
1 

 

 

 

岩井コスモ証券の『くりっく３６５』は、株式会社東京金融取引所が提供する取引所ＦＸ取引です。 

 

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

 

２．「くりっく３６５」の取扱通貨ペア                                               

取扱通貨ペア、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、次の表の通りです。 

 

■くりっく３６５（２５通貨ペア） 

通貨ペア 
取引単位あたり 

（1枚あたり） 
呼び値の 

最小変動幅  通貨ペア 取引単位（１枚あたり） 
呼び値の 

最小変動幅 

米ドル/円 10,000米ﾄﾞﾙ 0.005円 
 
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞｽﾞﾛﾁ/円 10,000 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞｽﾞﾛﾁ 0.01円 

ユーロ/円 10,000 ﾕｰﾛ 0.005円 
 
ユーロ/米ドル 10,000 ﾕｰﾛ 1pips 

英ポンド/円 10,000英ﾎﾟﾝﾄﾞ 0.01円 
 
英ポンド/米ドル 10,000英ﾎﾟﾝﾄﾞ 1pips 

豪ドル/円 10,000豪ﾄﾞﾙ 0.005円 
 
英ﾎﾟﾝﾄﾞ/ｽｲｽﾌﾗﾝ 10,000英ﾎﾟﾝﾄﾞ 1pips 

スイスフラン/円 10,000 ｽｲｽﾌﾗﾝ 0.01円 
 
米ﾄﾞﾙ/ｽｲｽﾌﾗﾝ 10,000米ﾄﾞﾙ 1pips 

カナダドル/円 10,000 ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 0.01円 
 
米ドル/カナダドル 10,000米ﾄﾞﾙ 1pips 

ＮＺドル/円 10,000 NZ ﾄﾞﾙ 0.01円 
 
豪ドル/米ドル 10,000豪ﾄﾞﾙ 1pips 

南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞ/円 100,000南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞ 0.005円 
 
ﾕｰﾛ/ｽｲｽﾌﾗﾝ 10,000 ﾕｰﾛ 1pips 

トルコリラ/円 10,000 ﾄﾙｺﾘﾗ 0.01円 
 
ユーロ/英ポンド 10,000 ﾕｰﾛ 1pips 

ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ/円 100,000 ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ 0.005円 
 
ＮＺドル/米ドル 10,000NZ ﾄﾞﾙ 1pips 

香港ドル/円 100,000香港ﾄﾞﾙ 0.005円 
 
ユーロ/豪ドル 10,000 ﾕｰﾛ 1pips 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ/円 100,000ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ 0.005円 
 
英ポンド/豪ドル 10,000英ﾎﾟﾝﾄﾞ 1pips 

メキシコペソ/円 100,000 ﾒｷｼｺﾍﾟｿ 0.005円     

 

■くりっく３６５ラージ（５通貨ペア） 

通貨ペア 取引単位（１枚あたり） 呼び値の最小変動幅 

米ドル/円 100,000 米ドル 0.001円 

ユーロ/円 100,000 ユーロ 0.001円 

英ポンド/円 100,000 英ポンド 0.001円 

豪ドル/円 100,000 豪ドル 0.001円 

ユーロ/米ドル 100,000 ユーロ 1pips 

※「くりっく３６５ラージ」は、「くりっく３６５」と比べて取引単位が大きく、取引手数料がかかりますが、「くりっく 

３６５」よりタイトなスプレッドの提供を目指す商品です。 

   取引手数料 
「くりっく３６５」 無料 

「くりっく３６５ラージ」 1枚 1,100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） 

岩井コスモ証券「くりっく３６５」取引要綱  
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３．「くりっく３６５」のレバレッジと証拠金額、ロスカット基準等                                            

■通貨ペアの証拠金額一覧 

・「証拠金基準額」：ポジションを維持するために必要な金額。東京金融取引所が通貨ペア毎に定める金額です。 

※「くりっく365ラージ」の証拠金基準額は、「くりっく３６５」の約１０倍の金額です。 

・「発注証拠金額」：注文を発注するために必要な証拠金額です。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。 

※取引所における1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4％に相当す

る円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、

いずれか大きい方の円価額となります（レバレッジ25倍上限付きHV方式）。個人のお客様、法人のお客様共通です。 

※それぞれの金額は原則毎週見直され、その際の為替水準を勘案した金額に変更されます。 

 

 

■レバレッジについて 

※各商品によって最大 25倍程度のレバレッジでお取引できます。 

 

 

■アラート、証拠金不足、ロスカットについて 

以下の「有効比率（注）」で計算します。 

 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。 

※当社システムは証拠金状況を 1分毎に判定しております。 

※「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。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あり、この場合は不足

金額を直ちにご入金いただく必要がございます。 

※取引時間外の通貨を保有する状態で有効比率がロスカット基準に達すると、取引時間内・取引時間外を問わず、全ての

保有ポジションに対してロスカットの注文が発注されます。その際、取引時間外の通貨については取引開始後にロスカッ

トが執行されます。また、全てのロスカット注文が約定されるまでは、新たなお取引はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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と保有している建玉

に対して当社が必要と定めた金額の比率のこと。 

（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 ± スワップポイントの累積額 ± 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 
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４．「くりっく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通貨ペアを取引対象とした取引所為替証拠金取引で

す。 

取引日 
土曜日、日曜日および 1月 1日（1月 1日が日曜日の場合は 1月 2日）を除く毎日（※1） 

※日本および海外の祝祭日においても取引を行うことができます。 

取引 

時間 

通常 

期間 

月曜日 ＡＭ7：10～翌日ＡＭ6：55 

火曜日～木曜日 ＡＭ7：55～翌日ＡＭ6：55 

金曜日 ＡＭ7：55～翌日ＡＭ6：00 

サマー 

タイム 

期間 

月曜日 ＡＭ7：10～翌日ＡＭ5：55 

火曜日～木曜日 ＡＭ6：55～翌日ＡＭ5：55 

金曜日 ＡＭ6：55～翌日ＡＭ5：00 

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

注文、Ｉｆ Ｄｏｎｅ ＯＣＯ注文、全決済注文、連続注文 

取引数量上限 
くりっく３６５ 1度の注文に付き、300取引単位（300枚）まで。 

くりっく３６５ラージ 1度の注文に付き、30取引単位（30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、決済以外に「建玉の相殺（建玉整理）」が可能です。 

              

スワップポイント 

スワップポイントは、毎日市場の実勢を勘案し取引所が決定します。 

またスワップポイントは売り・買いの区別なく 1本値となります。 

スワップポイントの途中引出しは出来ません。 

税金 

・雑所得に区分されます。 確定申告が必要です。 

・取引所 CFD、店頭 FX、店頭 CFD、上場先物取引との損益通算が可能です。 

・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。 

・クロスカレンシー商品は上記表の 30分前に終了します。 

・取引開始前 10分間（月曜日は 1時間）は、プレオープン時間といい、成行・ストリーミング・全決済注文を除く注文が 

発注可能な時間帯です。 

・「サマータイム期間」3月第二日曜日～11月第一日曜日。 
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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  

 

 

 

 

くりっく３６５のリスク等重要事項について 

■くりっく３６５は、取引対象である通貨の価格に基づき算出される金融指標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べて大きいため、その損失の額が証拠

金の額を上回ることがあります。 

■証拠金の額がリスクに応じて算定される方式では、東京金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である

為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額の取引所為替証拠金取引の取引金額に対する比率は、常に一定では

ありません。 

■取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転ずることもあります。また、通貨の

需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買い付けた通貨の対象国の金利が売り付けた通貨の対象

国の金利よりも高い場合にもスワップポイントを支払うことになることがあります。 

■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。 

■取引する通貨の対象国が休日等の場合、その通貨に係る金融指標の取引が行われないことがあります。 

■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。 

■注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。 

■お取引に際して、必ず契約締結前交付書面（取引所為替証拠金取引説明書）、約諾書（為替証拠金取引口座設定約

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。 

 

フリーダイヤル ０１２０‐３１８‐６１１ （平日８：００～１７：００） 

お問合わせは… 


