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CFDの種類
本章では、IG証券が取り扱う様々な種類のCFDの特徴

を挙げ、IG証券の価格の基礎となる金融市場につい

て説明します。また、現物市場と先物市場との違い

を解説し、先物の公正価値の算定方法など価格決定

の仕組みについても見ていきます。
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IG証券ではFX、株式、株価指数、商品、債券などきわめて豊富な種類のCFD取引を
提供しています。CFDを通じて、多数の金融商品の取引が可能となるため、
世界中の、文字通り数千種類の金融商品の価格変動が利益獲得のチャンスと
なります。CFD取引は以下の3つに分類できます。

1つ目は、第一章「CFD：概要およびオンラインでの取引」で詳しく説明し
た、株式CFD取引です。取引ロット数の最小単位はすべての株式において1株
からとなりますが、最低手数料はそれぞれの株式CFDによって異なります。
株式CFDのポジションを翌日に持ち越した場合には、ファンディングコスト
が発生し、原資産である株式の権利付き日をまたぎポジションを保有した場
合には配当金支払を反映する調整がなされます。取引は「無期限」です。つ
まり満期日がなく、ポジションを維持するために預託する証拠金が不十分な
場合、またはお客様ご自身で決済する場合以外はポジションは未決済のまま
となります。

2つ目は、FXや株価指数CFD、金や銀のスポットCFDなど、スポット（現物）市場に
適用されるタイプです。最低取引単位は、1ロット（ミニ取引は1pipあたりの
損益額が通常サイズと異なります）です。IG証券では手数料に代えて、取引
スプレッドを提示しています。ポジションには、ファンディングコストと配当金
（該当する場合）に基づく調整が適用され、取引に期限はありません。

3つ目は、「期限付CFD取引」です。IG証券の取引期限を提示しているすべて
の銘柄が対象となります。こうした商品についてIG証券では、手数料に代え
て取引スプレッドを提示しています。ファンディングコストの調整は行われま
せん。ポジションは原資産における特定期日に満了となり、期限が到来する
とポジションは自動的に清算されます。最後の取引時間の前ならお客様ご自
身でいつでもポジションを決済することも可能です。

原資産である金融商品が決済される市場よりCFDの方がアクセスしやすく、使い
勝手が良いという評価もあります。これらのCFD取引を行う前に、各CFDの仕組み
や性質を理解することが大切といえるでしょう。

はじめに
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IG証券では、価格の参照元およびポジションの清算値対象市場（原指数）が世
界的に有名な日経平均やダウ平均、ナスダックやFTSEなどといった株価指数
CFDのお取引が可能です。通常、これらの株価指数自体を通常一般の投資家が
取引することはできませんが、IG証券のCFD取引を利用すれば可能となりま
す。 
例えば、米国S&P500種指数（Standard and Poor's 500 Index/米国の証券取引所
に上場している主要業種を代表する500銘柄で構成されている）のロングポジシ 
ョンを2ロット保有するとしましょう。このポジションには決済期限はあり
ません。ポジションを翌日に持ち越した場合には、ファンディングコストが
発生し、配当金が支払われた場合は配当金調整額が反映されます。お客様
は、IG証券が提示するビッド/オファー価格で、売り又は買いのポジションを
保有し、清算することができます。また、CFDはレバレッジを効かせた取引
のため、ポジションを保有および維持するために必要な証拠金は取引の総額
に比べ少なくなります。

株価指数CFD
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以下の表は、IG証券で人気がある株価指数CFD、およびその価格参照元であ
る原資産市場（原指数）を表示しています。 

IG証券銘柄名とその原指数

英国FTSE 100  FTSE 100 
ウォール街  ダウ平均 
米国500  S&P500 
米国テク株100 ナスダック100 
ドイツ 30  DAX30 
フランス40 CAC40 
欧州50  ﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞﾕｰﾛ STOXX50 
香港HS50  ハンセン 
日本225  日経平均

IG証券が取り扱う株価指数CFDの全リストとその他詳細は、IG証券のサイトの
株価指数CFD「契約詳細情報」www.ig.com/jp/indices-cfd-detailsをご覧くだ
さい。スプレ ッドや取引時間、維持証拠金率などもご確認いただけます。 

さらに、IG証券の取引プラットフォームからも詳細情報をご確認いただけま
す。取引銘柄名の横にある「下向き矢印」のドロップダウンメニューから
「取引情報）」を選択してください（右上の図を参照）。

ダウ工業株30種平均（ダウ平均）は、世界的に影響力が高く非常に重要な指数の
代表例ですが、通常一般の投資家がこの指数を直接売買することはできませ
ん。しかし、IG証券の「ウォール街」という株価指数CFD（原指数はダウ平
均）なら、「ダウ平均」のトレードが可能です。 

この指数は、米国の株式市場のパフォーマンス動向を示唆する重要な指標
（主にニューヨーク証券取引所を代表する30銘柄で構成されています）です
が、IG証券ではその指数をCFDとして提供するため、一般の投資家の皆様へ
取引機会を提供することが可能となっています。 

株価指数CFD
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現物株価指数は構成銘柄の価格を単純に反映するにすぎないため、反応は遅
れがちです。取引開始時にはこの傾向が顕著となります。「ダウ平均」の構
成銘柄の半分が取引開始以降10分間取引されなかったならば、同指数から
現時点での動きを読み解くのは難しくなります。 

それと比較して、先物指数からははるかに現状を把握することが可能です。
そのため、IG証券では株価指数CFDの値付けにおいて多様な情報源を用いま
す。その結果、IG証券の英国FTSE100や米国などの株価指数の価格は、現物
のFTSE100やダウ平均と異なる水準となることがよくあります。

IG証券では、株価指数先物CFDも取り扱っています。この取引を満期まで保
有すると、取引所で扱われる先物取引に基づき決済されます。先物取引に

は、満期価格の算定方法に関して、取り扱う取引所が定めた特有のルールが
あります。
例えば、IG証券の「日本225」株価指数CFD先物の6月限月を満期まで保有し
た場合、最終取引日翌日の日経平均株価のSQ値を使いお客様のポジションは
自動的に清算されます。

 先物の最終取引可能日については、株価指数CFD「契約詳細情報」    
 www.ig.com/jp/indices-cfd-detailsをご覧ください。

株価指数CFD
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データフィード
IG証券の取引プラットフォームで表示する株価には実際の取引所価格が組み

込まれていますが、同時に、MTF（多角的取引システム）からの価格も含ま
れています。MTFは優先市場を代替するトレーディングサービスです。IG証
券では、大手MTF（BATSやChi-X等）の価格情報を利用することにより、お

客様によりタイトなスプレッドと流動性の高い価格を提供しています。

口座を開設する際、IG証券では可能な限り、MTFの価格データへの無料アク
セスを自動的に提供します。MTFを選択できない場合でも、若干遅めですが
複数の取引所の株式データへの無料アクセスを提供しています。

リアルタイム価格を表示させたい場合、IG証券の取引プラットフォーム内
「マイアカウント」の「データフィード」セクションで申し込むことができ
ます。ただし閲覧には対象となる取引所の手数料がかかる場合があります。
こちらは9ページにて詳しく述べます。※ただし、月に一定以上の取引を行っ
ていただいたお客様にはデータ料金の返金を行います。 

なお、データ料金は当月の最終営業日に返金されます。

ディレイデータ
価格表示画面の「更新時間」欄の時間の横に紫色のアイコン（数字入り）が表示
されたら、当該価格はそのアイコンに示された分だけ更新が遅れていること
になります。詳細はIG証券のサイト「ディレイデータについて」 

www.ig.com/jp/data-feeds-delayをご覧ください。

株式CFD
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データフィードを申し込んでいない場合でも、IG証券のスナップショット取引
機能を利用すれば、リアルタイム価格で株式を取引することが可能です。※た
だし、スナップショット取引を使えるのは10回のデータ更新までです。

取引チケットを開き、取引ロット数を入力します。この時点で「売り」や「買
い」ボタンはライブデータから「チケット」を開いたときのようにアクティブ
（つまり、赤と青で強調表示され発注可能となる）にはなりません。

次に「ライブデータ開始」ボタンをクリックします。

「ライブデータ開始」ボタンが灰色になり、表示価格はリアルタイム価格とな
ります。 

名称から分かるように、スナップショット取引を使うと、ディレイ価格はラ
イブ価格に切り替わります。データがディレイ価格に戻るまでの時間は、
「売」ボタンの下の空白のブロックの数で示されます。

リアルタイム価格が更新されるのにに伴い、空白のブロックは徐々に減ってい
きます。ライブ価格が表示されるのは、空白のブロックが残っている間のみで
す。価格がライブである間に、 「売」か「買」ボタンをクリックすると発注が
できます。 

空白のブロックが無くなるまでに発注しないと、「チケット」はディレイ状態
に戻り、「売」「買」ボタンや赤いディレイアイコン、緑の「ライブデータを開
始」ボタンはアクティブでなくなります。詳細はIG証券のサイト「スナップ
ショット取引例」www.ig.com/jp/data-feeds-delay#lb-snapshotをご覧ください。
※スナップショット取引は日本株には適用されません。

株式CFD
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ライブ株価を選択する 

リアルタイム価格を閲覧するには、「マイアカウント」内の「データフィード」セクシ
ョンでお申込みいただけます。 

フォームから、ライブ価格を受信したい取引所を選択します。 

デフォルトでは、無料のMTFデータと、可能な場合、優先市場の無料のディ
レイデータを受信する設定になっています。 

無料のMTFデータがない場合、利用可能な取引所は「デフォルト」の項目は
「ディレイ（delay）」という表記になっています。例えばIOB（英国）は15
分の遅延が設定されています。

株式CFD
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リアルタイム価格を表示するには、その取引所の「レベル1/データ料金」欄
のラジオボタンにチェックを入れます。「データ料金」の欄では、リアルタイ
ム価格を表示する場合にかかる1ヶ月あたりのデータ料金が表示されていま
す。

取引所データ料金は現地通貨建てとなります。ラジオボタンにチェックを入
れていただくと、表の下に表示される「月額料金合計 -変更後」にて、選択
された取引所データ料金を、お客様の口座の基準通貨建てで概算した額が表
示されます。ただし、この金額は参考にすぎません。緑色の「送信」ボタン
をクリックすると、選択した取引所データ料金がただちにお客様の口座に請
求されます。請求が開始された時点で、お客様は該当する取引のライブ価格
を見ることができるようになります（口座残高が取引所データ料金の支払い
に十分でない場合、申込は受け付けされません）。

株式CFD
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IG証券は、月末に取引所データ料金をお客様にキャッシュバックいたしま
す。ただし、お客様が該当月にその取引所で一定数の注文を発注することが
条件となります。必要な発注件数は、「レベル1/返金条件（取引数）」欄に
記載されています。

データ料金は日割り計算でなく月割計算となります。お申し込みをされた時
点で、残日数に関わらず一ヶ月の料金が発生します。例えば、月末まであと2
日の時点でライブデータを選択した場合でも、受信するライブデータは2日の
みとなりますが、データ料金は1か月分の全額がかかります。

では具体例を見ていきましょう。お客様がロンドン証券取引所（LSE）で取引される
英国株の取引に関心を持たれたと仮定します。データフィードの管理パネルを見
ると、「株式 --LSE（英国）」の「デフォルト（無料）」セクションに「MTF/delay」と記載
されています。これは、LSEからの取引所データでなく、無料のMTF価格を複数受
信する「複合データ」であることを意味します。 

株式CFD
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お客様は利用可能なLSE（英国）のビッド/オファー価格を閲覧したいと考え、LSE 
（英国）から「レベル1」のリアルタイムデータを受信することにしました。 

受信するには、まず「レベル1/データ料金」欄の月額データ利用料横のラジオボタ
ンにチェックを入れます。そして表右下の「送信」ボタンをクリックすると、お客様
のログイン口座から手数料が差し引かれ、英国ロンドン証券取引所に上場してい
る銘柄の株価データをライブで閲覧できるようになります。 

閲覧可能となったLSE（英国）の株価は、大手MTFからのデータと共に、実際の取
引所でのビッドとオファーを組み合わせた、可能な限りタイトな市場スプレッドを
提供します。 

「レベル1」欄の返金条件（取引回数）では、LSE（英国）に「1」と表示されます。これ
は、手数料のキャッシュバックを受けるために、該当月の末日までに発注が
必要な取引が片道1回であることを意味します。詳細はIG証券のサイト「マー
ケットデータを取得するための手順」セクション「取引所ライブデータ」 
www.ig.com/jp/data-feedsをご覧ください。

株式CFD
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IG証券では、外国為替証拠金取引（FX）において、1つの通貨ペアに対してどの
ように取引すべきかをシンプルかつ簡単に考えられるような価格提示をしてい
ます。

スポットFX
スポット市場とは通貨を即座に取引するための市場です。理論上、原市場の
取引では、取引日から2営業日後に引渡しが行われます。ただ実際には、大
多数の個人投資家の方々は外国為替を投資目的で取引し、通貨の物理的引渡
しを想定していません。投資家が翌営業日以降もポジションを保有する場
合、理論上、未決済ポジションは一度清算され、翌日新たなレートで再び持
ち直しされます。
この新レートは、旧ポジションの終値に2つの通貨の利息率の差によって決められ
る調整額を加減して算定されます。※「トゥモロー・ネクスト - Tomorrow Next」ま
たは「トムネ」と呼ばれる手続きでのポジションの決済と持ち直しを伴うプロセス
です。

ポジションを翌日に持ち越す場合、理論上では前述のような持ち直しのプロセス
が必要となりますが、IG証券のスポットFX取引はきわめてシンプルで、満期もロ
ールオーバーもありません。ポジションは解消されるまで未決済のままです。取引
損益は、ポジションが未決済の間に起こる為替レートの変動によって決まります。
ポジションが解消されるまで、「トムネ」計算の影響を反復するために日歩ベース
で調整が施されます。

外国為替証拠金取引（FX）
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「USD/JPY」の売値・買値がそれぞれ120.000・120.006の時に1ロットの「買い」
ポジションを保有したとします。標準取引の1ロットは、10万通貨（この場合10万
ドル）となり、1pip（この銘柄の場合0.01円）動くたびに1,000円の損益が発生しま
す。※上記レートの場合、1米ドルに対し120.006円が必要という意味になります。
また、1ロットあたりの1pip相当額は、計算式：0.01円（1pip相当
値）x100,000通貨（ 標準取引1ロットの通貨量）＝1,000円となります。IG証
券ではFXの売買手数料は無料です。
また、ポジションを保有し日をまたいで持ち越すと、いわゆる「スワップポ
イント」が発生します。 

通常は、金利の高い国の通貨を買い、金利の低い国の通貨を売れば、スワップポ
イントはお客様の受け取りとなりますが、二国ともに低金利の場合は、売り・買い
ともにマイナススワップ（支払）となる場合があります。「USD/JPY」の買いスワップ
が－0.01ポイントとすると、当該銘柄の1ロットあたりの1pip相当額は1,000円で
すので、計算式：0.01ポイントx1,000円＝－10円となり、スワップポイントの支払い
として10円がFX口座の証拠金残高から差し引かれます。翌々日、「USD/JPY]の売
値・買値がそれぞれ121.360・121.366まで変動し、利益確定する場合は、買いポジ
ションを保有していますので、清算時は「売値（121.360）」で売り注文をだ
し（反対売買）、ポジションを清算（クローズ）します。 

この取引の利益は、右図の通り計算されます。 

当該銘柄の1ロットあたりの
1pip相当額は1,000円ですの
で、利益は135.4pipx1,000円＝
135,400円となります。 

また、損益の総額を計算する場合
は、この他にスワップポイントを含
める必要があります。

建値：

清算値：

利益の幅：

120.006円
121.360円

135.4	PIP

USD/JPYの「買い」
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商品CFDの原資産価格は、需給上の理由から乱高下することがあります。

IG証券の商品CFDは「先物」（将来の所定の時点で自動清算となる期限ありの取
引）と「期限なし」の2種類に分類することができます。

IG証券の先物CFDには原資産での当該銘柄取引最終月の前月に取引期限終了
となるものが多数あります。限月や最終取引日については商品CFD「契約詳
細情報」http://www.ig.com/jp/commodities-contract-details にてご確認く
ださい。

商品CFD
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先物の解説
将来の特定の日付で自動清算されるIG証券の先物CFDは、いくつか違いはあ

るものの、多くの点で基準となる原資産市場での先物と似ています。両者が
最も似ている点は、価格の設定方法です。先物、IG証券の商品CFDの先物タ

イプはともに現物価格と異なる価格で取引されます。

先物取引とは、あらかじめ決められた価格や量を、将来の特定の日に売買する契
約と定義されます。

上場先物銘柄は、それぞれの取引単位にて取引されます。商品、貴金属、エ
ネルギ ーにおけるIG証券の先物CFD取引ではこの取引単位が反映されます。

IG証券のCFD取引では、最低取引ロット数以上であればお好みのサイズで取
引できます。
IG証券では多くの商品CFDでミニ取引も提供しています。ミニ取引の1ロット
は、標準取引1ロット数より少ない証拠金額での取引が可能です。例えば、綿
花の1ロットの注文では、IG証券の提示価格が1ポイント動くごとにUS$5の損
益が発生します。一方、綿花のミニ取引1ロットでは1pip相当値につきUS
$2.50と規模は半分になります。

そもそも先物契約が生まれた理由は、農産物の生産者がリスクを相殺できるよう
にするためでした。

例えば、とうもろこし農家は穀物を育てて収穫する際、種子、人件費、肥料などの必
需品を買うために資金を投じる必要があります。農家がこうした必要経費を支出
する一方で、とうもろこし価格は販売時に支出をカバーできない水準まで下落す
るリスクがあります。

先物CFD
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先物取引では将来のある時点での売却価格を現時点で合意することができるた
め、農家は先物を活用して収穫物の販売価格を確定させ、とうもろこしの価格が
変動するリスクを回避することができます。販売収入を把握している農家は、これ
により合理的な事業計画を立てることが可能です。

先物取引の相手はスペキュレーターである場合がほとんどです。スペキュレータ
ーは、とうもろこしの価格が上昇すると考え、農家が転嫁を望むリスクを積極的に
引き受けます。

先物契約の引き渡しは、引渡期日と呼ばれる所定の日に行われます。大半の商
品では、これはその日に資金と商品が交換され、商品が物理的に引き渡される
ことを指します。株価指数先物などの金融先物取引の多くは現金で決済されま
す。ですから資産は実際に移転されず、代わりに先物価格と原資産価格の差額
を現金で決済します。

一方、IG証券のCFD取引サービスを利用して組まれたポジションは、すべて
差金決済されます。

先物CFD
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先物価格の決定

先物について必ず理解すべき特徴が価格の決定方法です。

10月初旬の金の現物価格（別名スポット価格）と12月引渡の金の先物価格とを比
較すると、以下の事実に気付くかもしれません。 

スポット金 1トロイオンスあたり$1765 
金12月限月 1トロイオンスあたり$1767

ご覧のように、この例では、12月限月の金価格は現物価格より高くなっています。
その根拠はどこにあるのでしょうか。「金価格の上昇が予想されているため」と考
えるのは、短絡的で、間違っていることが多い前提です。

実際、先物価格は、満期まで現物を保有することに伴うコスト（いわゆる「キャリー
コスト」や市場のセンチメントを考慮した多数の要因に影響されます。 

「公正価値」とは、現物価格のキャリーコストを踏まえた先物取引の理論価格で
す（したがって、市場のセンチメントや逼迫などの要因は考慮されません）。 

引き続き、金を事例に、ある宝石商が、4ヶ月後の顧客の誕生日のために金の宝石
コレクションのデザイン・作成を請け負ったという状況を考えてみましょう。宝石
商は、コレクションの作成に100オンスの金が必要だと分かっています。ただ必要
なのは4ヶ月先になります。金価格に伴うリスク（請負業務の受領額より、金の購入
額のほうが高くつく可能性）を取ることを望む場合を除き、宝石商は2つの方法の
いずれかを使って、原材料価格を確定することができます。現時点で金の現物を
買うか、4ヶ月後に引き渡される金の先物を購入するかです。 

先物CFD
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前者を選ぶ場合、宝石商はすぐにコストを払わなければなりません。そのために
は資金調達が必要であり、経費が発生します。すなわち、借入をして借入期間の金
利息を支払うか、普通預金口座から資金を引出して、預入期間の預金残高に対す
る受取利息を犠牲にすることになります。このほか、宝石を販売するまでの金の保
険と保管費用もかかります。 

先物契約の購入を選んだ場合、金の代金は4ヶ月後に支払えばよいので、借入金
利、保管、保険費用は必要ありません。（公正に値付けされている場合）先物価格
にはこうした費用が考慮されています。したがって、金（およびほかの商品）に関し
て以下のことが成立します。 

公正価値 = 現在の現物価格 + キャリーコスト 

市場が効率的に機能していれば、現実の先物価格は理論上の将来の公正価値と
同じ水準で取引されるべきです。先物価格が公正価値から大きく乖離すると、アー
ビトラージャーは乖離しているものと逆の方向（公正価値より価格が上昇すれば
売却する、逆の場合は購入する）で先物を取引する一方、現物市場でこれを相殺
する取引も行います。こうしたアービトラージにより、先物の価値は必ず最終的に
は公正価値に戻ります。 

株価指数の公正価値も上記と似ていますが、キャリーコストは異なります。キャリ
ーコストとして考慮すべき保管費用はかかりません。また現物では配当金が支払
われますが、先物には支払われません。したがって、キャリーコストは利息費用か
ら配当を差し引いた金額になります。 

先物CFD
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株価指数CFD先物の場合： 

公正価値 = 現在の現物価格 + 当該期間の利息費用 – 当該期間の配当金 

利息費用 = 現物価格 x 年間金利 x 満期日までの日数/365  
（英国商品の除数は通常365ですが、他の地域では360を使います） 

ウォール街（ダウ平均）株価指数CFD3月限月の公正価値を計算してみましょう。

現在は10月であり、米国株価指数の水準は13,404、金利は年率2.0%、配当利
回りは年率2.4%とします。この先物契約の満期まで135日ある場合、公正価
値は以下の通り計算されます。 

公正価値 = 13,404 + 13,404 x (2.0% - 2.4%) x 135/360 
= 13,404 + 13,404 x -0.4% x 0.375 
= 13,404 - 20.11 
= 13,383.89

先物CFD
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また、センチメントによっても先物価格が短期的に公正価値から乖離する原因と
なることがあり、これにより価格は公正価値と理論的に比較して割安または割高
となります。実際の市場でこうした事態が起こると、トレーダーはこの実質的に間
違った値付けを利用しようと、先物を売るか（理論上割高の場合）、割安のときに
購入と同時に現物市場で相殺取引を行います。

こうした活動はアービトラージと呼ばれ、正しく行えばリスクなしで利益が得られ
る方法です。アービトラージは、先物価格を公正価値の方へ戻す原因となり、現物
と先物市場の重要な関係を維持するため、金融市場で重要な活動です。注意すべ
きなのは、大半の一般投資家は、アービトラージが経済的に実現可能となるのに
必要なほど、取引コストから恩恵を受けないということです。低コストの恩恵を受
けるプロの投資家でさえ、為替手数料や市場スプレッドなどを補填するほど先物
価格が公正価値から乖離しない限り、アービトラージを実行しません。

先物CFD
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まとめ

 本章で主に以下について理解を深めていただけたかと思います。
• CFD取引の仕組み
• 公正価値の計算方法（原資産の価格とIG証券CFD価格の関係）
• アービトラージ

CFDはレバレッジ商品です。CFD取引は資金額を上回る損失が生じる可
能性がありますので、CFD取引に関する各種リスク要因を完全にご理解
いただいた上で、実際にお取引を行っていただけますようお願いいた
します。

IG証券株式会社 

Email：info.jp@ig.com
03-4520-8500（代表）

フリーダイヤル：0120-257-734(ヘルプデスク)
http://www.ig.com/jp 

CFDの種類第二章

IG証券の入門プログラムに記載されている資料は定期的に更新し、正確性を保証するように努めておりますが、提供されている情報は、通知なく変更される
ことがあります。IG証券の最新の提供内容についてお知らせしていない場合があります。IG証券が紹介している事例は例示のみを目的としたものであり、実際

の市場での取引を表したものではありません。情報は手引きのみを目的としたものであり、正確性ついては一切の責任を負いません。  

※IGはIG Markets Limitedの商号です。

法令に基づく表記

●外国為替証拠金（FX）及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません。●ストップ注文及び強制ロスカット機能は、損失の限定
を保証するものではなく、外国為替、株式、株価指数、商品、債券等の相場急変等により証拠金以上の損失が発生する事もあります。●取引に必要な証拠金
（個人）FX：約定代金の4%以上、商品：同5%以上、株式：同20%以上、株価指数：同10%以上、債券：同2%以上、（法人）銘柄ごとに異なります。取引画
面にてご確認ください。ただしFXは一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率以上となります。為替リスク想定比率は金融商品取引業
等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出されます。（法・個人共）各種オプション：当該取引の最大損失額●未決
オーダーにも証拠金が必要です。●売値と買値には差があり、拡大することがあります。●各先物CFD・オプション取引には取引期限があります。●FX・
CFD取引の手数料等は次の通りです。株式CFD取引・両替・口座管理・出金の各手数料、ライブデータ・チャートの各利用料、スワップポイント、調達コス
ト、配当金相当額、借株コスト、ノースリッページ注文保証料、ノックアウトプレミアム。●契約締結前交付書面を熟読し十分に仕組みやリスクをご理解頂
いた上で、ご自身の判断にてお取引をお願い致します。【商号】IG証券株式会社 金融商品取引業 関東財務局長（金商）第255号 商品先物取引業 【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、日本商品先物取引協会 ●弊社企業情報は、本店又は弊社Web及び日本商品先物取引協会Webにて開示
されております。●お客様相談窓口、0120-257-734、日本商品先物取引協会相談センター 03-3664-6243

金融商品取引業 関東財務局長（金商）第255号 商品先物取引業
加入：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 会員番号1168 日本商品先物取引協会

IG証券株式会社 IG Securities Limited.




