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１ 楽天 CFD について

楽天CFD は、当社に証拠金を預託していただき、個別株（ETF）、株価指数、

株価指数先物（以下、「参照原資産」という。）の市場価格をもとに、当社が提

示する楽天CFD の買値（ASK）、売値（BID）により取引を行うデリバティブ商品

であり、また、楽天CFD の決済方法は、すべて反対売買による差金決済方式で

す。

・ インターネットを利用してパソコン、モバイル等から取引を行っていただき

ます。

・ 楽天CFDの取引は、原則として取引ツールに表示される取引価格の１倍から

可能です。マーケットインフォメーションシートには銘柄別最小発注数量、お

よび最大発注数量を記載しておりますので、ご確認ください。

・ 楽天CFDは、証拠金の10倍までの取引が可能です。

・ 決済（受渡）日は、取引日（取引基準日）から起算して、4日目（国内営業

日ベース）となります。

(1)為替と価格の評価について

日本225指数先物CFD、米国30（日本円）CFD、およびドイツ30（日本円）CFD以

外は、外貨で取引されています。参照原資産が外貨で取引されているCFD の場

合、新規建の際の必要証拠金は、取引価格に取引日の為替レート（コンバージ

ョンレート）を乗じて計算されます。コンバージョンレートは、毎営業日、ニ

ューヨーク時間の15 時頃（日本時間の５時頃、夏時間期間中は４時頃）に確定

し、ポジション保有期間は、日々のコンバージョンレートで計算されます。な

お、取引時間中のCFD 価格の変動は、リアルタイムで必要証拠金、実質証拠金

の評価に反映します。

保有ポジションを持ち越した場合に受け払いが行われる金利調整額は、米国時

間の17 時頃（日本時間の７時頃、夏時間期間中は６時頃）に日々決済され、証

拠金からの出金または証拠金への入金が行われます。

ポジション返済時には、売買損益（返済CFD 数量 × 新規・決済時の約定価格

差 － 返済時の取引手数料【個別株CFDの場合】）を外貨から円へ両替するため

のコンバージョンが行われます。

マーケットインフォメーションシートとは、CFDの取引時間、最小発注数量・最

大発注数量、通貨、基本スプレッド等、CFD 取引を行っていただく際の取引条

件を示したものです。
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２ 口座開設について

楽天CFD の取引をするには、楽天CFD 口座を開設する必要があります。

(1)楽天CFD 口座開設基準

1) 楽天証券に総合証券取引口座を開設済みであること

2) 本取引ルールに加え、「楽天CFD 取引に関する説明書（契約締結前交付書面）」、

および「楽天CFD 取引約款」にご同意いただき、ご自身の責任と判断におい

て、自己の資金により自己のためにお取引いただけること

3) 本取引ルール、本取引に関する説明書及び本取引ルール並びに当社の関連す

る他の約款・規定の内容を承諾いただけること

4) 常時お電話で連絡がとれること

5) インターネットが利用できる環境があること

6) E メールで連絡がとれること

7) 充分な金融資産および証券知識があること

8) 株式の投資経験があること

9) 報告書等の交付が電子的な方法によっておこなわれることに同意すること

10) 日本証券業協会加入の金融商品取引業者に勤務していないこと

11) 総合証券取引口座、その他の口座にて不足金がないこと

12）各項目のほか当社が定める要件

※ お客さまの楽天CFD 口座開設にあたっては、開設のお申込み後に審査を実施

いたします。お電話で確認させていただく場合もあり、上記の基準を満たし

ている場合でも、当社の判断で口座開設をお断りする場合もありますので、

あらかじめご了承ください。

(2)口座開設の流れ

1）当社に総合証券取引口座を開設していただきます。

2）メンバーページの楽天 CFD 取引口座開設申込画面から、お申し込みいただき

ます。申込画面では、お客様のお名前、メールアドレスの確認、その他質

問項目をご入力いただきます。

3）WEB 画面上で楽天 CFD について十分に理解されているか、また、お客様が当

社の口座開設基準を満たしているかを確認するために、質問事項にお答え

いただき、審査を行います。(ただし、当社が必要と判断したお客様につき

ましては、お電話での審査が必要となる場合があります。)

4）当社内でお客様の楽天 CFD 取引口座の開設を登録いたします。

5）メンバーページ内 「口座情報」 →各種口座開設状況「各種口座」→「楽

天 CFD 口座」にお客様の楽天 CFD ログイン ID および楽天 CFD ログインパスワー

ドが表示されます。
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(3)取引方法

楽天CFD は、パソコン及びモバイルを使って取引を行っていただきます。

(4)楽天CFD へのログイン

シングルサインオン

弊社メンバーページにログインし、「ホーム」の「各種口座開設」にあります楽

天CFD「取引画面へ」をクリックすると楽天CFD ホームページへダイレクトログ

インします。

通常ログイン

楽天CFD専用のログイン画面より「ログインID」と「パスワード」を入力し、「ロ

グイン」ボタンをクリックしてください。

(5)ログインパスワードの変更

楽天CFD 口座のログインパスワードは変更が可能です。

変更方法につきましては、メンバーページ内、「口座情報」→各種口座開設状況

「各種口座」→「楽天 CFD 口座」の楽天 CFD ログインパスワード右にある「変

更」をクリックして、変更のお手続きを行っていただきます。なお、ログイン

ID は変更できません。

(6)楽天CFD の種類

楽天CFD には個別株（ETF）、株価指数、株価指数先物を参照原資産とするCFD が

あります。

・株価指数先物CFDには限月があり、返済期限が決まっていますのでご注意くだ

さい。

詳細に関しては、「マーケットインフォメーションシート」をご参照ください。

・楽天CFD 口座へ直接CFD 取引のための資金をお振込みいただくことはできま

せん。総合証券取引口座へご入金いただいた後、メンバーページにログインし

ていただき、総合証券取引口座から楽天CFD 口座への振替を行ってください。

３ 楽天CFDの基本ルール

(1)取引手数料および証拠金

楽天CFDの取引手数料および証拠金は、約定代金に以下の比率を乗じて計算

されます。
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【取引手数料】 （消費税を含む）

種別 取引手数料

個別株CFD（ETF） 対象原資産が米国銘柄の場合

1約定につき、1,250CFDまでは、26.25

米ドル（税込み）。

1約定につき、1,250CFD超の場合は、

1CFDごとに2.1セント（税込み）追加

となります。

株価指数CFD・株価指数先物CFD 無料

・楽天CFDの取引手数料は、「取引手数料＝約定代金（取引価格×取引数量）×

取引手数料率（個別株CFDの場合）」を小数点第4位で切り捨てし、新規及び返済

のつど、約定ごとに証拠金から差し引いて徴収します。

・買値（ASK）と売値（BID）との間にスプレッドがあり、相場環境または時間

帯により変動し、スプレッドが拡大することがあります。

・参照原資産が外貨で取引されているCFD の場合、取引日当日の為替レートで

円換算した数値の小数点以下を切り捨てします。

【証拠金】

種別 必要証拠金率 レバレッジ倍率

個別株CFD（ETF） 約定代金の10％ 10倍

株価指数CFD・株価指数先物CFD 約定代金の10％ 10倍

(2)詳細条件

楽天CFDの種類、参照原資産市場、最小発注数量、最大発注数量については、マ

ーケットインフォメーションシートをご参照ください。

(3)取引上限

楽天CFDでは、総量上限を30億円としております。ただし、お客様の取引内容に

より、個別に上限を設定させていただく場合があります。

(4)取引時間

楽天CFDの取引時間は銘柄によって異なります。各CFDの取引時間はマーケット

インフォメーションシートをご参照ください。

なお、楽天CFD口座へのログインは、システムメンテナンス時間を除き２４時間

可能です。取引時間外のご注文は、指値、逆指値、OCO、連続注文（一部の場合

を除く）のみ可能となります。
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取引時間 取引停止時間

標準時間 CFDの種類により異なる 土曜日7：00～月曜日7：00

夏時間 CFDの種類により異なる 土曜日6：00～月曜日6：00

＜システムメンテナンス＞

メンテナンスは通常、週末に行われます。

以下のメンテナンス時間中は、ログインができません。

土曜日 20 時～日曜日 2時（米国夏時間 土曜日 19 時～日曜日 1時）

日曜日 23 時 30 分～月曜日 0 時 30 分（米国夏時間 日曜日 22 時 30 分～23 時

30 分）

なお、上記以外の時間帯での、システムメンテナンスが行われることもありま

す。

(5)年末年始の取引可能日

年末に当社ホームページにてお知らせいたします。

(6)「買値」(ASK)と「売値」(BID)

取引画面上に取引価格が表示されます。「買値」(ASK)で買っていただき、「売値」

（BID）で売っていただきます。「買値」(ASK)と「売値」（BID）には価格差（ス

プレッド）があります。基本スプレッドに関してはマーケットインフォメーシ

ョンシートをご参照ください。市場の流動性、価格変動、取引時間等により、

この価格差は広がる可能性があります。

(7)取引条件の変更または取引制限

取引状況等により、個別のお客さまに対して取引条件の変更、取引制限を実施

する場合があります。

(8）注文取消および価格修正の対象となる取引について

・ 楽天 CFD 取引は、お客さまとの取引から生じるリスクの減少を目的とするカ

バー取引を行っております。そのため、以下に、該当する取引があった場合に

つきましては、注文取消または価格修正の対象とさせていただきます。

1. カバー先が提示する価格の基となる CFD の原資産銘柄の価格を提供する

第三者が、遡って当該価格を取消または修正した場合

2. カバー先の取引システムに技術的な不良もしくは誤作動、または通信も

しくはネットの異常、機能停止、障害により市場価格と異なる価格にて

取引が成立した場合

3. カバー先のオペレーションミスにより市場価格と異なる価格にて取引が

成立した場合
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（9）注文取消および価格修正の基準について

・注文取消もしくは価格修正を要すると判断する基準につきましては、以下の

とおりです。

1. 注文取消あるいは価格修正の必要性があるかどうかを、調査の結果、フェ

アバリューとする直近の買値（ASK）、または売値（BID）と約定価格を比

較して、0.2％を超えた価格で約定しているかどうかにより判断します。

① フェアバリューと約定価格が、0.2％を超えている場合は「インバリッ

ド」とみなし、注文取消もしくは価格修正します。

② フェアバリューと約定価格が、0.2％を越えていない場合は、注文取消

および価格修正の対象となる取引の条件を満たしていたとしても、合理的

な範囲内として、注文取消もしくは価格修正は行われません。

2. 「インバリッド」とみなした場合、取引が成立している約定価格を、第

三者からの情報を基に算出したフェアバリューと比較し、合理的である

と判断した場合、当該価格へ修正します。

3. 「インバリッド」とみなした場合、取引が成立している約定価格を、第

三者からの情報を基に算出したフェアバリューと比較し、合理的でない

と判断した場合、注文を取消します。

4. 注文取消および価格修正の対象につきましては、フェアバリューからか

け離れた価格で約定したと判断される、全ての取引に対して公正に適用

されます。

(10) 注文取消および価格修正の処理について

・注文取消および価格修正につきましては、発生しましたポジションを同値

にて反対売買することで処理いたします。よって、約定は無効となりますの

で、あらかじめご了承願います。

処理後、注文取消とした取引につきましては、当社にて再発注いたします。

また、価格修正とした取引につきましては、修正価格にてポジションを発生

させます。

すべての処理につきましては、お客さまに確認することなく、行わせていた

だきます。

※ 対象となった、参照原資産が個別株（ETF）CFDの場合、徴収した手数料は返

金いたします。

※ インバリッドにより、処理にかかる反対売買の手数料は徴収しません。
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※ 再発注を行うのは指値および逆指値のみです。成行注文およびダイレクト成

行注文はインバリッドの約定を取り消すのみで、再発注および約定は行いま

せん。

※ OCO注文において、一方の注文がインバリッドにより約定され、片方の注文

が取り消された場合、約定を反対売買処理したあとに、OCO注文を再発注しま

す。

※ 連続注文において、親注文がインバリッドにより約定された場合、約定を反

対売買処理し、注文中の子注文を取り消し、連続注文を再発注します。（子注

文が約定された場合、その子注文も反対売買処理を行います）。

４ 証拠金について

（1）証拠金

証拠金のお預入は、現金（円貨のみ）となります。

楽天CFD では、新規注文をおこなう際にあらかじめ必要な証拠金を差入れてい

ただきます。証拠金の差入れは、お客さまご自身で総合証券取引口座へご入金

いただき、楽天CFD 口座へ振替してください。

※ 取引画面で、「保証金」という用語を使用することがありますが、これは「証

拠金」と同義語であり、読み替えてご理解ください。

※ 証拠金は株式等、有価証券で代用することはできません。

証拠金に関する用語 証拠金に関する用語の説明

受入証拠金（注1） お客さまからお預かりしている証拠金全額

実質証拠金（注2） 実質証拠金＝受入証拠金+評価損益（評価益と評価損は相殺

されます）
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必要証拠金（注3） 取引に際して必要な証拠金。CFDの種類・銘柄により必要証

拠金率は異なります。

【参照原資産の取引価格が円貨の場合】

必要証拠金＝取引数量×取引価格×必要証拠金率

【参照原資産の取引価格が外貨の場合】

必要証拠金＝取引数量×取引価格×為替レート×必要証拠

金率

※為替レートは、取引日の当社設定の対円コンバージョンレ

ートになります。

使用可能証拠金 使用可能証拠金＝実質証拠金－必要証拠金

証拠金率 証拠金率＝実質証拠金÷必要証拠金×100

リアルタイムロスカ

ット基準

証拠金率40%

定時ロスカット基準 日本時間午後6時時点で、証拠金率100％

出金（振替）可能額 出金（振替）可能額＝受入証拠金－必要証拠金－評価損

（評価益は加算されません）

（注1）実質証拠金の評価損益は、評価益と評価損を相殺し計算され、CFDの価

格変動に伴い、取引時間中リアルタイムで変動します。

（注2）参照原資産の取引価格が外貨であるCFDのポジションをお持ちの場合は、

毎営業日、ニューヨーク時間の15時（日本時間の５時、夏時間は４時）の為替

レートにて、再計算を行います。

（注3）新規注文時または反対売買となる注文において、保有されているポジシ

ョンを超過する数量を発注の際には、使用可能証拠金として、別途10,000円を

加算します。

※ 取引画面で、「保証金」という用語を使用することがありますが、これは「証

拠金」と同義語であり、読み替えてご理解ください。

・ 証拠金に関する計算はリアルタイムで行われます。その際の計算のもとにな

る時価は、「買値（ASK）」と「売値（BID）」を用います。お客様が買いポジショ

ンを保有の場合には、当社が提示する売値（BID）を、売りポジションを保有の

場合には買値（ASK）を基に算出しております。

・ 必要証拠金は発注時に拘束し、約定時に再度、検証します。そのため、発注

時点に必要証拠金が足りている場合であっても、証拠金の出金、評価損の拡

大、あるいは注文訂正等により、約定時に必要証拠金が不足している場合に

は「失効」となる場合がありますので、充分にご注意ください。

※ 楽天CFD の口座残高はすべて証拠金として取扱われます。

（2）リアルタイムロスカットルール
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楽天CFD では、証拠金率（実質証拠金÷必要証拠金×100）の計算はリアルタイ

ムで行われ、証拠金率が40％（ロスカット基準）以下になると、楽天CFD 口座

内の全ポジションがロスカット（反対売買による強制決済）されます。また、

ロスカット時に発注されている注文につきましても、全て取消されます。市場

環境の変動によっては、ロスカットが実行されるまでに時間がかかる場合があ

り、ロスカット価格がロスカット基準適用時の価格から大きく乖離して約定す

ることがあります。その結果、損失額が証拠金の額を上回る可能性があります。

（3）定時ロスカットルール

楽天CFDでは、日本時間午後6時時点で、証拠金率（実質証拠金÷必要証拠金×

100）が100％以下になると、楽天CFD 口座内の全ポジションがロスカット（反

対売買による強制決済）されます。また、ロスカット時に発注されている注文

につきましても、全て取消されます。市場環境の変動によっては、ロスカット

が実行されるまでに時間がかかる場合があり、ロスカット価格がロスカット基

準適用時の価格から大きく乖離して約定することがあります。その結果、損失

額が証拠金の額を上回る可能性があります。

（4）決済等に伴う不足金

・楽天CFDでは、お客様による決済やロスカット実行に伴い、不足金が発生した

際、決済日までに当該不足金額のご入金がない場合、お客様に通知すること

なく当社でお預かりしている預かり金や信用取引代用証券等を、当社の任意

でお客様の計算により処分して、適宜、債務の弁済に充当することができる

ものとします。

・お客様が、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当

社に対する履行期日の翌日より履行の日まで、年14.6％の割合を上限とする

遅延損害金を支払うものとします。

５ ご注文について

（1）楽天CFD のご注文について

・ 楽天CFD のご注文は、すべてインターネット経由で行っていただきます。シ

ステム障害が発生した場合を含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその

他の方法により、発注いただくことはできません。ただし、当社が必要と認

めた場合は除きます。

・ 約定成立後のご注文の取消はできません。

・ 同一銘柄のCFD の買いポジションと売りポジションの両方を保有する両建は

できません。

・ ご注文につきましては、保有ポジションがない場合、もしくは保有ポジショ

ンと同じ売買区分の注文は新規建注文となり、保有ポジションの反対の売買
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を入力すると返済注文となります。保有ポジション以上の数量のCFD を反対

売買した場合、保有していたポジション分は返済となり、超過分は新規に売

り買い逆のポジションが建つことになります。

（反対売買による返済の方法）

買いポジションを返済するには、当該CFD を売付けます。売りポジションを返

済するには、当該CFD を買付けます。

返済期限のないCFD（参照原資産が先物ではないCFD）については、お客さまが

反対売買される（もしくはロスカットにより反対売買される）まで清算されま

せん。

・指定返済（ポジションを指定して返済する方法）

同一銘柄のポジションが複数ある場合、特定のポジションを指定して返済する

ことができます。（成行注文のみ）。

・FIFO（first-in, first-out）返済（約定日時の古いほうから返済する方法）

同一銘柄のポジションが複数ある場合、ポジション指定をせずに反対売買を行

うこともでき、約定日時の古いほうから返済されます。

返済期限について

先物を参照原資産とするCFD の場合、返済期限が設定されています。株価指数

先物CFDは、返済期限までに反対売買しない場合、最終価格で清算されます。（銘

柄ごとの最終価格の基準は、マーケットインフォメーションシートでご確認く

ださい。）

※最終価格で清算される場合、反対売買による処理となります。

コーポレートアクションについて

個別株を参照原資産とするCFDの場合、コーポレートアクションの発生に伴い、

最終売買日が設定されます。処理については、コーポレートアクションの内容

に応じ行います。（コーポレートアクション及び処理内容については、当社ホー

ムページ「お取引注意銘柄ファイル」でご確認ください。）

（2）注文の種類

注文の種類としては、成行、ダイレクト成行、指値、逆指値、トレール注文、

ＯＣＯ注文、連続注文、連続注文+ＯＣＯ注文等があります。

1) 成行： 価格を指定しない注文。注文の入力後に価格変動があっても約定を

優先します。

2) ダイレクト成行：価格を指定しない注文であるが、提示レートより不利な条

件では約定しない注文。注文入力後にレートの変動があった場合、注文は失効

し、新しい価格が提示されます（約 10 秒間）。買いまたは売りボタンの押下に
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より、再度発注が可能になります（この状態を「リクオート」と呼びます）。

「ダイレクト成行注文」は ダッシュボードからの注文、ディーリングレート

の買値（Ａｓｋ）、売値（Ｂｉｄ）を直接クリックする注文のみ、対応します。

3) 指値： 価格を指定する注文。買注文は「買値（ASK）」未満で、売注文は「売

値（BID）」超で指定してください。

4) 逆指値： 「買値（ASK）」が指定した価格以上になったら買う、または「売

値（BID）」が指定した価格以下になったら売る注文。買注文は「買値（ASK）」

超で、売注文は「売値（BID）」未満で指定してください。

5) トレール注文：逆指値注文に、値幅指定機能を追加する注文です。トレール

指定で現在値（買注文では「買値（Ask）」、売注文では「売値（Bid）」）からの

値幅を指定。「注文状況」画面の価格欄には、トレール幅と執行基準価格が表示

されます。

6) ＯＣＯ注文：指値と逆指値注文の両方を同時に設定する注文で、一方が約定

するともう一方が取り消される注文（One side done, then Cancel the Other の

略）。「注文種類」欄で「OCO」を選択し、2つの注文を入力します。

7） 連続注文：あらかじめ入力した親注文が約定した後、自動的に予約注文が

発注される注文で、親注文が約定した場合のみ、2つの予約注文が発注されます。

予約注文を 1つにすることも可能です。

8） 連続注文+ＯＣＯ注文：親注文の発注時に同時に指値と逆指値 2 つの予約

注文を出し、一方の予約注文が約定すると、もう一方が取り消される注文です。

「注文種類」欄で「連続注文」を選択し、親注文を入力後「OCO 注文」にチェッ

クを入れ、2つの予約注文を入力します。

※ 保有されているポジションの反対売買を意図する注文を複数発注されてい

る場合（注文形式問わず）、いずれかの注文が約定しても、他の注文はお客

さまご自身にて、別途、取り消す必要があります。

※ 携帯電話取引用となるモバイルツールにて、連続注文を発注する場合、予

約注文に「指値」、「逆指値」のどちらか一方のみを指定して発注すること

はできません。

※ 発注時の提示価格や逆指値で入力した価格での約定を保証するものではあ

りません。各国の経済指標・統計の発表や突発的なニュース等により価格の

変動が大きくなった場合、提示価格および逆指値で指定した価格から、大き

く乖離した価格で約定する場合がありますので、ご注意ください。

（3）有効期限

注文の有効期限は、期限無し注文（取り消すまで有効）のみとなります。

（4）注文状況の表示
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注文状況画面の表示は以下のとおりです。

ステータス内容

注文中: 発注しているが、まだ約定に至っていない状態

待機中: 連続注文で親注文の約定を待機している予約注文の状態

※親注文が約定すると「注文中」に変わります。

未約定: システムや市場の状況等により約定通知が遅延している状態

※取引価格誤表示があった場合には約定には至りません。

なお、 注文が成立しますと「現在のポジション」に表示され、「注文

状況」欄には表示されません。

（5）注文の訂正・取消

・OCO注文のどちらか一方の指値を訂正していただくことは可能です。

・OCO注文の一方の注文を取消すと、もう一方の注文も取消されます。

・連続注文で待機中の予約注文の指値を訂正していただくことは可能です。

・連続注文の親注文を取り消すと、自動的に予約注文も取消されます。

・注文が「注文中」「待機中」の場合、その注文を訂正または取消すことができ

ます。

・注文が「未約定」の場合、その注文を訂正または取消すことはできません。

約定通知待ちとなりますので、そのままお待ちください。

（6）余力審査ロジック

1）新規注文：必要証拠金を拘束します。

a) 成行注文の場合、買注文は売値（BID）+スプレッド分を拘束し、売注文は買

値（ASK）+スプレッド分を拘束します。

b) ダイレクト成行注文の場合、買注文は売値（BID）+スプレッド分を拘束し、

売注文は買値（ASK）+スプレッド分を拘束します。

c) 指値注文は指値価格で拘束します。

d) 逆指値注文は逆指値価格で拘束します。

e) トレール注文はトレール幅（最新の逆指値価格）にて拘束します。

f) OCO 注文は 2 つの注文のうち、保証金が大きくなる方の注文分のみを拘束し

ます。

g) 連続注文は親注文を拘束し、子注文は予約注文のため拘束されません。親注

文約定後に、子注文が 2つある場合、その時点で保有しているポジションの

必要証拠金額に「買い注文の合計必要保証金額の絶対値」あるいは「売り注

文の合計必要証拠金額の絶対値」を加算し、大きい方の注文分のみを拘束し

ます（親注文約定時に、子注文を発注するにあたり、相当する証拠金がない

場合は、すべての子注文は失効となります）。

h) 連続注文+OCO 注文は親注文を拘束し、OCO の子注文は予約注文のため拘束さ

れません。親注文約定後に、子注文は証拠金が大きい方の注文分のみを拘束

します（親注文約定時に、子注文を発注するにあたり、相当する証拠金がな
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い場合は、すべての子注文は失効となります）。

2）決済注文

「保有しているポジションの必要保証金額＋買い注文の合計必要保証金額」

もしくは

「保有しているポジションの必要保証金額＋売り注文の合計必要保証金額」

上記計算による絶対値のどちらか大きい方の金額に保証金率をかけたものを

必要証拠金として拘束します。

※ 新規注文時または反対売買となる注文（決済注文）において、保有されてい

るポジションを超過する数量を発注の際には、使用可能証拠金として、別途

10,000円を加算します。

※ 決済注文につきましては、いかなる場合であっても受注するため、証拠金率

の大幅な低下を招き、ロスカットされる場合があります。そのため、発注時

の入力につきましては、十分にご注意願います。

６ 金利調整額と配当金調整額

（1）金利調整額

参照原資産が先物ではないCFD には、金利調整額が発生します。

買いポジションを保有されているときは、金利調整額を支払い、売りポジショ

ンを保有されているときは、金利調整額を受け取ることとなります。ただし、

金利水準によっては売りポジションに対して金利が支払われない場合がありま

す。

金利調整額の計算にあたっては、保有されているポジションにつき、ニューヨ

ーク時間17時の取引価格を基に行います。

（2）配当金調整額

個別株CFD（ETF）、株価指数CFD において、当該CFD の参照原資産に配当が生じ

た場合、買いポジションを保有するときは、（保有するCFD の数量に応じて）株

式の配当金調整額を受け取ることができます。

反対に、当該CFD の参照原資産に配当が生じた場合、売りポジションを保有す

るときは、（保有するCFD の数量に応じて）株式の配当金調整額を支払わなけれ

ばなりません。

・金利調整額、および配当調整額はニューヨーク時間17時を超えて、該当する

買いまたは売りポジションを保有されているお客さまに対し発生いたします。

・金利調整額、および配当調整金の受け払いはニューヨーク時間の17時以降（日

本時間の７時頃、夏時間期間中は６時頃）に行われます。
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・金利調整額は基準金利（LIBORまたはHIBOR）に買いポジション保有のお客さ

まには3％を足し、売りポジションを保有のお客さまには3％を引いたものとな

ります。

・円貨に転換するための外国為替レートは直近のニューヨーク時間15時に決定

するコンバージョンレートとなります。

・金利調整額や配当金調整額の受け払いは、証拠金に反映します。

７ 参照原資産のコーポレートアクションについて

楽天 CFD の参照原資産にコーポレートアクションが発生した場合、最終売買日

を設定します。最終売買日までに反対売買を行わなかった場合、原則として、

以下の調整が行われます。

コーポレート

アクション
調 整 方 法

株式分割 お客様の買値（売値）にて反対売買を行い、調整後の価格にて、ポジ

ションを発生させます。

株式併合 お客様の買値（売値）にて反対売買を行い、単価及び数量を調整した

後に、ポジションを発生させます。

現金及び

株式交換買収
お客様の買値（売値）にて反対売買を行い、対象銘柄が

当社取扱いの場合：条件に応じ、ポジションを発生させます。

当社非取扱いの場合：条件に応じ、強制決済し現金にて振込みします。

※数量調整により、端株が発生した場合には、強制決済し現金にて振込みしま

す。

※調整内容により、買いポジションを保有されているときは、調整金額を受け

取り、売りポジションを保有されているときは、支払いが発生する場合があり

ます。

※上図に記載のある処理とならない場合もございます。そのため、コーポレー

トアクションに伴う処理の詳細につきましては、当社ホームページ「お取引注

意銘柄ファイル」をご参照ください。

８ 報告書等について

お客さまの取引内容や口座情報の詳細は、以下の報告書でご確認ください。

・CFD 取引報告書：取引日、新規・決済の別、銘柄、売買の別、取引手数料等

が表示されます。

・CFD 取引残高報告書：取引一覧のほか、入出金の状況等が表示されます。

・CFD 証拠金受領書：証拠金の入金状況が表示されます。
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９ 振替入出金について

（1）総合証券取引口座と楽天CFD 口座の証拠金振替操作

楽天CFDの取引の際には事前に楽天CFD 口座への証拠金の振替が必要です。総合

証券取引口座からの振替手続きは、楽天証券メンバーサイトにログインして、

総合証券取引口座から楽天CFD 口座への振替を行ってください。

（2）取引余力の反映と受渡日の取扱い

総合証券取引口座と楽天CFD 口座間の資金振替はお客さまのお手続きを当社シ

ステムが認識後、直ちにCFD 取引ツールの取引余力に反映し取引が可能となり

ます。

ただし、「受渡日」につきましては、15時30分以前にお手続きの場合には翌々営

業日、15時30分を越えたお手続きの場合には3営業日と表示しております。

（3）楽天CFD 口座への入金について

ご入金なさる際、総合証券取引口座の「出金余力」の範囲内で楽天CFD 口座へ

振替えることができます。

（4）楽天CFD 口座からの出金について

出金（振替）可能額は、以下の方法で計算します。

出金（振替）可能額 ＝ 受入証拠金 － 必要証拠金 － 評価損（評価益は加算

されません)

（5）信用取引口座、先物・オプション口座を開設されている場合の留意事項

信用取引の追証・損金の入金期限と先物オプションの追証・損金の入金期限が

重なった場合、入金された現金は、最初に信用取引の追証・損金へ充当されま

す。

その次に先物・オプション取引証拠金に振替されますので、ＣＦＤ証拠金が全

額振替できない場合があります。ご注意ください。

１０ その他

（1）税金について

CFD取引の取引手数料に対し消費税がかかります。また、CFD取引における税金

は、総合課税としていますが、平成２４年１月１日から市場金融デリバティブ

取引に係る所得と同様に、20％（所得税15％・住民税5％）の申告分離課税とな

り、店頭デリバティブ取引と取引所で行なうデリバティブ取引の通算および損

失額の3年間の繰越控除が可能となります。詳細につきましては、所轄の税務署

へお尋ねください。
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（2）資産の保全について

お客さまからお預かりした楽天CFD取引にかかる証拠金は、株式会社三井住友銀

行に信託保全いたします。

（3）パソコン動作環境について

楽天CFD WEBでは、以下のパソコン動作環境を推奨します。

実際の取引とデモ取引は同じソフトを使用します。

<楽天CFD WEB>

OS Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7

ブラウザ Internet Explorer 6.0 SP1以上 （※）

CPU Single Core 1.80GHz 以上

メモリー 768MB 以上

ディスプレイ

解像度

1024 x 768ドット以上

インターネット

通信速度

512Kbps以上

（ADSLやFTTHなどのブロードバンド回線を強く推奨します）

Flash Player Adobe Flash Player 10 チャートを表示の際、必要となります

その他
Adobe Acrobat Reader 5.0以降 WEBでの報告書に必要となります

（最新版を強く推奨します）

＊ パソコンOSがサポートしているPC/AT互換機（DOS/V）が推奨環境であり、

Macintosh(マッキントッシュ)ではご利用いただけません。

＊ マイクロソフトInternet Explorer 9 については、互換モードのみでご利用

が可能です。

<楽天CFD・ケータイWEB>

NTTドコモ Mova503i 以降（FOMAを含む） iモード対応機

au WAP2.0 対応機

SoftBank ステーション/パケット対応機

※ケータイWEB については、パソコンでの取引の補助ツールとしてご利用くだ

さい。

※接続回線がCATVの場合や企業内でLAN回線を組まれている場合、ウィルス対策

ソフトの設定等により、ファイアウォール・プロキシ－の制限を受ける場合が

あります。

※通信速度が遅い場合、チャート表示や画面遷移に時間がかかることがありま

す。

（4）楽天CFD 取引ルールの変更について

当社は法令規則等の変更、監督官庁の指導、その他当社が必要と判断したとき
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に楽天CFD 取引ルールの変更を行います。その場合、当社ホームページ内に提

示する等の方法によりお知らせいたします。


