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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 3 月 19 日） 
(下線部分が主な変更箇所) 

 
新 旧 

 
P２ 
1.取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項につ
いて 
 
 

（略） 
 

【証拠金について】 
取引所株価指数証拠金取引を行うに当たっては、

本書面の「2.（2）証拠金」に記載の証拠金を担保と
して差し入れていただきます。証拠金の額は、1 枚
当たりの証拠金基準額に、建玉数量を乗じて算出し
ます。 

なお、証拠金所要額は、東京金融取引所でリスク
に応じて算定する証拠金基準額及び対象指標である
株価指数や ETF の価格に応じて変動しますので、取
引所株価指数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。 

 
（略） 

 
 
 
P5 
2.取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて 
 
 
 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（削除） 
 
 
 
 
・金 ETF リセット付証拠金取引及び原油 ETF リセ

ット付証拠金取引は、東京証券取引所に上場して
いる ETF（上場投資信託）の基準価額を原資産と
した取引であり、ETF の特徴・リスク等について
十分ご理解の上、取引を行うようにしてください。
金価格及び原油価格そのものに連動するものでは
ない点にご注意ください。 

 

 
 
1.取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項につ
いて 
 

 
（略） 

 
【証拠金について】 

取引所株価指数証拠金取引を行うに当たっては、
本書面の「2-1.（2）証拠金」及び「2-2.（2）証
拠金」に記載の証拠金を担保として差し入れていた
だきます。証拠金の額は、1 枚当たりの証拠金基準
額に、建玉数量を乗じて算出します。 

なお、証拠金所要額は、東京金融取引所でリスク
に応じて算定する証拠金基準額及び対象指標である
株価指数や ETF の価格に応じて変動しますので、取
引所株価指数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。 

 
（略） 

 
 
 
 
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 
 
本章では取引所株価指数証拠金取引の商品のうち、リ
セット付の以下 6 商品（以下「リセット付株価指数等
証拠金取引」と総称します。）の仕組みについて説明し
ます。 
・日経 225 リセット付証拠金取引 
・DAX®リセット付証拠金取引 
・FTSE100 リセット付証拠金取引 
・NY ダウ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 
 
  
 
 
・NYダウ証拠金取引（リセットなし商品）の取引単

位は、NYダウ×100円ですが、NYダウリセット
付証拠金取引の取引単位は、NYダウ×10円であ
る点にご注意ください。 

 
・金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセッ

ト付証拠金取引は、東京証券取引所に上場してい
るETF（上場投資信託）の基準価額を原資産とし
た取引であり、ETFの特徴・リスク等について十
分ご理解の上、取引を行うようにしてください。
金価格及び原油価格そのものに連動するものでは
ない点にご注意ください。 

 

ご注意下さい 

 

ご注意下さい 
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 （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) 取引開始日等及び
(3) リセット値の決定方法）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. 限日取引では、同一取引日中において決済されな
かった建玉については、付合せ時間帯終了時に消
滅し、同時に、翌取引日において消滅した建玉と
同一内容の建玉が発生するものとします。この場
合における建玉の消滅及び発生をロールオーバー
といいます。ただし、リセット日にはリセット（取
引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われ
なかったために決済されない建玉を、リセット日
においてリセット値により決済することをいいま
す。以下同じ。）を行うため、ロールオーバーされ
ません。 

 
（略） 

 
 
(2)証拠金 
 
①証拠金の計算方法 
 証拠金額は、証拠金基準額に建玉数量を乗じる、一
律方式により計算されます。同一銘柄（同一の種類の
取引所株価指数証拠金取引であって、リセット日が同
じものをいいます。以下同じ。）で、売建玉と買建玉が
両建てとなっている場合は、売建玉と買建玉の差分（ネ
ット数量）に対してのみ証拠金額が計算されます＊。 

（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。 

（略） 
 
 

（※項目全体を削除） 
 
 

 
 

（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. 限日取引では、同一取引日中において決済されな
かった建玉については、付合せ時間帯終了時に消
滅し、同時に、翌取引日において消滅した建玉と
同一内容の建玉が発生するものとします。この場
合における建玉の消滅及び発生をロールオーバー
といいます。ただし、リセット日にはリセット（リ
セット付株価指数等証拠金取引において、取引最
終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなか
ったために決済されない建玉を、リセット日にお
いてリセット値により決済することをいいます。
以下同じ。）を行うため、ロールオーバーされませ
ん。 

（略） 
 
 
(2)証拠金 
 
①証拠金の計算方法 
 証拠金額は、証拠金基準額に建玉数量を乗じる、一
律方式により計算されます。同一の種類のリセット付
株価指数等証拠金取引であって、リセット日が同じも
ので、売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、
売建玉と買建玉の差分（ネット数量）に対してのみ証
拠金額が計算されます＊。 

（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。 

 （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 
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P10 
3.当社への取引の委託の手続きについて 

（略） 
(3) 委託注文の指示 
   取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするとき
は、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に当社が提
供するシステム注文画面に入力してください。なお、
当社では、インターネットでのみご注文を受付ており
ます。お電話等によるご注文は受付ておりません。 
a. 委託する取引対象を上場している金融商品取引所
の名称（この場合は東京金融取引所） 
b. 委託する取引所株価指数証拠金取引の種類及びリ
セット日が属する年 

 
（略） 

 
(4) 建玉の保有又は決済の方法 
  既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した
場合には、転売又は買戻しとして当該取引数量分を既
存建玉から順番に減じる方法(先入先出法)又は既存の
建玉との両建てとし、後で申告することにより特定の
建玉を減じる方法（指定決済法）のどちらかを選択し
ます。 
  取引最終日の終了時までに転売・買戻しが行われ
なかったために決済されない建玉は、リセット値によ
りリセットを行います。リセット値によっては、証拠
金の額を上回る損失が生じることがあります。 
 

 
（略） 

 
 
P13 
4.取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主
要な用語 

（略） 
・限日取引（げんにちとりひき） 
取引所株価指数証拠金取引において、限日取引では、
同一取引日中に反対売買されなかった建玉が、翌取引
日に繰り越されます。ただし、リセット日については、
リセットされるため、翌取引日には繰り越されません。 
 

（略） 
・スプレッド 
同一銘柄でのマーケットメイカーの買い値と売り値の
差を指します。 

 
 

（略） 
・取引開始日（とりひきかいしび） 
新たな取引が開始される取引日をいいます。 
 
・取引最終日（とりひきさいしゅうび） 
リセット日前の取引の種類ごとの最終の取引日をいい
ます。 

（略） 
・リセット 
取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われな
かったために決済されない建玉を、リセット日におい

 
 
3.当社への取引の委託の手続きについて 

（略） 
(3) 委託注文の指示 
   取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするとき
は、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に当社が提
供するシステム注文画面に入力してください。なお、
当社では、インターネットでのみご注文を受付ており
ます。お電話等によるご注文は受付ておりません。 
a. 委託する取引対象を上場している金融商品取引所
の名称（この場合は東京金融取引所） 
b. 委託する取引所株価指数証拠金取引の種類及びリ
セット付株価指数等証拠金取引においてはリセット日
が属する年 

（略） 
  
(4) 建玉の保有又は決済の方法 
  既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した
場合には、転売又は買戻しとして当該取引数量分を既
存建玉から順番に減じる方法(先入先出法)又は既存の
建玉との両建てとし、後で申告することにより特定の
建玉を減じる方法（指定決済法）のどちらかを選択し
ます。 
  リセット付株価指数等証拠金取引においては、取
引最終日の終了時までに転売・買戻しが行われなかっ
たために決済されない建玉は、リセット日においてリ
セット値によりリセットを行います。リセット値によ
っては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあり
ます。 

（略） 
 
 
 
4.取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主
要な用語 

（略） 
・限日取引（げんにちとりひき） 
取引所株価指数証拠金取引において、限日取引では、
同一取引日中に反対売買されなかった建玉が、翌取引
日に繰り越されます。ただし、リセット付株価指数等
証拠金取引のリセット日については、リセットされる
ため、翌取引日には繰り越されません。 

（略） 
・スプレッド 
同一の種類の取引所株価指数証拠金取引（リセット付
株価指数等証拠金取引にあっては、リセット日が同じ
ものに限ります。）での、マーケットメイカーの買い値
と売り値の差を指します。 

（略） 
・取引開始日（とりひきかいしび） 
リセット付株価指数等証拠金取引において、新たな取
引が開始される取引日をいいます。 
・取引最終日（とりひきさいしゅうび） 
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセット
日前の取引の種類ごとの最終の取引日をいいます。 

（略） 
・リセット 
リセット付株価指数等証拠金取引について、取引最終
日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったた
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てリセット値により決済することをいいます。 
 
・リセット値（リセットち） 
リセット日において、取引の種類ごとに、リセット対
象建玉を決済するための価格をいいます。 
 
・リセット日（リセットび） 
リセットにより建玉が消滅する日をリセット日といい
ます。 

（略） 
 
 
【別表】  
(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類 
          （削除） 

（略） 
 

          （削除） 
 
 
 
※1         （略） 
※2 DAX®リセット付証拠金取引では、その配当が
指数に与える影響を加味した「配当込み」の指数（ト
ータル・リターン指数）となっています。 

 
（略） 

(2) 取引開始日等 
（略） 

(4) 各株価指数に関する記載事項 
（略） 

 
 

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。 
 

めに決済されない建玉を、リセット日においてリセッ
ト値により決済することをいいます。 
・リセット値（リセットち） 
リセット付株価指数等証拠金取引のリセット日におい
て、取引の種類ごとに、リセット対象建玉を決済する
ための価格をいいます。 
・リセット日（リセットび） 
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセット
により建玉が消滅する日をリセット日といいます。 

（略） 
 
 
  
(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類 

a. リセット付株価指数等証拠金取引 
(略) 

 
b.  取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品） 

表 
(略) 

 
※1         （略） 
※2 DAX®リセット付証拠金取引及び DAX®証拠
金取引では、その配当が指数に与える影響を加味した
「配当込み」の指数（トータル・リターン指数）とな
っています。 

（略） 
(2)リセット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等 

   （略） 
(4) 各株価指数に関する記載事項 

 （略） 
 
 

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®証拠金取引及び 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®証拠金取引及び 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®証拠金取引及び 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®証拠金取引及び 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®証拠金取引及び 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
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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、(ⅲFTSE100 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。 
 
 
 
 
 
 

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 証拠金取引及び 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 証拠金取引及び
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 証拠金取
引及び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 証拠金取引及び 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 ダウ証拠金取引及び 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。 
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別紙 

 
取引所株価指数証拠金取引の手数料について 

 
■取引委託手数料（上限）インターネット取引 
 

 

 

（削除） 

 

 

 
 
 
 
 
1 枚につき 142 円 
（税込 156 円） 

日経平均株価（リセット付） 

DAX®（リセット付） 

FTSE100 インデックス

（リセット付） 

ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（NY ダウ）（リセット

付） 

1 枚につき 27 円（税
込 30 円） 

（略） 
 
 

（2021 年 3 月） 
 

 
 

 
取引所株価指数証拠金取引の手数料について 

 
■取引委託手数料（上限）インターネット取引 
 

日経平均株価  
 
 
 
 
1 枚につき 142 円 
（税込 156 円） 

DAX® 

FTSE100 インデックス 

ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（NY ダウ） 

日経平均株価（リセット付） 

DAX®（リセット付） 

FTSE100 インデックス

（リセット付） 

ダウ・ジョーンズ工業株価

平均（NY ダウ）（リセット

付） 

1 枚につき 27 円（税
込 30 円） 

（略） 
 
 

（2021 年 1 月） 

以上 


