
勉強会オンデマンド配信

【本セミナーをご視聴いただく際のご注意】

●

 

この「リアルタイムネット勉強会」オンデマンド配信セミナーは、2011年5月17日（火）に開催されたものです。セミ

 
ナーの内容は、その時点の情報にもとづき、構成されております。

●

 

本セミナー内容は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。将来の株価変動等を予測し

 
保証するものではありません。また、セミナーで個別銘柄を取り上げている場合は、内容の理解を深めることを目的

 
としており、特定の個別銘柄を推奨するものではありません。

●

 

本セミナーでは、セミナー中にご紹介する商品や口座開設等の勧誘をおこなうことがあります。

●

 

記載された情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 終的な投

 
資決定はお客さまご自身の判断でなさるよう、お願いいたします。

●

 

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がありま

 
す。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料

 
等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、

 

内容について十分にご理

 
解ください。

商号等：楽天証券株式会社

 

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者

 
加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会



・海外先物取引にかかるリスク
海外先物取引の価格は対象となっている株価指数や商品等の価格の変動、または金利、通貨、経済指標、政治

 
情勢の変化等、さまざまな要因により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。とくに海外商品

 
先物取引は、それぞれの商品（コモディティ）に特有なファンダメンタルズ（経済の基礎的要因）の影響を受ける等

 
のリスクがあります。また、海外先物取引は差し入れた委託証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができ、大

 
きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。委託証

 
拠金率が一定率以下となった場合、ロスカットルールにより全ポジションが強制決済されます。市場環境が急激に

 
変動する場合には、ロスカット価格がロスカットルール適用時の価格から大きく乖離して約定することがあり、その

 
結果、損失額が委託証拠金の額を上回る可能性があります。

・海外先物取引にかかる費用等
円建てのEquity Index（株価指数）の取引手数料は420円/1枚（ミニ先物は210円/1枚）がかかります。米ドル建て

 
のEquity Index（株価指数）の取引手数料は4.725米ドル/1枚がかかります。Energy（エネルギー）、Metals（金属）、

 
Agriculture（農産物）の取引手数料は6.30米ドル/1枚（ミニ先物は4.725米ドル/1枚、マイクロ先物は2.625米ド

 
ル）がかかります。いずれも税込み（米セント未満切捨）。

・委託証拠金等について
海外先物取引をおこなうには委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金は各外国金融商品取引所ま

 
たは各外国商品取引所が発表するイニシャル証拠金（発注時証拠金）、メンテナンス証拠金（維持証拠金）および

 
SPAN（シカゴマーカンタイル取引所が開発した証拠金計算方法）をもとに当社が定めます。
※海外先物取引について、必要な証拠金に対する取引金額の比率は、銘柄によって異なるため記載することが

 
できません。詳細につきましては当社ホームページをご覧ください。

商号等:楽天証券株式会社

 金融商品取引業者

 
関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者

 加入協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会



取扱取引所

CME （シカゴ・マーカンタイル取引所） COMEX （ニューヨーク商品取引所）

NYMEX CBOT （シカゴ商品取引所）

SGX （シンガポール証券取引所）

世界 大規模の先物取引所。
「E-mini S&P500」は世界 大の流動性を

 誇る。

ニューヨークの金先物市場として有名。

WTI原油先物などが取引され、エネルギー

 関連の先物市場として有名。

世界 大規模の商品先物取引所。

CMEグループ

成長著しいアジアの先物市場。
「日経225」や「日経225ミニ」も上場している。

（ニューヨーク・マーカン

 タイル取引所）



取扱銘柄（全30銘柄）

株価指数

（Equity）

エネルギー

（Energy）

金属

（Metals）

農産物

（Agriculture）

E-mini S&P 500（Dollar）
E-mini S&P MidCap 400 
E-mini S&P SmallCap 600 
E-mini NASDAQ-100
E-mini Dow ($5)
CME日経225先物（ドル建）

Light Sweet Crude Oil （WTI原油）
E-mini Light Sweet Crude Oil （ミニWTI原油）
Henry Hub Natural Gas （天然ガス）
E-mini Natural Gas (Henry Hub) （ミニ天然ガス）

Corn（とうもろこし）
Wheat（小麦）
Soybeans（大豆）

CME日経225先物（円建）
SGX日経225先物（円建）
SGX日経225先物（ドル建）
SGX日経225ミニ先物（円建）
SGX S&P CNX ニフティ指数先物
SGX MSCI 台湾指数先物

miNY Gold（ミニ金）
miNY Silver（ミニ銀）
E-Mini Copper（ミニ銅）

Gold（金）
Silver（銀）
Copper（銅）

Mini-Sized Corn（ミニとうもろこし）
Mini-Sized Wheat（ミニ小麦）
Mini-Sized Soybeans（ミニ大豆）

取引所：CME
CBOT（ダウ）、

 SGX

NYMEX

COMEX

CBOT

E-micro Gold（マイクロ金）

 2011/5/16～

SGX FTSE China A50 指数先物

 

2011/5/16～



手数料（税込・1枚あたり・米セント未満切捨）

株価指数
 （Equity 

Index）

米ドル建 4.725ドル

円建
ラージタイプ

 
420円

ミニタイプ
 

210円

エネルギー
 （Energy）

米ドル建

ラージタイプ
 

6.3ドル

ミニタイプ
 

4.725ドル

マイクロタイプ
 

2.625ドル

金属（Metals）

農産物
 （Agriculture）



取扱時間

【米国標準時間】
 

午前8：00～翌午前7：15（月曜～金曜）
 （月曜午前8時～土曜午前7時15分）

 【米国夏時間】
 

午前7：00～翌午前6：15（月曜～金曜）
 （月曜午前7時～土曜午前6時15分）

＜銘柄毎の取引時間（米国夏時間に対応）＞

※取扱いは、土日と海外先

 物取引所の休業日を除いた

 日です。

※注文受付時間と取引時間

 は同一時間となります。

※米国標準時間の場合、

 SGX以外の銘柄は、日本時

 間ではそれぞれ1時間遅くな

 ります。



口座開設から取引の開始まで
【特記事項】

＜STEP4＞海外先物取引のご注文は、弊社

 マーケットスピードにて承ります。海外先物取

 引を開始していただくには、マーケットスピー

 ドVer10.0以降をインストールしていただく必

 要があります。

＜STEP5＞米ドル建の商品を取引するには、

 資金を振替える前に、円から米ドルへの為替

 取引が必要です。
日中の定時に為替取引ができる「定時為替

 取引サービス」に加え、16時から翌6時（夏時

 間は翌5時）の時間帯であれば、取引したい

 タイミングで為替取引を行うことが可能な

 「夜間為替取引サービス」を取扱っています。

＜STEP6＞マーケットスピードの「証拠金振

 替指示」メニューから、海外先物取引をする

 ため

 
に必要となる、海外先物取引口座（海

 外先物証拠金）へのご資金の移動が可能で

 す。



営業日/約定日/決済日（精算日）
・営業日（取引日）

 海外の取引所が休場の場合を除き、米国標準時間の期間は、日本時間の月曜日から

 金曜までの、それぞれ午前8時から翌日の午前7時15分までを1営業日とし、かかる1営

 業日内に成立した取引は同一約定日となります。米国夏時間の期間は、日本時間の月

 曜日から金曜までの、それぞれ午前7時から翌日の午前6時15分までを1営業日とし、か

 かる1営業日内に成立した取引は同一約定日となります。

・約定日
 海外先物取引の約定日は、売買注文の成立を当社が確認した日です。

 取引が成立した営業日の翌営業日（当社が確認した日）を約定日とします。

・決済日（精算日）
 海外先物取引の決済日（精算日）は、約定日から起算して4営業日目となります。

＜例（米国夏時間の例）＞

取引時間（日本時間） 営業日

（取引日）

約定日 決済日

2011/5/16（月）～17（火）

7:00～翌6:15

5/16（月） 5/17（火） 5/20（金）



証拠金について

※イニシャル証拠金及びメンテナンス証拠金は海外先物取引所が定めるもの
※2011年5月16日現在

証拠金とは

・決済時に差損となる場合に備え、担保として預け入れ

・先物取引では売買代金は発生せず、証拠金が必要な資金

証拠金の種類

・当社維持証拠金：
（当社証拠金所要額）

・当社発注時証拠金：

建玉の維持に必要
メンテナンス証拠金額

 
×当社掛目1.0

新規発注時に必要
イニシャル証拠金額

 
×当社掛目1.0



取引の例①

15万ドル（取引金額）

 
÷

 
6,751.35ドル（証拠金）

 
≒

 
22

取引金額＝1,500ドル×1枚×100倍（取引サイズ）＝15万ドル

当社発注時証拠金が6,751.35ドルの場合

例：Gold（11-06）を1,500ドルで1枚買い建て

証拠金の約22倍の取引金額を売買

海外先物取引口座に米ドルの証拠金として7,000ドル保有

Gold（11-06）の買建玉を1枚保有

建玉の維持に必要な当社維持証拠金額は5,001ドル



取引の例②（転売）

（1,530ドル－1,500ドル）×1枚×100倍＝3,000ドル

※証拠金7,000ドルに2,987.4ドルが加算され、9,987.4ドルが証拠金残高

例：Gold（11-06）を1,530ドルで転売

Gold（11-06）が1,530ドルに値上がりしたので、転売

往復の手数料（税込）12.6ドルが差し引かれ、実現利益は2,987.4ドル



追証とロスカット

■追証（追加証拠金）
お客様の受入証拠金が当社維持証拠金(当社証拠金所要額)を取引終了時に下

 回った場合、追加でその差額（不足額）以上の金銭の差入れが必要です。
追証の差入れ期限は、当社がその事実を確認した日（当該下回った日の翌営業日と

 なります。＝約定日）から起算して3営業日目の正午となります。
追証差入期限の日の午後3時30分に当社にて不足額以上の追加証拠金の差入れ

 が確認できなかった場合は、翌営業日以降に当社の判断で、各通貨毎にすべての建

 玉を強制決済することができるものとします。

■ロスカット
お客様の受入証拠金が取引終了時に当社の定めるロスカットラインを下回った場合、

 当社は通貨毎にすべての建玉を強制決済できるものとします。

ロスカットの判定

証拠金維持率

 
（受入証拠金

 
÷

 
当社維持証拠金）

 
＜

 
80％

※2011年5月16日現在



追証とロスカットの関係
■判定時刻（午前7時15分：米国標準時間）

 
（午前6時15分：米国

 夏時間）における証拠金維持率

■追証とロスカットのタイムスケジュール（2011年5月の例）

営業日（取引日） 5/16（月）

追証及びロスカット判定時刻 5/17（火）6:15 

ロスカットによる強制決済日時 5/7（火）7:00以降

追証差入期限 5/19（木）12:00 

追証差入の当社確認時刻 5/19（木）15:30 

追証による強制決済日時 5/20（金）7:00以降



取引の例③（①の続き）

含み損＝（

 
1,475ドル－1,500ドル）×1枚×100倍＝▲2,500ドル

7,000ドル（証拠金保有額）－2,500ドル（含み損）＝

4,500ドル（受入証拠金）

 
＜

 
5,001ドル（当社維持証拠金）

例：Gold（11-06）が1,475ドルに値下がり

取引終了時点（午前7時15分）で値洗い（日々評価替え）

追証（追加証拠金）発生！

4,500ドル（受入証拠金）

 
÷

 
5,001ドル（当社維持証拠金）＝89.9％

⇒ロスカットには該当せず



決済方法

■反対売買による方法
 買建の場合には転売、売建の場合には買戻しをすることによって決済する方法

■ 終清算値（SOQ）による決済
 終の取引日を過ぎて未決済建玉がある場合、一部の商品においては、 終清

 算値（SOQ）との差額を清算する形で自動的に決済されます。該当する銘柄は、

 下記「市場による決済」に該当する銘柄以外の全ての銘柄となります。

■市場による決済
 当社の定める 終の取引日を過ぎて未決済建玉がある場合は、一部の商品にお

 いては、翌営業日以降に、当社の任意でお客様の計算により反対売買を行いま

 す。該当する銘柄は、次ページ「 終決済期日/ 終の取引日」に記載の銘柄とな

 ります。



最終決済期日/最終の取引日

海外先物取引における 終の取引日は、「当社 終売買日」となります。

 「当社 終売買日」は、マーケットスピードの市況情報画面上でご確認いただけます。
各海外先物取引所が定める現地時間の 終日が必ずしも「当社 終売買日」とならな

 い場合がありますので、ご注意ください。

海外先物取引所が定める 終日≠当社 終売買日

 
となる銘柄

【エネルギー】

Light Sweet Crude Oil （WTI原油）

Henry Hub Natural Gas （天然ガス）

【金属】

Gold（金）

Silver（銀）

Copper（銅）

E-micro Gold（マイクロ金）

海外先物取引所が定める 終日＝当社 終売買日

 
となる銘柄

上記以外

【農産物】
Corn（とうもろこし）
Wheat（小麦）
Soybeans（大豆）
Mini-Sized Corn（ミニとうもろこし）
Mini-Sized Wheat（ミニ小麦）
Mini-Sized Soybeans（ミニ大豆）
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