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CFD取引というのは、
証拠金取引のことです。

くりっく株365とは、国内外の株価指数や
ETF（上場投資信託）を投資対象とする証拠金
取引で、株式会社東京金融取引所に上場され
ている商品です。

取引できる銘柄は次の通りです。

※日経平均株価（日経225）
※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の登録商標です。
※「NASDAQ-100」（ナスダック-100）

くりっく株365とは？

証拠金（しょうこきん）取引

◦ 取引の際、一定の金額を担保として入金し注文します。
この一定の金額のことを証拠金といいます。

◦ 株式取引などのように取引の総代金を用意しなくても、
担保として入金した証拠金で総代金と同じ効果のある
取引をすることができます。

◦ 少額の証拠金で、その何倍もの金額の取引を行うこと
ができる＝レバレッジ効果のある取引

◦ 儲かるチャンスも大きいですが、損失を被るリスクも
高い、ハイリスク・ハイリターン型の取引

❖ 日経225
❖ NYダウ
❖ DAX®
❖ NASDAQ-100（ナスダック-100）
❖ FTSE100
❖ 金ETF
❖ 原油ETF
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リセット付証拠金取引



誰もが知っている有名企業
ばかりで、日本代表チーム
のようなものですね

トヨタ自動車 日本電信電話 ソフトバンク 三菱UFJ FG

くりっく株365のキホン①
くりっく株365の銘柄を確認しましょう

日経平均株価とは、日本を代表する225銘柄から算出された
株価指数のこと。
約2,000ある東証一部（東京証券取引所第一部）上場企業の
なかから、流動性の高い225銘柄が選ばれています。
そのため、日経225とも呼ばれています。

2022年4月4日から、市場区分は、
「東証1部・2部」「ジャスダック」「マザーズ」から
「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」に
変更されます。

※日経225に採用されている企業はすべて「プライム市場」
に移行する予定です。

等々…

日経平均株価（日経225）
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アップル ゴールドマン・サックス・グループ メルク

アムジェン ホーム・デポ マイクロソフト

アメリカン・エキスプレス ハネウェルインターナショナル ナイキ

ボーイング IBM プロクター・アンド・ギャンブル

キャタピラー インテル トラベラーズ

セールスフォース ジョンソン・エンド・ジョンソン ユナイテッドヘルス・グループ

シスコシステムズ JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー VISA

シェブロン コカ・コーラ ベライゾン・コミュニケーションズ

ウォルト・ディズニー・カンパニー マクドナルド ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

ダウ 3M ウォルマート

NYダウ

米国を代表する優良企業30銘柄で構成された、世界で最も有名な株価指数

NASDAQ-100

「NASDAQ-100」は、世界最大の証券取引市場の一つである米国の
NASDAQ（ナスダック）に上場している銘柄のうち、金融以外のセクター
で時価総額と流動性が最も高い約100銘柄で構成される株価指数です。
「NASDAQ-100」には、いわゆるGAFA（またはGAFAM）などと呼ばれ
る世界のIT企業を代表する銘柄が多く組み入れられています。構成銘柄の
うち、時価総額上位10銘柄の組入比率の合計は50％を超えており、
「NASDAQ-100」は、GAFAなど米国のハイテク銘柄への投資を代替でき
る株価指数と言えます。

DAX®

ドイツの株価指数。
30銘柄からなるDAX®は、
化学、工業の比率が高く、
輸出への依存度が高いのが
特徴。

FTSE100

英国のロンドン証券取引所に
上場する銘柄のうち、時価総
額の上位100社で構成される
株価指数。
金融関連やメジャーと呼ばれ
る資源関連の銘柄数が多いの
が特徴。

2022年11月21日現在



取引の際、担保として
入金するお金を証拠金
というんでしたね。

くりっく株365のキホン②
取引単位と証拠金をおぼえましょう
くりっく株365の日経225では取引単位が
指数の数値×100倍です。
この1取引単位を1枚（1まい）といいます。

例えば、日経225が30,000円のときなら、
30,000円×100倍＝3,000,000円
が総代金であり、取引単位です。

では、取引するときに300万円を用意しなければなら
ないでしょうか。

いいえ、くりっく株365は、総代金を用意しなくても
一定の金額【証拠金】で取引することができるのです。

くりっく株365の日経225
（2023年5月1日現在）

取引の倍率：100倍
必要証拠金：1枚あたり74,170円

日経225が30,000円のとき、
100倍の取引をするのに必要な資金
（＝総代金）は、3,000,000円

【くりっく株365では…】
1枚あたりの必要証拠金額：74,170円
つまり、
3,000,000円の取引するのに必要な資金
（＝証拠金）は、74,170円
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レバレッジ効果は、
「てこの原理」と
同じですね

くりっく株365のキホン③
少ない資金で大きなリターンを狙う！レバレッジ効果

本来300万円かかる取引を74,170円で取引するという
ことは、およそ41倍（総代金300万円÷必要証拠金
74,170円）の取引を行っているということになります。

このように、少ない資金で大きな取引を取引できること
をレバレッジ効果といいます。
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300万円

総代金

74,170円

必要証拠金

42倍の取引

レバレッジとは

※2023年5月1日現在の証拠金です。
※レバレッジは取引金額と証拠金の額により変動しますので、常に一定ではありません。

日経225が30,000円のとき、
100倍の取引をするのに必要な資金
（＝総代金）は、3,000,000円

【くりっく株365では…】
・1枚あたりの必要証拠金額：74,170円
つまり、
3,000,000円の取引するのに必要な資金
（＝証拠金）は、74,170円



＋１万円

－１万円

日経225リセット付

30,000円
1枚＝300万円

買い

30,100円
１枚＝301万円
売り（転売）

29,900円
１枚＝299万円
売り（転売）

くりっく株365のキホン④
損益計算をマスターしましょう

【日経225を1枚、30,000円で新規買い】 【日経225を1枚、30,000円で新規売り】
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－１万円

＋１万円

日経225リセット付

30,000円
1枚＝300万円

売り

30,100円
１枚＝301万円
買い（買戻し）

29,900円
１枚＝299万円
買い（買戻し）

売買差損益＝枚数×100倍×値幅くりっく株365は「買い」からも「売り」からも
取引できるのがポイントです

※2023年5月1日現在の証拠金です。
※取引には別途手数料がかかります。

くりっく株365の日経225
取引の倍率：100倍
必要証拠金：1枚あたり74,170円



現物株式では、株主への配当支払が確定する日「権
利付き最終日」の翌日（権利落ち日）には、理論上、
予想配当の分だけ、株価が前日に比べて下落します。
株価指数においても同様で、指数構成銘柄に配当が
見込まれる場合、理論上、権利落ち日には権利付き
最終日に比べて価格が下落します。
この価格下落を調整するため、「くりっく株365」
においては「配当相当額」があり、買い方は受取、
売り方は支払となります。

金利相当額は、
買い方は支払、売り方は受取となります。
（配当相当額の逆）

【日経225リセット付の場合】
金利相当額＝
清算価格×100倍×日銀政策金利×日数÷365日
＜例＞
30,000円×100倍×0.00％×1日÷365日
≒0円／1枚当たり）

o DAX® 及びDAX®リセット付証拠金取引指は配当込みの価格のため、配当相当額の受払いがありません。
o 金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
o 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
o 配当相当額は、予想配当に基づき、金融取が算出します。
o 金利相当額は日銀の政策金利より算出されるので、金利の変動により受け払いの金額が変動することがあります。

くりっく株365のキホン⑤
配当相当額と金利相当額の受け払い

配当相当額 金利相当額
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※

※日銀が公表する「無担保コール翌日物金利」速報（平均）



※上表の金額は過去の実績値であり、将来の収益を保証するものではありません。

くりっく株365のキホン⑤
配当相当額と金利相当額の受け払い 実績表

日経225リセット付
証拠金取引 2022
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NYダウリセット付
証拠金取引 2022

日経225リセット付
証拠金取引 2021

NYダウリセット付
証拠金取引 2021

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

2022年
配当相当額 159 1,312 23,730 0 0 3,282 165 1,599 22,336 0 0 4,313 56,896

金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年
配当相当額 133 1,216 17,855 0 0 2,807 155 1,249 18,193 0 0 3,767 45,375

金利相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

2022年
配当相当額 290 969 84 301 1,045 390 272 1,168 265 307 1,182 277 6,550

金利相当額 151 51 55 344 295 504 564 785 860 978 1,226 1,331 7,144

2021年
配当相当額 249 890 382 250 933 361 255 1,094 224 290 1,086 256 6,270

金利相当額 144 122 111 149 141 202 140 98 142 113 145 207 1,714



■リセット付とは
リセット日までの期間（最長で1年強：15ヶ月）において、現行商品と同様に建玉を保有することができます。

「リセット」とは：1年に1度、取引対象となる原資産と同じ価格で決済すること。
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日経225 NYダウ NASDAQ-100 DAX🄬 FTSE100

リセット付証拠金取引 リセット付証拠金取引 リセット付証拠金取引 リセット付証拠金取引 リセット付証拠金取引

取引単位 日経平均株価×100円 NYダウ×10円
NASDAQ-100

×10円
DAX🄬×100円 FTSE100×100円

取引期間 約15か月

取引開始日 毎年9月 第2金曜日の翌取引日（原則、月曜日）

取引最終日 リセット日の前取引日 取引を開始した翌年12月第3金曜日の前取引日

リセット日
取引を開始した翌年12月

第2金曜日
取引を開始した翌年12月第3金曜日の翌取引日

決済方法
①反対売買による決済
②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済

リセット値
取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引（リセットが行われる年の12月限のもの）の最終決済に係る価格
の小数点以下を四捨五入した値

くりっく株365のキホン⑥
くりっく株365の商品仕様



つまり、必要証拠金8万円は、
日経225の１枚の運用を継続
するうえで、常に維持してお
かなければならない金額です。

※上記記載に関して、証拠金不足時の入金期限や強制決済時間、また、ロスカットの判定方法等の詳細は、取引要綱をご確認ください。
また、有効比率がアラート水準（初期設定は100％、任意の水準に変更可能）を割り込むと、取引画面にアラート（警報）が通知されます。

※相場の急激な変動等によりロスカットの時点で、差し入れ証拠金を上回る損失が発生する場合があります。

一日の取引終了時点で、必要証拠金が
欠損していた場合、証拠金不足となり、
必要証拠金に足りない額（上記の例で
は1万円）以上を追加入金し、必要証
拠金額を維持しなければ強制決済され
ます。

1万円含み損
(100円の下落)

日経225を30,000円で１枚買い
→29,900円まで下落

29,900円

必要証拠金
8万円

証拠金不足

30,000円

残金が必要証拠金額の50％以下に目減り
した場合は、直ちに、取引時間中の建玉が
自動的にロスカットされます。

※AIゴールド証券ではロスカットの判定は、
1秒間隔で行います。

ロスカットルール

日経225を30,000円で１枚買い
→29,600円まで下落

4万円含み損
(400円の下落)

29,600円必要証拠金
8万円

30,000円

50％
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仮に、
日経225リセット付証拠金取引
1枚の必要証拠金が
80,000円だとすると・・・

くりっく株365のキホン⑦
証拠金不足とロスカットルール



余剰金の額で
リスクの度合いが

変わります。

アラート

50％ロスカット
必要証拠金

8万円

アラートまでの値幅 0円 ▼800円 ▼2,400円

ロスカットまでの値幅 400円 ▼1,200円 ▼2,800円

預託金 8万円

預託金 16万円

アラート

ロスカット
必要証拠金

8万円

余剰金8万円

50％

アラート

ロスカット 必要証拠金
8万円

余剰金24万円

50％

預託金 32万円急激な価格変動で多額の損失となるのを防ぐため、証拠金維持率が50％未満になると、
ロスカットとなり、取引時間中の建玉が自動的に決済されます。
アラート・ロスカットで、ロスカットとなる前に証拠金不足を回避しましょう。
アラート・ロスカットは、「このままだとロスカットになるかもしれないから注意して
ください」というお知らせメールです。
証拠金維持率120％になったら「プレアラｰト通知」、証拠金維持率100％になったら
「アラート通知」をお送りします。

※上記記載に関して、証拠金不足時の入金期限や強制決済時間、また、ロスカットの判定方法等の詳細は、取引要綱をご確認ください。
また、有効比率がアラート水準（初期設定は100％、任意の水準に変更可能）を割り込むと、取引画面にアラート（警報）が通知されます。

※相場の急激な変動等によりロスカットの時点で、差し入れ証拠金を上回る損失が発生する場合があります。
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仮に、
日経225リセット付証拠金取引
1枚の必要証拠金が
80,000円だとすると・・・

くりっく株365のキホン⑧
アラート・ロスカット制度



◆ 「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠
金取引（以下「本件証拠金取引」といいます。）に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所（以下「金融取」といいます。）およびその参
加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる
「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株
価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延また
は中断に関して、責任を負うものではありません。

◆ Dow Jones Industrial Average™（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は、S&P Dow JonesIndices 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。

◆ Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®、Nasdaq-100®及びNDXは、Nasdaq, Inc.（その関連会社を含めて以下「Nasdaq」といいます。）の登録商標であり、株式会社東京金融
取引所による使用のためにライセンスされるものです。Nasdaqは、NASDAQ-100リセット付証拠金取引（以下「本件取引」といいます。）の合法性または適合性に関して、
何ら関知するものではありません。本件取引は、Nasdaqが上場、推奨、販売、または宣伝するものではありません。Nasdaqは、本件取引に関していかなる保証を行わず、い
かなる責任も負いません。

◆ 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。

◆ 当該FTSE100（以下「インデックス」）の全ての権利は FTSE International Limited (以下「FTSE」に帰属します。「FTSE®」は、London Stock Exchange Groupの会社
が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが使用します。当該FTSE100リセット付証拠金取引（以下「商品」）は東京金融取引所が独自に開発したものです。
当該インデックスはFTSEまたはその代理人が算出します。FTSEおよびそのライセンサーは当該商品に関わりを有さず、それについてスポンサー、助言、推薦、保証、もしく
は販売促進を行うものではなく、a）当該インデックスの使用、これに対する依拠、その誤りから生じる何事についても、あるいは（b）当該商品への投資もしくは運用から生
じる何事についても、何人に対しても責任を負いません。FTSE は当該商品の使用によって得る結果についても、もしくは当該インデックスが使用される何らかの目的に対す
る適切性についても、請求、予測、保証もしくは意見表明を一切行いません。東京金融取引所は商品の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用する権利を取得しています。
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≪株価指数証拠金取引のリスクについて≫
▪ くりっく株365は株価指数や金利相当額、配当相当額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。
▪ くりっく株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

レッジは取引金額と証拠金の額により変動しますので、常に一定ではありま
せん）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。

▪ くりっく株365で提示する株価指数には価格差（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220円～2,200円（税込、
うち媒介手数料154円～1,540円）】

【インターネットコース：1枚あたり片道44円～440円（税込、
うち媒介手数料22円～220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株価指数ごと
に定めます。2023年3月1日現在は1枚あたり4,820円～71,780円です。
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。

▪ くりっく株365は1年に1度リセット日（取引最終日）があります。
▪ お取引に際して、必ず契約締結前交付書面(取引所株価指数証拠金取引説明

書)、株価指数証拠金取引口座設定約諾書、株価指数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。

❖ 「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。

当資料は「くりっく株365」取引の契約等の締結を勧誘する目的で使用いたします。

お問い合わせは、お近くのカネツ商事へ 受付時間（平日 8:30～20:00）
カネツ商事株式会社
TEL:0120-13-8686（全国共通） メール kikaku@kanetsu.co.jp

■東京本社
東京都中央区日本橋久松町12-8 TEL:03-3662-0111

■名古屋支店
名古屋市中区錦1-4-25 伏見ITビル1F TEL:052-204-8686

■大阪支店
大阪市中央区石町1-2-9 天満橋シルバービル7F TEL:06-6942-8686

■福岡支店
福岡市博多区中洲5-4-18 ツイン・K・ビル1F TEL:092-733-8686

≪免責事項≫
▪ 本資料は、お客様の投資判断の一助としていただくためのものですが、資料

や解説者の意見、及び将来の見通しが正しいとは限りません。意見、見通し
を参考にする、しないなど、その見極めも含めて、取引の判断はお客様ご自
身で行ってください。

▪ 本資料の著作権はカネツ商事(株)に帰属し、許可なく複製、転写、引用等を
行うことを禁じます。

▪ 本資料に含まれる情報は、その正確性が客観的に検証されているものではあ
りません。
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カネツ商事株式会社
金融商品仲介業者：関東財務局長（金仲）第579号／農林水産省・経済産業省登録第9号
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL：03-3662-0111

カネツ商事は、AIゴールド証券の委託を受けて、くりっく365およびくりっく株365の勧誘を仲介業により行う金
融商品仲介業者であり、また商品関連市場デリバティブ取引および商品先物取引の勧誘を仲介業により行う金融商品
仲介業者、商品先物取引仲介業者です。口座開設のお申し込みはAIゴールド証券へ仲介します。
カネツ商事はAＩゴールド証券の代理権は有していません、従いまして、お客様から金銭または有価証券を受け取る
ことはできません。

AIゴールド証券株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第282号
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12番8号 TEL：03-6861-8181

AIゴールド証券は株式会社東京金融取引所の取引参加者であり、株式会社大阪取引所の取引参加者であるフィリップ
証券株式会社を取次先とする金融商品取引業者・商品先物取引業者です。
加入協会：日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・商品先物取引協会

【編集・発行】カネツ商事株式会社 営業企画部
東京都中央区日本橋久松町12-8 TEL：03-3662-0116（直通）
メール：kikaku@kanetsu.co.jp

tel:0120-13-8686
mailto:kikaku@kanetsu.co.jp
tel:03-3662-0111
tel:052-204-8686
tel:06-6942-8686
tel:092-733-8686

	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: くりっく株365のキホン③ 少ない資金で大きなリターンを狙う！レバレッジ効果
	スライド 7: くりっく株365のキホン④ 損益計算をマスターしましょう
	スライド 8: くりっく株365のキホン⑤ 配当相当額と金利相当額の受け払い
	スライド 9: くりっく株365のキホン⑤ 配当相当額と金利相当額の受け払い　実績表
	スライド 10: くりっく株365のキホン⑥ くりっく株365の商品仕様
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14

