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CFD 取扱銘柄拡充のお知らせ 

～平成 24 年 4 月 2 日(月）より新たに 12 銘柄追加！～ 

 
 

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、平成 24 年

4 月 2日（月）より CFD の取扱銘柄を 12 銘柄追加することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

CFD とは、世界各国の市場の株式、指数、商品、債券、金利など、参照原資産の値動きを反映する金融派生商

品で、FX（外国為替保証金取引）と同様に原資産を保有することなく売買の差額を決済することを特徴としてい

ます。当初は海外の機関投資家などの限られた投資家のみに利用されていましたが、対象となる金融商品の知名

度が高いことや、インターネット取引の普及により個人投資家にも利用されるようになり、世界中のあらゆる商

品をレバレッジをかけて小額から取引できることから、FX の次世代を担う商品として非常に注目を浴びており

ます。 

 このたび CFD 取引のさらなる拡大に向けて、4銘柄の「円建て」CFD（「ドイツ 30」、「米国 30」、「金現物」、

「銀現物」）と、8銘柄の商品先物 CFD の合計 12 銘柄の取扱いを開始いたします。新たに追加する 12 銘柄のう

ち、「円建て」CFD4 銘柄につきましては、これまで外貨建てで取引していただいておりました株価指数の値を

そのまま円に読み替えて取引することが可能となる為、1CFD 当たりの約定代金が低くなります。その為、これ

までに比べ、売買におけるタイミング（時間と価格水準）の分散が可能となり、より効率的に投資を行うことが

可能となります。商品先物 CFD8 銘柄につきましては、これまで当社 CFD 取引では投資を行うことが出来なかっ

た穀物関連や天然ガス等にも投資が出来るようになり、お客様の投資の幅がより一層広がることになります。 

 

・新たに取扱いを開始する 12 銘柄の概要 

コード 銘柄名 値動き（価格）の説明 

.DE30_JPY ドイツ 30（円建て） ・ドイツ 30（円建て）CFD 

値動きはこれまでの EUR 建てのドイツ 30（.DE30)と同じです。

1インデックス・ポイント当たりの損益は 1円となります。

（EUR 建ては 1ユーロ相当） 

.US30_JPY 米国 30（円建て） ・米国 30（円建て）CFD 

値動きはこれまでの USD 建ての米国 30（.US30）と同じです。

1 インデックス・ポイント当たりの損益は 1 円となります。

（USD 建ては 1ドル相当） 

.GOLD_JPY 金 現物（円建て） ・金 現物（円建て）CFD 

値動きはこれまでの USD 建ての金現物（.GOLD）と同じです。

金の国際価格が 1ポイント動くと 10 円の損益となります。 

.SILVER_JPY 銀 現物（円建て） ・銀 現物（円建て）CFD 

値動きはこれまでの USD 建ての銀現物（.SILVER）と同じです。

銀の国際価格が 1ポイント動くと 10 円の損益となります。 

CC_xx US COCOA ・NY ココア先物 CFD 

ニューヨークにある ICE フューチャーズ U.S（旧 NYBOT）で取

引されているココア先物の価格です。世界のココア市場にお

いてベンチマークとされている代表的な銘柄です。 

HO_xx Heating Oil ・ヒーティングオイル先物 CFD 

NYMEX（ニューヨーク・マーカンタイル取引所）で取引されて
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いるヒーティングオイル（暖房油）先物の価格です。ヒーテ

ィングオイルは北米の一般家庭における温水加熱や暖房用の

みならず、工業用としても幅広く用いられております。 

KC_xx US Coffee C Futures ・NY コーヒー先物 CFD 

ニューヨークにある ICE フューチャーズ U.S（旧 NYBOT）で取

引されているコーヒー先物の価格です。アラビカ・コーヒー

市場においてベンチマークとされている代表的な銘柄です。

NG_xx Natural Gas ・天然ガス先物 CFD 

NYMEX（ニューヨーク・マーカンタイル取引所）で取引されて

いる天然ガス先物の価格です。天然ガスは米国エネルギー消

費量の 1/4 相当を占め、当先物はベンチマーク価格として広

く用いられております。 

SB_xx US Sugar No.11 Futures ・NY 砂糖先物 CFD 

ニューヨークにある ICE フューチャーズ U.S（旧 NYBOT）で取

引されている砂糖 No.11 先物の価格です。 

砂糖 No.11 先物は、世界の粗糖市場においてベンチマークと

されている代表的な銘柄です。 

ZC_xx US Corn Futures ・シカゴコーン先物 CFD 

CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されているコーン先物の価格

です。コーンはバイオ燃料の原材料としても需要があり、米

国が現在世界 大の生産国となっております。 

ZS_xx US Soybeans Futures ・シカゴ大豆先物 CFD 

CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されている大豆先物の価格で

す。大豆もコーン同様に米国が現在世界 大の生産国で 近

は中国やその他の新興国からの需要が拡大しております。 

ZW_xx US Wheat futures ・シカゴ小麦先物 CFD 

CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されている小麦先物の価格で

す。世界で も生産量の多い穀物で食料品の原料およびバイ

オ燃料などにも用いられております。 

※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） 

 

このたびの銘柄追加により、より一層多くのお客様に CFD 取引に興味を持っていただき、資産運用の手段とし

てご利用いただけるものと期待しております。当社は「顧客中心主義」の経営理念のもと、引き続きお客様へよ

り良い投資環境の提供に努めてまいります。 

 

＜金融商品取引法等に係る表示＞ 

商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 商品先物取引業者 

登録番号 関東財務局長（金商）第44号 

許可番号 農林水産省指令22総合第1352号、経済産業省平成22・12・22商第6号 

加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会 

 

＜手数料等及びリスク情報について＞ 

・CFD取引にかかる手数料は新規・決済共に無料です。 

・CFD取引に際して預託すべき必要保証金の額および取引金額の当該保証金の額に対する比率は株価指数CFD

取引、株価指数先物CFD取引は取引金額の10％（取引保証金の額の約10倍のお取引）、債券先物CFD取引は取

引金額の2％（取引保証金の約50倍のお取引）、商品先物CFD取引、商品現物CFD取引は取引金額の5％（取引

保証金の約20倍のお取引）であり、CFDの取引金額が当該保証金の額を上回る可能性があります。 

※CFD価格の変動に応じて上記の必要保証金の額は変動いたしますのでご注意ください。 

・CFD取引は元本及び利益が保証される取引ではありません。 

・CFD取引は、原資産となる国内外の株式、株価指数、株価指数先物、債券先物、商品先物、商品現物の価格

を参照して行う取引であり、当社が提示するCFD価格の変動により損失が生じるリスクがあります。また、

本取引は保証金取引であり、お客様の差入れた受入保証金の額に比して取引金額が大きいため、CFD価格の

変動により、その損失の額が差し入れた受入保証金の額を上回り、元本を超過して損失を被るリスクがあり

ます。 
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・CFD取引は、国内外に上場する株式、世界の主要な市場の株価指数、世界の主要な市場に上場する株価指数

先物、債券先物、商品先物及び商品現物の価格を指標として行われる取引であり、当社が提示するCFD価格

はかかる指標を参照して決定されるため、お客様はかかる指標変動を直接の原因として損失を生じるリスク

があります。また、本取引は保証金取引であり、お客様の差入れた受入保証金の額に比して取引金額が大き

いため、係る指標の変動により、その損失の額が差し入れた受入保証金の額を上回り、元本を超過して損失

を被るリスクがあります。 

・CFD取引において、当社が提示するCFD価格には売付けの価格と買付けの価格に差（スプレッド）があります。  

・株価指数先物CFD、債券先物CFD、商品先物CFDには限月（決済期限）があります。 終売買日の取引時間終

了までに決済されなかったお客様のポジションは、 終売買日の清算値を参考としたレートにより強制的に

決済されます。 

・CFD取引では、金利調整額や配当金調整額等の受払いが発生することがあり、損失を被るリスクがあります。  

・CFD取引にかかるご注意事項は上記に限られません。取引の際にはCFD取引の契約締結前交付書面やCFD取引

約款などのお客様向け書面をよく読み、取引の仕組みや危険性について十分に理解された上でお取引くださ

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 

 3


	・ドイツ30（円建て）CFD
	・米国30（円建て）CFD
	・金 現物（円建て）CFD
	・銀 現物（円建て）CFD
	・NYココア先物CFD
	・ヒーティングオイル先物CFD
	・NYコーヒー先物CFD
	・天然ガス先物CFD
	・NY砂糖先物CFD
	・シカゴコーン先物CFD
	・シカゴ大豆先物CFD
	・シカゴ小麦先物CFD

