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取引所 CFD（くりっく株 365）取引の契約締結前交付書面 
新旧対照表（2021 年 1 月 23 日） 

(下線部分変更箇所) 

新 旧 
 
P5 
2-1.取引所株価指数証拠金取引（リセット付商品）の
仕組みについて 
           （略） 
(1)取引の方法 

取引所においては、別表（(1) 取引所株価指数証
拠金取引の種類）に掲げる種類の取引所株価指数証
拠金取引が取引されます。それぞれの対象指標、株
価指数を構成する株式又は ETF を上場する取引所
名、取引単位、呼び値の最小変動幅、配当相当額の
授受、取引開始日等及びリセット値の決定方法は、
別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類、(2)リ
セット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等及び
(3) リセット値の決定方法等）をご覧ください。 
 その他の取引の方法は、各株価指数等とも共通（一
部株価指数等における配当相当額の取扱いを除く。
別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類）ご参
照。）で、次のとおりです。 
 
a.～c.       （略） 
d. 注文は、発注可能額の範囲での受付とし、評価損

益と金利・配当相当額の累計がプラスとなる場
合であっても当該累計額は発注可能額には加算
されません。 

e.～h.       （略） 
 
 
 

(2)証拠金 
 
①～⑥       （略） 
 
⑦ ロスカットの取扱い 
                   （略） 
 ■ロスカットルール 
   取引所株価指数証拠金取引口座の時価評価額

（リセット付商品とリセットなし商品の全体で算
出いたします）が必要証拠金額の 70％を下回ると
自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消さ
れかつ全建玉が強制返済（ただし、両建て中の建
玉は、建玉整理※を実施）されることがあります。
なお、ロスカットの判定は一定の間隔で実施しま
す。自動ロスカット注文は、損失が一定の割合に
とどまることを保証するものではなく、証拠金以
上の損失が発生する場合があります。 

   毎取引日取引終了時の清算価格で値洗いを実施
し、CFD（くりっく株 365）取引口座の時価評価
額が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定し
ます。値洗いで証拠金維持率が一定の閾値
（120%、100%）を下回った場合、アラートと
してメール等で自動通知します。 

  また、ロスカット基準に達した場合、両建て中
の建玉は、建玉整理※を実施し、それ以外の建玉に
ついて成行で強制決済注文を取引所に発注します

 
 
2-1.取引所株価指数証拠金取引（リセット付商品）の
仕組みについて 
          （略） 
(1)取引の方法 

取引所においては、別表（(1) 取引所株価指数証
拠金取引の種類）に掲げる種類の取引所株価指数証
拠金取引が取引されます。それぞれの対象指標、株
価指数を構成する株式又は ETF を上場する取引所
名、取引単位、呼び値の最小変動幅、配当相当額の
授受、取引開始日等及びリセット値の決定方法は、
別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類、(2)リ
セット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等及び
(3) リセット値の決定方法等）をご覧ください。 
 その他の取引の方法は、各株価指数等とも共通（一
部株価指数等における配当相当額の取扱いを除く。
別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類）ご参
照。）で、次のとおりです。 
 
a.～c.       （略） 
                 （新設） 
 
 
 
d.～g.       （略） 
 

 
 
(2)証拠金 

   
①～⑥      （略） 
 
⑦ ロスカットの取扱い 
                  （略） 
■ロスカットルール 
   取引所株価指数証拠金取引口座の時価評価額

（リセット付商品とリセットなし商品の全体で算
出いたします）が必要証拠金額の 70％を下回ると
自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消さ
れかつ全建玉が強制返済されることがあります。
なお、ロスカットの判定は一定の間隔で実施しま
す。自動ロスカット注文は、損失が一定の割合に
とどまることを保証するものではなく、証拠金以
上の損失が発生する場合があります。 

  
毎取引日取引終了時の清算価格で値洗いを実施

し、CFD（くりっく株 365）取引口座の時価評価
額が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定し
ます。値洗いで証拠金維持率が一定の閾値
（120%、100%）を下回った場合、アラートと
してメール等で自動通知します。 

  また、ロスカット基準に達した場合、全建玉に
ついて成行で強制決済注文を取引所に発注します
が、その時点で取引時間外である銘柄の建玉の決
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が、その時点で取引時間外である銘柄の建玉の決
済については、予約注文となります。取引時間内
の銘柄のロスカットが完了した時点で維持率が回
復している場合には、予約となっているロスカッ
ト注文は取消が可能となります。予約となってい
るロスカット注文の取消についてはお客様ご自身
で行っていただく必要がございます。維持率が回
復してもお客様が予約となっているロスカット注
文の取消を行わない場合には、ロスカット注文を
取引所に発注いたしますのでご注意ください。 
※ 「建玉整理」は同じ銘柄の買い建玉と売り建玉

を同時に保有している状態（両建て）のときに、
同じ枚数の買い建玉と売り建玉を相殺する決済
注文です。 

 
⑧～⑪       （略） 
 
 

P10 
2-2.取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品）
の仕組みについて 

          （略） 
(1)取引の方法 
  取引所においては、別表（(1) 取引所株価指数

証拠金取引の種類）に掲げる種類の取引所株価指
数証拠金取引が取引されます。それぞれの対象指
標、株価指数を構成する株式を上場する取引所名、
取引単位、呼び値の最小変動幅及び配当相当額の
授受は、別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の
種類）をご覧ください。 

  その他の取引の方法は、各株価指数とも共通（一
部株価指数における配当相当額の取扱いを除く。
別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類）ご
参照。）で、次のとおりです。 

 
a.～c.      （略） 
d. 注文は、発注可能額の範囲での受付とし、評価

損益と金利・配当相当額の累計がプラスとな
る場合であっても当該累計額は発注可能額に
は加算されません。 

e.～h.      （略） 
 
 

(2)証拠金 

   
①～⑥      （略） 

  
 ⑦ ロスカットの取扱い 
          （略） 
■ロスカットルール 

 取引所株価指数証拠金取引口座の時価評価額
（リセット付商品とリセットなし商品の全体で算
出いたします）が必要証拠金額の 70％を下回ると
自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消さ
れかつ全建玉が強制返済（ただし、両建て中の建
玉は、建玉整理※を実施）されることがあります。
なお、ロスカットの判定は一定の間隔で実施しま
す。自動ロスカット注文は、損失が一定の割合に
とどまることを保証するものではなく、証拠金以

済については、予約注文となります。取引時間内
の銘柄のロスカットが完了した時点で維持率が回
復している場合には、予約となっているロスカッ
ト注文は取消が可能となります。予約となってい
るロスカット注文の取消についてはお客様ご自身
で行っていただく必要がございます。維持率が回
復してもお客様が予約となっているロスカット注
文の取消を行わない場合には、ロスカット注文を
取引所に発注いたしますのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 

⑧～⑪       （略） 
 
 
 
2-2.取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品）
の仕組みについて 

          （略） 
(1)取引の方法 

 取引所においては、別表（(1) 取引所株価指数
証拠金取引の種類）に掲げる種類の取引所株価指
数証拠金取引が取引されます。それぞれの対象指
標、株価指数を構成する株式を上場する取引所名、
取引単位、呼び値の最小変動幅及び配当相当額の
授受は、別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の
種類）をご覧ください。 

  その他の取引の方法は、各株価指数とも共通（一
部株価指数における配当相当額の取扱いを除く。
別表（(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類）ご
参照。）で、次のとおりです。 

 
a.～c.      （略） 
        （新設） 
 
 
 
ｄ.～ｇ.     （略） 

 
 

(2)証拠金 

  
①～⑥      （略） 

 
⑦ ロスカットの取扱い 

          （略） 
■ロスカットルール 

 取引所株価指数証拠金取引口座の時価評価額
（リセット付商品とリセットなし商品の全体で算
出いたします）が必要証拠金額の 70％を下回ると
自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消さ
れかつ全建玉が強制返済されることがあります。 
なお、ロスカットの判定は一定の間隔で実施しま
す。自動ロスカット注文は、損失が一定の割合に
とどまることを保証するものではなく、証拠金以
上の損失が発生する場合があります。 
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上の損失が発生する場合があります。 
毎取引日取引終了時の清算価格で値洗いを実施

し、CFD（くりっく株 365）取引口座の時価評価
額が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定し
ます。値洗いで証拠金維持率が一定の閾値
（120%、100%）を下回った場合、アラートと
してメール等で自動通知します。 

  また、ロスカット基準に達した場合、両建て中
の建玉は、建玉整理※を実施し、それ以外の建玉に
ついて成行で強制決済注文を取引所に発注します
が、その時点で取引時間外である銘柄の建玉の決
済については、予約注文となります。取引時間内
の銘柄のロスカットが完了した時点で維持率が回
復している場合には、予約となっているロスカッ
ト注文は取消が可能となります。予約となってい
るロスカット注文の取消についてはお客様ご自身
で行っていただく必要がございます。維持率が回
復してもお客様が予約となっているロスカット注
文の取消を行わない場合には、ロスカット注文を
取引所に発注いたしますのでご注意ください。 

 ※ 「建玉整理」は同じ銘柄の買い建玉と売り建玉
を同時に保有している状態（両建て）のときに、
同じ枚数の買い建玉と売り建玉を相殺する決済
注文です。 

 
⑧～⑪       （略） 

 
 

 

（2021 年 1 月） 

 
毎取引日取引終了時の清算価格で値洗いを実施

し、CFD（くりっく株 365）取引口座の時価評価
額が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定し
ます。値洗いで証拠金維持率が一定の閾値
（120%、100%）を下回った場合、アラートと
してメール等で自動通知します。 

  また、ロスカット基準に達した場合、全建玉に
ついて成行で強制決済注文を取引所に発注します
が、その時点で取引時間外である銘柄の建玉の決
済については、予約注文となります。取引時間内
の銘柄のロスカットが完了した時点で維持率が回
復している場合には、予約となっているロスカッ
ト注文は取消が可能となります。予約となってい
るロスカット注文の取消についてはお客様ご自身
で行っていただく必要がございます。維持率が回
復してもお客様が予約となっているロスカット注
文の取消を行わない場合には、ロスカット注文を
取引所に発注いたしますのでご注意ください。 

  
 
 
 
 
 

⑧～⑪       （略） 
 
 

 

（2020 年 10 月） 

 

以上 


