設する市場に上

場される本件取引について、その時期や、価格、数量・取引単位の決定、または本件取引の決済方法等の決定または計算に責

任を負わず、何らの関与もしていません。Nasdaq は、本件取引の運用管理、マーケティング又は取引に関して一切の責任を負

いません。 

Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータが正確であることおよび計算が中断されないことを保証するもので

はありません。 Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータの使用により、金融取（及びその取引参加者）、本

件取引を行う投資者、またはその他の個人や団体が得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いませ

ん。Nasdaq は、Nasdaq-100 Index®またはそれに含まれるデータに関して、明示的または黙示的な保証を行わず、商品性または

特定の目的や用途への適合性に関するいかなる保証も明示的に放棄します。上記を制限することなく、たとえ損害の可能性を

知らされていたとしても、Nasdaq は、逸失利益、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、間接的損害または結果的損害について

一切の責任を負いません。 
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2023 年 1 月 23 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号等   岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 15 号 

加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会  

 

 

 

 

 

フリーダイヤル ０１２０‐３１８‐６１１ （平日８：００～１７：００） 

お問合わせは… 

 

くりっく株３６５のリスクについて 

 

■ くりっく株３６５では、取引対象である株価指数や ETF の価格の変動により損失が生ずることがあります。又、取引金

額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の状況によっては差し入れた証拠金

以上の損失が発生する可能性があります。 

 

■ 金利相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は支払い、「売建玉」を保有している場合は受け取

りが発生します。金利相当額の計算には円や外貨の金利水準が変動すること等により、保有するポジションの金利相当

額の受取額が減少、または支払額が増加する可能性があります。 

 

■ 配当相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は受け取り、「売建玉」を保有している場合は支払

いが発生します。取引所株価指数証拠金取引に係る配当相当額は予想配当に基づく理論値であり、実績配当に基づき

算出される配当相当額や指数構成銘柄の現物株についての予想配当及び実績配当とは異なります。 

 

■ 東京金融取引所が提示する売値と買値にはスプレッド（差額）があります。スプレッドは相場状況の急変により、スプ

レッド幅が広くなったり、意図したとおりの取引ができない可能性があります。 

 

■ 取引システム若しくは取引所、当社およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執

行、確認、取消等が行えない可能性があります。 

 

■ お取引に際して、必ず契約締結前交付書面、約諾書、約款ならびにお客様向け資料の内容をご確認・ご理解のうえ

お客様ご自身の判断でお取引を行ってください。 

 

■ ご注文は、オンライントレードのみで受け付けます。岩井コスモ証券本・支店やコールセンターでは受け付けておりま

せん。 

 

 

 

 

 


