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東京証券取引所上場の先物・オプションの取扱開始のお知らせ 

～同時に「東証先物・オプション“取扱開始記念”手数料無料キャンペーン」を実施！ 

 
  

株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田安太郎、以下「当社」という。）は、2011 年 11

月 21 日（月）より、東京証券取引所上場の先物・オプションの取扱を開始いたします。 

 

記 

 

 このたび、当社は、2011 年 11 月 21 日（月）より、東京証券取引所上場の先物・オプションの取扱を開始い

たします。これにより、従来の大阪証券取引所上場商品である日経 225 先物、ミニ日経 225 先物、日経 225 オプ

ションに加え、新たに東京証券取引所上場商品であるTOPIX先物、ミニTOPIX先物、TOPIX Core30 先物、東証REIT

指数先物、TOPIXオプションおよび有価証券オプション（愛称「かぶオプ」）もお取引いただくことが可能となり

ます。有価証券オプション（愛称「かぶオプ」）は、資産運用状況や相場状況に応じて様々な投資戦略をたてる

事が可能で、個人投資家の皆様の株式投資に多様な可能性を提供することが期待されている商品です。また、東

京証券取引所上場の先物・オプションの取扱開始を記念いたしまして、2011 年 11 月 21 日から 2012 年 1 月 31

日の期間においてミニTOPIX先物および有価証券オプション（愛称「かぶオプ」）の取引手数料が無料になります

「東証先物・オプション“取扱開始記念”手数料無料キャンペーン」を実施いたします。 

 

 

・ 当社で新たにお取引いただける東証上場の先物・オプション 

 

東証 指数先物 東証 指数オプション 東証 有価証券オプション 

TOPIX 先物 

ミニ TOPIX 先物 

TOPIX Core30 先物 

東証 REIT 指数先物 

TOPIX オプション 
有価証券オプション 

（愛称「かぶオプ」） 

 

 

・ 東証 指数先物取引概要 

 

アクセス方法※1 インターネット（東証 先物・オプション取引サイト） 

ミニ TOPIX 先物 

TOPIX Core30 先物 

東証 REIT 指数先物 
取扱銘柄 

TOPIX 先物 

（買建・売建、全限月） 

（買建・売建、全限月） 

1 単位の取引価額 指数の 10,000 倍 指数の 1,000 倍 

ミニ TOPIX 先物  0.25 ポイント 

TOPIX Core30 先物 0.5 ポイント 呼値の単位 0.5 ポイント 

東証 REIT 指数先物 0.5 ポイント 
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【前後場立会】 

・プレオープン   8:00～9:00 

・前場立会       9:00～11:30 

・クロージングオークション 11:30～11:35 

・プレオープン   11:40～11:45 

・後場立会       11:45～15:10 

・クロージングオークション 15:10～15:15 

 

【イブニング・セッション】 

・プレオープン    16:15～16:30 

・イブニング・セッション       16:30～23:25 

・クロージングオークション   23:25～23:30 

取引時間 

※2011/11/21 に実施される取引時間拡大後の時間を記載しております。 

取引手数料 1 枚につき 440 円（税込 462 円） 1 枚につき 46 円（税込 48.3 円）※2 

低必要証拠金 0 円 

必要委託証拠金 当社 SPAN 証拠金×1.0（100％）－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額 ※3 

維持証拠金（参考） 当社 SPAN 証拠金×1.0（100％）－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額 ※4 

注文種別 通常 

建玉総数量の上限※5 

東証指数先物取引で銘柄毎（取引限月）に売り枚数と買い枚数の合計枚数が上限 100 枚 

※TOPIX 先物 1 枚に対して、ミニ TOPIX 先物、TOPIXCore30 先物、東証 REIT 指数先物は 0.1 枚として

計算します。 

執行条件 指値、成行（IC） 

有効期間条件 
当セッションのみ： 当日の前後場立会終了まで有効（イブニング・セッションに受け付けた注文は当

日のイブニング・セッション終了まで有効）とする条件 

前後場立会：01:00 頃～ 
注文受付開始時間 

イブニング・セッション：16:15～ 

 

※1 お電話でのご注文は承っておりません。また、HYPER SBI やモバイル端末ではお取引いただけません。  

※2 ミニ TOPIX 先物、TOPIXCore30 先物、東証 REIT 指数先物の手数料は、システムの都合上、前営業日イブニング・セッション

から当日、前後場立会の約定時に 48.3 円に対し一旦 49 円を受入証拠金より拘束し、15:45 からの締め処理にて 1円を受入証

拠金に戻させていただきます。なお、締め処理が完了いたしますと、再計算した正しい手数料を約定履歴・決済明細でご確認

いただけます。予めご了承ください。  

※3 当社 SPAN 証拠金（発注済の注文等を加味した 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・

約定ごとに再計算されます。なお、当社 SPAN 証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、当

社の独自の判断により変更することがあります。  

※4 当社 SPAN 証拠金（建玉のみを加味した SPAN 証拠金）及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は、約定ごとに

再計算されます。なお、当社 SPAN 証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、当社の独自の

判断により変更することがあります。  

※5 建玉総数量の上限は、相場状況などを考慮の上、当社独自の判断により変更することがございます。  

 

 

・ 東証 指数オプション取引概要 

 

アクセス方法※1 インターネット（東証先物・オプション取引サイト） 

TOPIX オプション 
取扱銘柄 

（買建・売建、全限月・全行使価格） 

1 単位の取引価額 指数の 10,000 倍 

【前後場立会】 

・プレオープン 8:40～9:00 

・前場立会 9:00～11:30 

・プレオープン 11:40～11:45 

・後場立会 11:45～15:10 

  

取引時間 

【イブニング・セッション】 
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・プレオープン 16:20～16:30 

・イブニング・セッション 16:30～23:25 

※指数オプションは、クロージングオークションが行われません。 

※2011/11/21 に実施される取引時間拡大後の時間を記載しております。 

売買代金の 0.2％（税込 0.21％） ※2 
取引手数料 

低手数料 200 円（税込 210 円） 

低必要証拠金 0 円 

必要委託証拠金 当社 SPAN 証拠金×1.0（100％）－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額 ※3 

維持証拠金（参考） 当社 SPAN 証拠金×1.0（100％）－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額 ※4 

注文種別 通常 

建玉総数量の上限 
TOPIX オプション取引で銘柄毎（取引限月・コール/プット・権利行使価格）の売り合計枚数が上限 10

枚 

執行条件 指値、成行（IC） 

有効期間条件 
当セッションのみ：当日の前場・後場立会終了まで有効（イブニング・セッションに受け付けた注文は

当日のイブニング・セッションまで有効）とする条件 

前後場立会：01:00～ 
注文受付開始時間 

イブニング・セッション：16:20～ 

 

※1 お電話でのご注文は承っておりません。また、HYPER SBI やモバイル端末ではお取引いただけません。  

※2 TOPIX オプションの手数料は、システムの都合上、ご注文の約定状況により前営業日イブニング・セッションから当日、前後

場立会の約定時の手数料に対する消費税の計算の際に、1注文で通常より多く受入証拠金より拘束させていただく場合があり、

15:45 からの締め処理にて多く拘束させていただいた金額を受入証拠金に戻させていただきます。なお、締め処理が完了いた

しますと、再計算した正しい手数料を約定履歴・決済明細でご確認いただけます。予めご了承ください。  

※3 当社 SPAN 証拠金（発注済の注文等を加味した SPAN 証拠金）およびネットオプション価値（Net Option Value）の総額は発注・

約定ごとに再計算いたします。なお、当社 SPAN 証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、

当社の独自の判断により変更することがあります。  

※4 当社 SPAN 証拠金（建玉のみを加味した SPAN 証拠金）及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は、約定ごとに

再計算されます。なお、当社 SPAN 証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、当社の独自の

判断により変更することがあります。  

※5 建玉総数量の上限は、相場状況などを考慮の上、当社独自の判断により変更することがございます。  

 

 

・東証 有価証券オプション取引概要 

 

アクセス方法※1 インターネット（東証先物・オプション取引サイト） 

有価証券オプション（かぶオプ） 33 銘柄 

取扱銘柄 （買建・売建、直近 2限月・全行使価格） 

※取引所では、直近 2か月の限月、およびそれ以外の 3月、6月、9 月、12 月の限月のうち直近 2限月

の合計 4限月 

1 単位の取引価額 約定価格×対象有価証券の売買単位 

【前後場立会】 

・プレオープン 8:40～9:00 

・前場立会 9:00～11:30 

・プレオープン 12:05～12:30 

・後場立会 12:30～15:10 

※有価証券オプション（かぶオプ）は、クロージングオークションが行われません。また、前後場立

会のみとなり、イブニング・セッションの取引は行われません。 

取引時間 

※2011/11/21 に実施される取引時間拡大後の時間を記載しております。 

売買代金の 0.6％（税込 0.63％）※2 
取引手数料 

低手数料 600 円（税込 630 円） 

低必要証拠金 0 円 

必要委託証拠金 当社 SPAN 証拠金×1.0（100％）－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額 ※3 

維持証拠金（参考） 当社 SPAN 証拠金×1.0（100％）－ネットオプション価値（Net Option Value）の総額 ※4 
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注文種別 通常 

建玉総数量の上限 
有価証券オプション取引で銘柄毎（原資産/取引限月・コール/プット・権利行使価格）の売り合計枚

数が上限 20 枚 

執行条件 指値、成行（IC） 

有効期間条件 
当セッションのみ：当日の前場・後場立会終了まで有効（イブニング・セッションに受け付けた注文

は当日のイブニング・セッションまで有効）とする条件 

注文受付開始時間 

前後場立会：16:15～（00:01～01:00 は注文不可） 

※有価証券オプション（かぶオプ）は前後場のみとなり、イブニング・セッションの取引は行われま

せん。 

 

※1 お電話でのご注文は承っておりません。また、HYPER SBI やモバイル端末ではお取引いただけません。  

※2 有価証券オプションの手数料は、システムの都合上、ご注文の約定状況により当日、前後場立会の約定時の手数料に対する消

費税の計算の際に、1注文で通常より多く受入証拠金より拘束させていただく場合があり、15:45 からの締め処理にて多く拘

束させていただいた金額を受入証拠金に戻させていただきます。なお、締め処理が完了いたしますと、再計算した正しい手数

料を約定履歴・決済明細でご確認いただけます。予めご了承ください。  

※3 当社 SPAN 証拠金（発注済の注文等を加味した 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・

約定ごとに再計算されます。なお、証拠金所要額に対する掛け目は、指数の変動状況などを考慮の上、当社の独自の判断によ

り変更することがあります。  

※4 当社 SPAN 証拠金（建玉のみを加味した SPAN 証拠金）及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は、約定ごとに

再計算されます。なお、証拠金所要額に対する掛け目は、指数の変動状況などを考慮の上、当社の独自の判断により変更する

ことがあります。  

※5 建玉総数量の上限は、相場状況などを考慮の上、当社独自の判断により変更することがございます。  

※6 取引 終日（原則として各月第 2金曜日の前日）から起算して 4営業日前終了時点で決済されていない建玉につきましては、

翌営業日以降、当社が任意で当該建玉を決済させていただきます。未決済建玉がある場合は、取引 終日まで継続して決済を

行い、期日前任意決済を拒否することはできません。 

 

 

・「東証先物・オプション“取扱開始記念”手数料無料キャンペーン」概要 

 

対象期間 2011 年 11 月 21 日～2012 年 1 月 31 日 

対象者 
インターネットコースでお取引をされるお客様で、対象期間中にミニ TOPIX 先物もしくは有価証券オプ

ション（愛称「かぶオプ」）をお取引されたお客様 

対象取引 
ミニ TOPIX 先物取引 

有価証券オプション（愛称「かぶオプ」）取引 

キャンペーン内容 対象期間中のミニ TOPIX 先物、有価証券オプション（かぶオプ）の手数料を無料にいたします。 

 

（注）1.ダイレクトコース及び IFA コース及び対面コース及び一部の金融商品仲介業経由のお客様は本キャンペーンの対象外とな

ります。 

2.キャンペーン対象となるお取引は 2012/1/31（月）15:15 約定分までとなります。 

 

当社は業界屈指の格安手数料で業界 高水準のサービスを提供することで、個人投資家の皆様の資産形成をサ

ポートしてまいりました。お客様のあらゆる投資ニーズに対応できるよう、国内株式だけでなく外国株式、投資

信託、債券、FX（外国為替保証金取引）、先物・オプション取引、eワラント（店頭カバードワラント取引）、上

場カバードワラント、CFD、保険など、様々な商品の提供に取り組んでおり、証券総合口座数は 2011 年 9 月末で

大手ネット証券（※2） 大の約 230 万口座に達しております。今回サービスを開始いたします「東京証券取引

所上場の先物・オプション取引」をはじめ、当社は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと「魅力ある投資機

会（商品）の提供」を実現するべく取扱商品の積極的な拡充等、より一層のサービス拡充に努めてまいる所存で

す。 

 

※サービス・キャンペーン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/） 

 

＜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 
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加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会 

 

＜手数料及びリスク情報について＞ 

SBI 証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場 

合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプ 

ション取引、外国為替保証金取引、CFD 取引では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるお 

それがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、 

詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前 

交付書面等をご確認ください。 

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

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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