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「外国為替保証金取引（SBI FX α）」サービス大幅拡充のお知らせ 
～「SBI FX α」取引サイト内の投資情報拡充、トップページの刷新及び約定通知メールを開始～ 

 
株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：井土太良）は、「外国為替保

証金取引（SBI FX α）」に関するサービスの大幅な拡充として、2010 年 2 月 20 日（予定）より、

リアルタイム為替情報「FX wave」の「SBI FX α」取引サイト上での表示、「SBI FX α」取引サイ

トのリニューアルを行い、2010 年 2 月 26 日（予定）「外国為替保証金取引（SBI FX α）」および「先

物・オプション取引」における約定通知メールの提供を開始することとなりましたのでお知らせい

たします。 

 

このたびの「外国為替保証金取引（SBI FX α）」におけるサービス大幅拡充は「SBI FX α」取引

サイト上でリアルタイム為替情報「FX wave」の表示と「SBI FX α」取引サイトのトップページを

ユーザビリティ向上のためリニューアルを行い、登録されたメールアドレス宛に約定時にメールに

てお知らせする「約定通知メール」サービスの提供開始をするものです。 

また、先物・オプション取引においても「約定通知メール」サービスを提供開始いたします。 

 

当社における「外国為替保証金取引（SBI FX α）」は取引手数料無料(※)で大手ネット証券(※)

多の 20 通貨ペアを取り扱い、 大約 100 倍の選択可能なレバレッジコースを提供する等サービ

スの拡充に努めており、多くのお客様からご支持をいただいております。その結果 2009 年 12 月に

おける売買代金は 4兆 2,462 億円となっており、「SBI FX α」のサービスを開始した 2008 年 11 月

における売買代金の約 2.2 倍となるなど取引は順調に拡大しております。 

そのような状況の中、更なるサービス向上を行うべく、このたびの「外国為替保証金取引（SBI FX 
α）」におけるサービス大幅拡充を実施することといたしました。 

 

このたびの「外国為替保証金取引（SBI FX α）」のサービス拡充および「先物・オプション取引」

における約定通知メールの提供開始により、これまで以上に多くのお客様に「外国為替保証金取引

（SBI FX α）」および「先物・オプション取引」を資産運用の手法としてご検討いただけるものと

期待しております。当社では「顧客中心主義」の経営理念のもと引き続きお客様へよりよい投資環

境の提供に努めてまいります。 

 

※「SBI FX ミニ」は、1取引単位 100 円の手数料がかかります。 

※大手ネット証券は SBI 証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券の５社 
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■「外国為替保証金取引（SBI FX α）」サービス拡充の概要 

 

 内容 開始日 

「SBI FX α」取引サイト上で 

リアルタイム為替情報 

「FX wave」の表示 

追加されるコンテンツ 

 

FX wave ニュース： 

随時情報を更新する速報性の高い為替関連

ニュース 

 

FX weekly： 

各通貨ごとに前週のレビューや 

今週の見通しを掲載 

 

FX whisper： 

対談形式のコメントをまとめた 

レポートを掲載 

2/20 

（予定） 

「SBI FX α」取引サイト 

トップページのリニューアル 

主な変更点 

 

・FX wave ニュースのヘッドラインを表示 

 

・お客様の口座情報（レバレッジ、預託保証

金、預託保証金率、総評価損益）が一目で分

かるように表示 

2/20 

（予定） 

「約定通知メール」サービス 
登録されたメールアドレス宛に約定情報を 

メールにてお知らせ 

2/26 

（予定） 

 

■先物・オプション取引「約定通知メール」サービスの概要 

 

 内容 開始日 

「約定通知メール」サービス 
登録されたメールアドレス宛に約定情報を 

メールにてお知らせ 

2/26 

（予定） 

 

 

※本サービスの詳細につきましては、当社 WEB サイトにてご確認ください。 

（http://www.sbisec.co.jp/） 
 
 

以 上 
 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

商号等  株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 
登録番号 関東財務局長（金商）第 44 号 
加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会 
 
 

「外国為替保証金取引のリスク情報について」 

・外国為替保証金取引（SBI FX α）は、1取引単位は 1万～1,000 万通貨単位で必要 低保証金額は 5,000

円～15 万円になります。（取引保証金の額の約 10 倍～約 100 倍の取引が可能です。）  
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・外国為替保証金取引（SBI FX ミニ）は、1取引単位は 1,000～1 万通貨単位で必要 低証拠金額は 5,000

円～2万円になります。（取引保証金の額の約 10 倍～約 20 倍の取引が可能です。）  

・本取引は元本及び利益が保証されるものではありません。  

・本取引は、取引額（約定代金）に対して少額の取引保証金をもとに取引を行うため、 取引保証金に比

べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性がありま

す。  

本取引は、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずるおそれがあり、かつその損失

の額が預託した保証金の額を上回ることがあります。  

・ハイレバレッジ 100 コースには決済期限があります。毎週末 終営業日の取引時間終了時点(夏時間午

前 5:30、冬時間午前 6:30)の 15 分前からお客様の保有建玉は順次強制的に決済されるため、意図せざ

る損失を被るおそれがあります。  

・スワップポイントは金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではあり

ません。  

・取引レートは 2Way 方式で買値と売値は同じでなく差があります。 

 

「外国為替保証金取引の手数料について」 

・手数料は原則無料です（※「SBI FX ミニ」は、1取引単位 100 円です）。 

 

「先物・オプション取引のリスク情報について」 
･ 必要証拠金額は（当社 SPAN 証拠金－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額）×1.2（120％）

となります。 

  ･ 当社 SPAN 証拠金及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は発注・約定毎に再計算さ

れます。また、取引所の規制等又は当社独自の判断によって変更されることがあります。 

･ 現在の SPAN 証拠金につきましては大阪証券取引所 WEB サイトにてご確認ください。 

･ 株価指数先物（日経 225 先物・ミニ日経 225）の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下

しますので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したと

きには、比較的短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。その損失は

証拠金の額だけに限定されません。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行う

ことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。 

･ 株価指数オプション（日経 225 オプション）の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下し

ますの で、これにより損失を被ることがあります。尚、オプションを行使できる期間には制限があ

りますので留意が必要です。買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅

します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反

対の方向に変化した場合には損失が限定されていません。また、株価指数オプション取引は、市場

価格が現実の株価指数に応じて変動いたしますので、その変動率は現実の株価指数に比べて大きく

なる傾向があり、場合によっては大きな損失を被る危険性を有しています。 

 

「先物・オプション取引の手数料について」 

・先物取引 日経 225 は 1枚 525 円（税込）、ミニ日経 225 は 1枚 52.5 円（税込、1円未満切捨）。 

・オプション取引 売買代金の 0.21％（税込）、 低手数料 210 円（税込）。 

 

 

************************************************************************************* 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 03-5562-7215 
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