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取 引 所 F X

為替証拠金取引（FX）に、
もっと信頼できる品質を。

金融商品仲介業者登録番号：関東財務局長（金仲）第579号

カネツ商事株式会社は、株式会社東京金融取引所の「くりっく365」取引
参加者であるAIゴールド証券株式会社から指定を受けた、仲介業者です。
当社は「くりっく365」を金融商品仲介業により取り扱います。
当社は、AIゴールド証券株式会社の代理権を有していないため、お客様か
らの金銭または有価証券の預託を受けることはできません。
「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引
所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。

透明性が高い取引 くりっく365
為替証拠金取引（FX）
とは

Foreign eXchange

円とドル、円とユーロなどの外国通貨の取引で、一定の証拠金（担保）を取引業者に預託し、その証拠金の
何倍もの元本があると想定して（レバレッジ効果）取引が可能なのが為替証拠金取引（FX）です。
代表的な外国通貨取引である外貨預金や外貨建て債券と比較すると、①レバレッジを利かせた運用もで
きる、②買いからも売りからも取引できる、③差金決済が主流の取引である、
といった特徴があります。

くりっく365とは
くりっく365は、東京金融取引所における為替証拠金取引（FX）の愛称であり、顧客口座数・証拠金残高の
※
両面で日本一の実績がある為替取引です。公設市場で行われる為替証拠金取引だから、ルールや仕組み
が規格化されていて、透明性が高い、公正な取引ができます。
当社は金融商品仲介業者として、カネツグループのAIゴールド証券(株)で取り扱っている「くりっく365」を
お客様にご紹介しています。
※店頭を含む為替証拠金市場全体の比較（東京金融取引所調べ）

証拠金の保護

くりっく365では、お客様からお預かりした証拠金は、取引するAIゴールド証券を通じて全額、東京金融
取引所に預託されます。万一、AIゴールド証券が破たんした場合でも、東京金融取引所に預託された
証拠金は、原則、全額保護されます。
◦ご契約までのご説明
◦取引中のサポート
（仲介業者）
AIゴールド証券

お客様

証拠金

証拠金

東京金融取引所

（取引参加者）

透明性の高い価格

くりっく365は、世界的に有名な複数の金融機関（マーケットメイカー）が提示する価格（レート）の
中から、お客様にとって最も有利な価格を提供します。
具体的には、マーケットメイカーが提示した気配値のうち、最も安い売り気配と最も高い買い気配
がシステムで自動的に合成されお客様に提示されます。
お客様が買う場合は売り気配、お客様が売る場合は買い気配が適用されます。
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お客様への提示レート

気配：実際の取引で生まれた値段ではなく、売り方、買い方の希望する値段のこと。
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くりっく3 65 のポイント ①
スワップポイント
為替証拠金取引（FX）は、例えば「メキシコペソ買い/日本円売り」の様に、2通貨の買いと売りを組み合わせた
取引ですが、各通貨には金利があるため、その金利分の調整が必要となります。この2通貨の売買によって発
生する金利差調整分がスワップポイントです。
通常、高金利の通貨を買って、低金利の通貨を売るポジションを持ち続ければ、スワップポイントが受け取りと
なりますし、逆に、低金利の通貨を買って高金利の通貨を売るポジションを持ち続ければ、スワップポイントが
支払いとなります。
スワップポイントは、外貨預金などの金利ではなく、金利及び為替レートの実勢や対象通貨の需給等に応じて
東京金融取引所が毎日決定します。同一通貨ペアのスワップポイントは、受け取る側も支払う側も同額に設定
されています。

１日のスワップポイントはいくら？

〜スワップポイントの考え方〜

【例：メキシコペソ】
1メキシコペソ＝7.00円のとき、10万メキシコペソ買う ⇒ 7.00円×100,000メキシコペソ＝70万円
の市中金利

0 円 支払い

70万円×▲0.10％÷365日≒0円

日本円
▲0.10%

の市中金利
70万円×10.00％÷365日≒191円

191 円 受取り

メキシコペソ
10.00%

191円 ／日のスワップポイント受取り

※上図は、金利差に基づくスワップポイントの計算例を示しておりますが、実際のスワップポイントはそれ以外の要因
によっても変動します。
※売りポジションを持った場合は、スワップポイントは支払いとなります。
2022年11月現在
注意

対象通貨の流動性低下等により需給が偏るなどして、金利差では説明できないスワップポイントが発生する場合があります。
このため、高金利通貨買い/低金利通貨売りのポジションでもスワップポイントが支払いとなる場合がありますし、低金利通
貨買い/高金利通貨売りのポジションでもスワップポイントが受け取りとなる場合があります。

くりっく365と店頭取引のスワップポイントにおける違い
外国為替証拠金取引には、公的な市場で行われる取引所取引（東京金融取引所「くりっく 365」）と、店
頭で行われる店頭取引（非取引所取引）があります。
店頭取引会社の場合は、スワップポイントの受取額より支払額を高く設定し、差額が取扱会社の利益と
なっている場合があります。
「くりっく 365」は、スワップポイントの受取額と支払額を一本値（同一値）にして投資家の皆様に提供
しています。
差額なし

くりっく365の例
1 枚あたりの受取額 100 円

＝

1 枚あたりの支払額 100 円
差額あり

店頭取引の例
1 枚あたりの受取額 95 円
注意

＜

1 枚あたりの支払額 105 円
※1 枚＝1 取引単位

くりっく 365 のスワップポイントが必ず店頭取引より有利になるわけではありません。
全ての店頭取引で、スワップポイントの支払額が受取額を上回るわけではありません。
思惑に反し相場が動いた場合、ロスカット等によりポジションが持ち続けられなくなったり、予期しない損失を被る可能性があります。

くりっく3 65 のポイント ②
為替差益をねらう
為替証拠金取引は、円安方向を予想した「外貨買い/円売り」だけでなく、円高方向を予想した「外貨売り/円買
い」から取引をスタートすることもできます。つまり、円安・円高、
どちらでも利益をねらうことができるのです。

円安

150円
145円

円高

140円
135円
130円

為替差損益の計算方法
米ドルが1ドル＝140円のとき、1万米ドル買う

（145円−140円）×10,000米ドル
＝50,000円

140円

為替差益

その後、予想に反して円高となり1ドル＝135円で
売り決済した場合

＝−50,000円 為替差損

135円

買う

145円
140円

買う

135円

損失

（135円−140円）×10,000米ドル

売る

145円

利益

その後、予想どおり円安となり1ドル＝145円で
売り決済した場合

売る

米ドルが1ドル＝140円のとき、1万米ドル売る
その後、予想どおり円高となり1ドル＝135円で
買い決済した場合

＝50,000円 為替差益

（140円−145円）×10,000米ドル

＝−50,000円 為替差損

売る

135円

買う

買う

145円
140円
135円

損失

その後、予想に反して円安となり1ドル＝115円で
買い決済した場合

140円

利益

（140円−135円）×10,000米ドル

145円

売る

※上記は、為替差損益に関する計算例で、スワップポイントや手数料は含まれておりません。
※取引には別途、手数料がかかります。

注意 思惑に反し相場が動いた場合、ロスカット等によりポジションが持ち続けられなくなったり、予期しない損失を被る可能性があります。
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を

カネツ商事 で 始める

お客様の大切な資産だから。
カネツ商事は顔を合わせたお取引にこだわります。
お取引の前には、お客様にご納得いただけるまで
為替取引の仕組みやリスクをご説明し、
お取引を始めてからも相場情報をご提供し続けています。
困ったときに相談できる。一緒に考える。
そんな取引をカネツ商事で始めませんか？

カネツ商事では、お客様おひとりおひとりのご意向や資産状況

コンサルティングで

をお伺いして投資プランをご提案させていただいています。

「話せる」取引を

していただける環境をつくることが第一と考えています。

初心者の方でも不安なくお取引いただけるよう、気軽にご相談
しっかりとご理解いただくこと、そして納得したお取引をして
いただくことがなにより大切ではないでしょうか。

投資にご興味があり、いろいろなことについて
勉強したいと考えるお客様へ。
カネツ商事では、そんなご要望に応えるため、
各店舗で毎週土曜日にセミナーを開催するほか
全国主要都市にて著名な講師をお招きしたセミ

セミナーで学ぶ

ナーも開催しています。
お客様のレベルアップの機会に、また、これか
ら投資を始めてみたいという方も是非お気軽に
ご参加ください。
※各セミナーはくりっく365の契約等の締結を勧誘する目的があります。

！

為替証拠金取引のリスクについて

● くりっく365は為替レートやスワップポイント（金利差調整分）の変動に伴い差損が生じる場合があり、元本や収益が保証されるものではあ
りません。

● くりっく365は取引の額が、預託された証拠金に比して大きくなる（レバレッジ最大25倍まで）ため、差入証拠金以上の損失が生じる場合
があります。また、建玉を維持するために追加で証拠金を差し入れる必要が生じる場合があります。

● くりっく365で提示する為替レートには価格差（スプレッド）があります。
● 手数料は、お客様の選択された取引コースにより異なります。
【総合コース：1枚あたり片道1,100円（税込、うち媒介手数料770円）】
【インターネットコース：1枚あたり片道220円（税込、うち媒介手数料110円）】

● 注文の発注及びポジションを維持するために必要な証拠金額は通貨ペアによって異なり、1枚あたり3,070円～71,500円（2022年12月1日
現在）です。なお、必要証拠金額は所定の計算式により毎週見直されるため、変更される場合があります。

● お取引に際して、必ず契約締結前交付書面(取引所為替証拠金取引説明書)、為替証拠金取引口座設定約諾書、為替証拠金取引媒介
約諾書、約款ならびにお客様向け資料の内容をよく読み、ご理解のうえお客様ご自身の判断でお取引ください。

！

ご相談窓口 適切な勧誘が行われるよう、お客様窓口を設置しています。

ご意見・ご要望は以下のお客様相談窓口までご連絡ください。

カネツ商事株式会社

管理部

TEL:03-3669-6668 受付時間：土日祝日を除く9：00〜17：00
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号

！

AIゴールド証券株式会社

業務管理部

TEL:03-6861-8383 受付時間：土日祝日を除く9：00〜17：00
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号

金融商品取引の苦情及び紛争について

お客様は、当社での金融商品取引に係る苦情及び紛争に関して、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを対象事業者である
AIゴールド証券株式会社（所属金融商品取引業者）を通じて、利用することができます。

特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター

金融商品取引苦情相談窓口

TEL:0120 64 5005
受付時間 ： 祝日等を除く月曜〜金曜 9：00〜17：00

所属金融商品取引業者

＜東京事務所＞
東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号 第二証券会館
＜大阪事務所＞
大阪府大阪市中央区北浜1丁目5番5号 大阪平和ビル

東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL:03-6861-8181
金融商品取引業者[関東財務局長（金商）第282号]
日本証券業協会会員／一般社団法人金融先物取引業協会会員

仲介業者

お問い合わせは各店舗まで。
フリーコールは最寄の本支店へと繋がります。

︵通話無料︶

東京都中央区日本橋久松町12番8号
TEL:03-3662-0111
金融商品仲介業者[関東財務局長（金仲）第579号]

資料請求・お問い合わせ

0120-13-8686

携帯ＯＫ

受付 8：30~20:00
祝日等を除く月曜〜金曜

取り扱い支店

■東京本社 TEL：03-3662-0111（大代表） FAX：03-3662-8279
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号
■名古屋支店
TEL：052-204-8686
FAX：052-221-1571
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4番25号 伏見ITビル1F
■大阪支店 TEL：06-6942-8686（代表） FAX：06-6942-8735
〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町1丁目2番9号 天満橋シルバービル7F
■福岡支店 TEL：092-733-8686
FAX：092-686-8899
〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目4番18号 ツイン・Ｋビル1F
当パンフレットを無断で複製、転載することを禁じます。
Copyright © KANETSU SHOJI CO.,LTD. All rights reserved

