別紙
東郷証券株式会社

平成30年12月10日

関東財務局長（金商）第272号

取引要綱
取引所株価指数証拠金取引 「クリックくりっく株」

商品名
取引手数料(１枚当り）
サポートコース

通 常
片道4,320円（税込）
片道540円（税込）

※1

セルフコース

休業日

日計り（デイトレード）
片道2,700円（税込）
片道0円（税込）

建玉整理による決済
片道2,160円（税込）
片道0円（税込）

日経225

土曜日、日曜日、1月1日（日曜日の場合は1月2日）

NYダウ

土曜日、日曜日、同指数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®

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

基準価格に対する注文入力可能値幅
（誤入力防止のための超過制限幅）※3

証拠金基準額（1枚当り）
取引対象

2018/12/10〜
2018/12/14

2018/12/17〜
2018/12/21

日経平均株価（日経225）

76,000円

61,330円

NYダウ

83,000円

59,550円

DAX®

42,000円

26,760円

FTSE100

26,000円

26,000円

買指値/
売りトリガ

売指値/
買いトリガ

基準価格
＋1,000

基準価格
－1,000

呼び値の
最小変動幅

取引単位

1
（1取引単位
あたり100円）

株価指数
の数値
×100円

※１ ・取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。キャンペーン開催による割引があります。
※２ ・基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最良の呼び値の仲値です。
※３ ・「基準価格に対する注文入力可能値幅」は、誤入力防止の観点から基準価格より大幅に乖離する価格での注文を制限する仕組みで、お客さまにとって不
利な上表の注文入力可能値幅を超える注文は失効となります。
・「基準価格に対する注文入力可能値幅」は、相場の急激な変動等が発生した場合には変更となる可能性があります。
・基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。また、注文入力可能値幅による誤入力防止策は、あくまでも注文入力可能値幅を超
過した価格での誤入力のみを防止するもので、すべての誤入力を防止できるものではありません。したがって注文を発注される際は、自己責任の下、注文内
容を事前に十分ご確認ください。
DAX®はドイツ取引所の商標登録です。

制限値幅

東京金融取引所において1日の価格の変動幅を上下一定の範囲に制限する制限値幅が設定されておりま
す。東京金融取引所が設定している制限値幅の範囲は次のとおりです。
前取引日の清算価格

制限値幅の範囲

7,500未満

上下1,000

7,500以上10,000未満

上下1,500

10,000以上12,500未満

上下2,000

12,500以上17,500未満

上下3,000

17,500以上22,500未満

上下4,000

22,500以上27,500未満

上下5,000

27,500以上32,500未満

上下6,000

32,500以上37,500未満

上下7,000

37,500以上42,500未満

上下8,000

42,500以上

上下9,000

※数値の単位は、日経225では「円」、NYダウ、DAX®、FTSE100では「ポイント」となります。
※制限値幅を超える注文を発注することは可能ですが、制限値幅を超える価格では取引は成立しませんのでご注意ください。
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取引時間（標準時間）

プレオープン

付合せ

日経225

午前8:20 ～ 8:30
月曜日のみ午前8:00 ～ 8:30

午前8:30 ～ 翌午前6:00

NYダウ

午前8:20 ～ 8:30
月曜日のみ午前8:00 ～ 8:30

午前8:30 ～ 翌午前6:00

DAX®

午後3:50 ～ 4:00

午後4:00 ～ 翌午前6:00

FTSE100

午後4:50 ～ 5:00

午後5:00 ～ 翌午前6:00

取引時間（サマータイム）

プレオープン

付合せ

日経225

午前8:20 ～ 8:30
月曜日のみ午前8:00 ～ 8:30

午前8:30 ～ 翌午前5:00

NYダウ

午前8:20 ～ 8:30
月曜日のみ午前8:00 ～ 8:30

午前8:30 ～ 翌午前5:00

午後3:50 ～ 4:00

午後4:00 ～ 翌午前5:00

午後2:50 ～ 3:00

午後3:00 ～ 翌午前5:00

午後4:50 ～ 5:00

午後5:00 ～ 翌午前5:00

午後3:50 ～ 4:00

午後4:00 ～ 翌午前5:00

DAX®
米国ニューヨーク州 サマータイム
適用期間 ※1
および 欧州 サマータイム
非適用期間

DAX®
米国ニューヨーク州 サマータイム
適用期間 ※1
および 欧州 サマータイム適用期間 ※2

FTSE100
米国ニューヨーク州 サマータイム
適用期間 ※1
および 欧州 サマータイム
非適用期間

FTSE100
米国ニューヨーク州 サマータイム
適用期間 ※1
および 欧州 サマータイム適用期間 ※2

※1 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日曜日となります。
※2 欧州サマータイム適用期間は、3月最終日曜日～10月最終日曜日となります。
注意事項
・米国ニューヨーク州サマータイム適用期間および欧州サマータイム適用期間は諸国の事情により変更される場合があります。
・日曜日18:00以降は予約注文を受付いたします。ただし、システムメンテナンス等により、変更となる場合がございます。
・建玉整理の注文入力締切時刻は、各証拠金取引の取引終了時刻の15分前となります。
・取引時間は東京金融取引所が定めており、臨時に変更される場合があります。
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注文の種類
アラート
ロスカット

成行、指値、トリガ注文（逆指値注文）、トリガ指値注文（逆指値注文指値価格付き）、トレール注文、ストリーミング、
OCO、ＩＦ Done、IF Done OCO、連続注文、建玉整理
アラートは有効比率の100％です。
ロスカットは有効比率の50％です。 ※50％未満となった場合に執行されます。
〈サポートコースのお客様〉
証拠金不足が発生し、お取引を継続される場合は、ポジションを決済していただくか、当日（土曜日の場合は月曜
日）の午後2：30までにご入金ください。決済もしくはご入金が確認できない場合は、午後5時以降に全ポジションを
決済させていただきます。詳しくは、お取引きのガイド「不足金発生と入金必要額」をご参照ください。

証拠金不足
〈セルフコースのお客様〉
証拠金不足が発生し、お取引を継続される場合は、当日（土曜日の場合は月曜日）の午後2：30までにご入金くださ
い。ご入金が確認できない場合は、午後5：00以降に全ポジションを決済させていただきます。詳しくは、お取引きの
ガイド「不足金発生と入金必要額」をご参照ください。
1回の最大発注量500枚（建玉時、決済時）

日経225

1回の最大発注量200枚（建玉時、決済時）

NYダウ、DAX®、FTSE100

発注量

同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、当該ロールオーバーがさ
れた場合、金利相当額が発生します。金利相当額は、取引日での決済日を起点に、翌取引日での決済日を終点と
し、その間での繰延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受取ることとなります。な
お、金利相当額算出のために用いる金利は、次のとおりです。

金利相当額

日経225

円金利（日銀により決定された無担保コール翌日物誘導目標）

NYダウ
DAX®

外貨金利（先物市場価格から東京金融取引所が算出する金利）

FTSE100

配当相当額

権利付最終日にロールオーバーされた場合、配当相当額が発生します。配当相当額は、予想される配当金の支払
が株価指数に与える理論上の影響値に相当する金額に基づいて算出され、その権利付最終日と同じ取引日の取
引時間帯終了時における買建玉の保有者が受取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。なお、DAX®証拠金
取引では、配当相当額の受払いは発生しません。
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各株価指数のライセンサーに関するディスクレーマー
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」という）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」という）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」という）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。
ダウ・ジョーンズ工業平均株価（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。
DAX®：
DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引は、ドイツ取引所により保証、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。ドイツ取引所は、DAX®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
デックスはドイツ取引所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、ドイツ取引所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。
ドイツ取引所によるインデックスの公表及びDAX®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、ドイツ取引所としてDAX®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。
ドイツ取引所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®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。
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