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第一章 | はじめに 

CFDの概要と
オンラインでの取引方法 
本章では、「CFDとは何か」ということと、その仕組み」とい

う基本的な内容を確認します。そしてオンラインでの

発注方法などIG証券の取引プラットフォームの基本的

機能を、実例を交えながら説明します。また、こうし

た取引がここ数年で急速に普及した理由とその他の取

引形態と比較した場合のIG証券が提供するサービスの

メリットにも触れます。
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CFDとは

CFDとは差金決済取引（Contract for Difference）の略称であり、デリバティブ取引
の一種です。CFDでは、外国為替や株式市場だけでなく、商品市場や債券市場とい
った幅広い市場に参加し取引が可能です。

CFD（差金決済取引）は、取引開始時点から終了時点までの資産価値の差額分
を決済する取引方法です。金融商品を実際に所有することなく、取引の結果で
ある損益額だけをやりとりする取引（差金決済取引）を意味します。 CFDで
は、取引を行う資産や証券を実際に保有することはないものの、マーケットが
お客様に有利な方向に動いた際に利益を得ることができます。CFDがデリバ
ティブであり、原資産の価値に連動するためです。

CFD取引では、マーケットが上昇時でも下落時でも利益を得るチャンスがあり
ます。お客様がある資産の価値が上昇すると判断した場合、買いポジションを
保有します。お客様がある資産の価値が下落すると判断した場合、売りポジ
ションを保有します。
例えば、お客様が特定のマーケットが上昇すると判断し、CFD取引で買いポジ
ションを保有したと仮定します。マーケットの上昇幅に伴い利益は大きくな
り、下落幅に伴い損失も大きくなります。売りポジションを保有した場合につ
いても同様です。マーケットの下落幅に伴い利益は大きくなり、上昇幅に伴い
損失も大きくなります。
IG証券では、FX、株式、株価指数、商品、債券先物など幅広い商品のCFD取引
が可能です。

この仕組みをよく理解するために、CFDを利用した株取引の例を見ていきま
しょう。
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CFDを利用して株取引を行う場合、手続きとそれに伴い使用する用語は通常の株
取引と似ています（多くの場合、まったく同じです）。

BTグループ株がロンドン証券取引所で 220.7/220.9p （ペンス）で取引されていた
としましょう。過去1ヶ月間にわたって株価の動向を観察したところ、BTグループ株
は過小評価されており、今が買い時であるように思われます。

そこであなたは、8,000株を株式CFDでIG証券から購入することにしました。

これにより、現物株式を購入しないで、同数の株式を実際に購入し所有する
場合と同じ取引エクスポージャーを得ることができます。 

同株を株式CFDで220.9pで購入するとしましょう。 

株式CFDでは、通常の株取引同様、手数料がかかります。 

英国株式に対するIG証券の標準手数料は、0.108%です。（※手数料には消費
税が含まれます） 

したがって、株式購入手数料は次のように算定されます。  

※小数点第三位以下を切り捨て0.108/100 x 8,000株 x 220.9p = £19.08 (£1=100p)

BTグループ株の購入
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証拠金

CFDでポジションを保有するには、総取引金額の何分の一かをご入金して
いただきます。これを証拠金と言います。この証拠金（第四章「レバレッ
ジと証拠金」で詳しくご説明します）を入金していただくことで、レバレッ
ジを効かせた取引を行うことが可能となります。

必要な証拠金の額は、原資産の金融商品の流動性とボラティリティに応じ
て、または法令の定めにより異なります。英国株取引に必要な証拠金は、ほ

とんどの場合原資産株式価値の20%程度ですが、取引する株式によっては高
くなる可能性があります。 
また、株価が逆方向に動いた場合、追加で証拠金を預託する必要が生じます。 

今回の例であるBT株式については20%の証拠金が必要となります。* 

8,000株を220.9pで購入したので、原資産としての株式の価値は、8,000 x 

220.9p = £17,672と計算され、

20%の証拠金の額は £3,534.4となります。

* IG証券では変動証拠金制度を採用しており、総ポジション数が増えると原市場に与える影響が大きくなり、
総ポジションを一括して清算することが難しくなる場合があるため、証拠金率が段階的に高くなります。詳
細は第四章「レバレ ッジと証拠金」で説明いたします。
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ファンディング（資金調達）

CFDの特徴的概念の1つがファンディング(資金調達)です。この例では
£17,672相当の株式を株式CFDで購入しますが、この株式の価値総額を支払う
必要はありません。代わりに、当初はこの金額の20%のみを支払い、実質的
に株式の価値総額を借入することになります。

その結果、原資産の価値に対してファンデングコストがかかります。借入コ
ストは該当する国または領域の貸出金利に基づきます。英国株式であるBT株

の場合、英国の貸出金利に基づきます（この例では1ヶ月のBBA GBP LIBOR金
利を使用）。 

原資産を購入し値上がりを期待する買いポジションの取引については、こうした
金利に2.5%を上乗せした金利を支払う場合があります。基準金利が5.0%であれ
ば、支払う金利は7.5%となります。ここで掲げた数字は年率ですが、ファンディング
コストは以下の数式を使って日歩ベースで計算され、 

ファンディングコスト = 「株式数」 x 「現在の株価」 x 「i/365」 
※ i = 適用される年利率 

ポジションの保有日数に応じて、ファンディングコストがかかります。このコストは
日割りで計算され、お客様の口座に反映されます。 
上記数式で、1日あたりのファンディングコストは原資産合計額にかかる年
間利率を365で割って計算されます。IG証券では英国株式に関して365とい
う除数を使用しますが、360を使用する株式もあります。

この例では、保有日のBTグループ株の終値が222pだとすると、保有日のファ
ンディングコストは以下の通り計算されます。

ファンディングコスト  = 8,000 株 x 222p x 0.075/365 
= £3.65 ※小数点第三位以下を切り捨て
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配当
配当落ち日の前営業終了日に保有する買いポジションには、配当金調整後
が加算されます。
BT株の配当落ち日にポジションが決済されていない場合、1株あたり配当金
調整後を10pとすると、以下の計算額がお客様の口座残高に加算されます。

 8,000 株 x 10p/1株 = £800 

株主の権利 
現物株式を所有しない場合、議決権などの株主に与えられる権利は一切付与さ
れません。 

その後数週間、BTグループ株は堅実に値上がりし、ポジションを保有した22日後
に、株価は233.4/233.6pで取引されています。そこで利益を確定することにします。

ビッド価格である233.4pで8,000株を売却し、ポジションを清算します。

決済手数料は0.108%です。※小数点第三位以下を切り捨て 

0.108/100 x 8,000株 x 233.4 p= £20.16(£1=100p)

この取引の利益（手数料とファンディングコスト・配当金調整前）は、以下の
通り計算されます。

決済価格：233.4p

建値（買値）：220.9p

1株あたり利益：12.5p 

取引利益：12.5p x 8,000株 = £1000

ファンディング（資金調達）
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利益を計算する際は、支払手数料とファンディングコストや配当金調整額も
考慮する必要があります。 

この例ではポジション保有期間中におけるファンディングコストは合計で
£57とします。ポジションを保有した期間中に株式は配当落ちし、1株あた
り10pの配当金調整額が支払われました。配当金調整額 £800がお客様の口

座に加算されました。 

利益総額は以下の通り計算されます。 

£1000

-£19.08

-£20.16

-£57

取引利益：

買い手数料：

決済手数料： 
ファンディングコスト：

配当金調整額： £800

利益総額： £1,703.76

ファンディング（資金調達）
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売り取引からのスタート 

上述の取引は、株式の購入取引（株式を購入し値上がりを待つ）の一例で
す。CFDを使うと、「売り取引」からスタートすることもできます。 

「売り取引からのスタート」とは、保有ポジションを安値で買い戻すことを
期待しながら「売り」のポジションを保有することです。こうした取引で
は、CFDプロバイダーが買い手に、お客様が売り手になります。こちらは株価

が上昇しないときでも利益を上げることができるというメリットがあります
（もちろん常に利益を上げられるとは限りません）。「売り取引からのスター
ト」は、値上がりを期待して「買い」のポジションを保有する取引とは逆の取
引となりますので、配当金調整額に関して上述の例とは逆方向の配当調整を行
います。 つまり、配当落ち日の一日前の営業終了時に空売りポジションを保有
する場合、お客様の口座から配当金調整額が差し引かれます。

ファンディングコストはやや異なり、該当する国または領域のその時点での

貸出金利に応じて、お客様の口座に加算されるか、口座から差し引かれる可
能性があります。 
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例えばTESCOの株価が、最近値上がりしていたとしましょう。最近株価が堅
調であっても、景気全体が低迷していることを踏まえると、同株がこうした
水準を持続できるとは確信できません。 

TESCO株は市場で348/348.1pで取引されており、この先数週間多少調整され

る可能性が高いとの判断から、あなたはCFDで同社株を3,000株売却します。  
売却価格はビッド価格の348pです。

取引開始時の手数料は、原資産としての株式の価値の0.108%です。この
例を当てはめると、手数料は0.108/100 x 3,000株x 348p  = £11.27となり
ます。※小数点第三位以下を切り捨て 

この金額は、発注次第、お客様の取引口座から自動的に差し引かれます。

証拠金

この例でTESCO株の証拠金率は20%です。

売り取引する株式の原資産としての株式の価値は

3,000株 x 1株あたり348p = £10,440です。

その20%に当たる £2,088 が、お客様が初回証拠金として入金を行う金額です。

TESCO株の売却
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売りポジションのファンディング（資金調達）

売りポジションのファンディング（資金調達）の仕組みは、買いポジション
とやや異なり、その時点での貸出金利に応じて、金利分がお客様の口座に加

算されるか、お客様の口座から差し引かれる可能性があります。 

借入利息が通常預金利息より高いように、空売りによる受取額は購入による

支払額より少なくなる可能性があります。 

ここで、貸出金利を3%と仮定して、売りポジションに対する受取金利はこの

金利を2.5%下回ったとします。すると、受取金利は0.5%となります。ここで
掲げた数字は年率ですが、資金調達コストは日歩ベースで計算されお客様の
口座に加算されます。 

この例では、保有日のTESCO株の終値が346pだとすると、初日の金利分の
調整は以下の通り計算されます。※小数点第三位以下切り捨て

調整額  = 3,000 株 x 346p x 0.005/365 
= 14.21p

配当 
配当落ち日の前日の営業終了時に保有する売りポジションには、配当が減
算されています。

注意すべきなのは、すべての株
式CFDにおいて売りから取引をス
タートできるわけではないとい
う点です。たいていの株式CFDに
おいて売りから取引をスタート
できますが、中には流動性の低
下、売り取引からスタートする
のに必要なメカニズム（株式の
貸付等）が原市場に存在しない
株式もあります。こうした株式
は取引チケットの「取引情報」
→「その他」追加情報欄に「Un 
borrowable」と表記されます。
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その後数週間、あなたの予想どおり、TESCOの株価は徐々に値下がりしたと
しましょう。同株を売り取引してから19日後に、株価は311.9/312pに達し、

あなたは利益を確定することにします。312pで3,000株を買戻し、ポジショ
ンを決済します。

決済手数料は0.108%です。 ※小数点第三位以下は切り捨て

0.108/100 x 3,000株 x 312p = £10.10

この取引の利益（手数料と金利・配当調整考慮前）は、以下の通り計算されます。

取引における実際の利益を把握するには、支払手数料と金利や配当調整額

も考慮する必要があります。 

この例ではポジション保有期間中における受取額を合計£3とします。 

ポジションを保有した期間中において、株式は配当落ちしていませんの

で、配当に関して口座には何らの調整も行われません。 

利益総額は以下の通り計算されます。

取引利益：  £1,080

開始手数料： -£11.27

決済手数料： -£10.10

金利調整額： £3

配当調整額： -£0

利益総額： £1,061.63

売りポジションのファンディング(資金調達)

建値（売値）：  £3.48

決済価格： £3.12

1株あたり利益： 

取引利益： 
£0.36

£0.36 x 3,000株 = £1,080
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IG証券のCFD取引サービスは、IG証券ヘルプデスクに電
話でご連絡いただくか、多様なモバイルアプリやIG証券の
取引プラットフ ォームにてご利用いただけます。 

オンライン取引では、素早い約定はもちろんのこと、各種マー
ケット情報やチャートといった取引に欠かせない便利なツー
ルを提供しています。

IG証券の取引プラットフォームにログインすると、右図

のような画面が表示されます（右図はライブ口座取引プ
ラットフォームイメージです。デモ口座ではございませ
ん。また、インターフェースは随時変更される可能性があ
ります）。

画面上部には、「ファインダ」、「マーケット」、「ウォッチリスト」、
「ポジション一覧」、「未決オーダー」、「アラート」、「取引状況一
覧」、「取引チケット」、「チャート」、「ツール」、「ニュース」、「リサ
ーチ」、「レイアウト」のメニューバーがあります。 

例えば「ポジション一覧」を選択すると、現在保有のポ
ジション一覧が確認できるウィンドウが開きます。 

「ウォッチリスト」を選択すると、現在人気の銘柄リスト（「ポ
ピュラーマーケット」や「ポピュラーFX」など）のウィンドウを
開くことができます。また、デフォルトで左側にある「ファイン
ダ」から気になる銘柄を検索することも可能です。また、「マ
イ　ウォッチリスト」に気になる銘柄を追加することもでき
ます。 

では次に、実際にオンライン取引プラットフォームでの発注
例を見ていきましょう。 

オンライン取引プラットフォーム 

ポジション一覧

未決オーダー

ファインダ

ウォッチリスト
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1 あなたは英国のVODAFONEの株価が値下がりしそうだと予想したとしま
しょう。CFDで同株を売れば、実際に値下がりした場合、利益を得ること
ができます。あなたは、インターネットを利用して、VODAFONE株の株価
をチェックすることにしました。

まずは、VODAFONE株のライブ価格にアクセスする必要があります。「ファ

インダ」から株価を確認する方法は2通りあり、「検索」機能を利用する方法
と、ナビゲーションツリーからたどり確認する方法です。

「検索」機能を利用する場合、銘柄名の一部か全部を入力するだけで該当する銘
柄が表示されるため、非常に便利です。文字を入力すると、マッチする銘柄が自動
的に表示され、文字を増やすほど、表示される結果は絞り込まれます。 

2では次に、ナビゲーションツリーからたどる方法をご説明しましょ
う。VODAFONE株は英国で上場しているため、まず、「株式 - LSE(英

国)」の階層を展開します 
（「＋」をクリックして展開します）。

3次に、株式の頭文字にあたる階層を拡
大します。この例の場合は「V」となりま

す。その中から、「VODAFONE」を探
します。

VODAFONE株の売却
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5現在のビッドとオファー価格のほかに、前日比、その日の最高値と最安値など
の有益な情報が表示されます。「取引期限」には「–」の印が付いています。日付

の入った期間がないので、ポジションの保有期間に制限がないことになります 
（「先物CFD（期限あり）」には満期日が設けられており、その日まで保有するポジ
ションは自動的に決済（「満了」）となります。次に、「Vodafone Group Plc」の横に
ある「▼」のボタンをクリックして、取引チケットを開きます（銘柄名をクリックして
も開けます）。

6この取引チケットには現在価格が表示され、 発注したい取引の条件を入力す
ることができます。  

現在のビッド（161）とオファー（161.1）価格が「売」、「買」ボックスにそれぞれ表示
されています。  

価格は更新されるので、希望する取引条件を入力した後、取引したい価格になる
まで待つことも可能です。 

4 VODAFONE株まで下にスクロールし、階層名をクリックすると
VODAFONE株を取引できる市場の一覧が「マーケット」セクションに表

示されます。

VODAFONE株の売却
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発注するには、まず取引ロット数（この例では株式数）を決める必要があります。 
「取引ロット数」に希望のロット数を入力します。このボックスより下にある「損益
通貨」ボックスには、損益を実現する通貨が表示されます。この例で取引する英国
株式はポンド建てですので、通貨は「GBP」（ポンド）と表示されます。 

あなたは1万株を売ると決め、「取引ロット数」ボックスに10,000と入力しま

す。取引チケットの下半分は、取引に関するほかの指示を追加できる任意の
セクションです。 この点は第三章「注文方法」で詳しく取り上げます。表示中
の価格で取引する意志が固まったら、「売」をクリックします。

7クリックすると、注文が発注されます。約定メッセージには、取引の詳

しい内容や参照番号が記載されます。 

8注文が約定するとすぐに「ポジション一覧」にポジションが表示されます。  

あなたはほぼ2ヶ月、このポジションを保有するとします。ポジションが未
決済状態にある間ずっと、「ポジション一覧」の評価額を見て、その損益
を確認することができます。株価が予想したほど下落することはなく、と
うとう売値を上回り始めました。ポジションを保有してから42日後に、あ
なたは損切りをすることを決断します。  

価格を確認したところ、VODAFONE株は現在 162.9/163.0で取引されていま
す。 

あなたはポジションを清算することを決断します。 

VODAFONE株の売却



17

CFDの概要とオンラインでの取引方法第一章

9ポジションを清算するには、「ポジション一覧」で該当する銘柄をク
リックします。 

当該ポジションの「未実現損益」が「ポジションの決済」画面に表示されます（価格
変動に伴い更新されます）。 

次に 「買」をクリックします。 

1万株を163.0で清算する取引が約定された通知が表示されます。
この取引の損失（手数料と金利・配当金調整前）以下の通りです。

決済価格： 163.0p 
建値（買値）： 161.0p

1株あたり損失： 2p 
取引損失： 2p x 10,000 株 = £200

取引損失の総額を算定するには、支払手数料と金利や配当金調整額も考慮

する必要があります。 

VODAFONE株の売却
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英国株式に対するIG証券の標準手数料は0.108%です。

開始手数料 = 0.108/100 x 10,000株 x 161p = £17.388 
決済手数料 = 0.108/100 x 10,000株 x 163p = £17.604

英国株を売却することにより、あなたは年率0.5%の金利を受け取り、ポジ
ション保有期間中の口座加算金利が合計で£10となったとします。

ポジションを保有中に株式は配当落ちし、1株あたり£0.01の配当金調整額が支払

われました。したがって、あなたの口座から、10,000株 x £0.01/1株 = £100の配
当調整額が控除されました。

損失総額は以下の通り算定されます。※小数点第三位以下切り捨て

-£200 
-£17.388 
-£17.604 

   £10 

取引損失： 
売り取引手数料： 
決済（買戻し）手数料： 
金利調整額： 
配当調整額：   -£100

損失総額：  -£344.99

VODAFONE株の売却



19

CFDの概要とオンラインでの取引方法第一章

IG証券では、別の価格表示形式も採用しています。上記の例では、価格はリ

スト形式で表示されていました。これ以外に、下の画像のように「ペア」単
位で価格を見ることもできます。 

ワン・クリック取引

ペア表示モードで取引チケットを表示するには、プラットフォーム上部右側のね
じ型アイコンをクリックいただき「表示設定」＞「ペア表示」を選択します。
また、「ワンクリック取引」機能を有効にした状態で価格を「ペア表示」すること
で取引チケットを開かずに、ペア表示の価格で直接発注することができます。

「ワン・クリック取引」を有効にするには、画面右上の「マイアカウント」で設定
が必要になります。
設定方法は、「マイアカウント」→「取引環境設定」→「ワン・クリック取引」の
項目で、「ワン・クリック取引を有効にする」を選択し、最後に「取引環境の設
定」を押し保存します。
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この時点でペア表示の価格を見ると、取引ロット数を選択できる欄が開いてい
ます。 

この欄に取引ロット数を入力して、「売」か「買」のボタンをクリックすれ
ば取引できます。 

「ワン・クリック取引」を利用すれば、通常より素早く簡単に発注すること
ができます。

ワン・クリック取引



21

CFDの概要とオンラインでの取引方法第一章

CFDはここ数年、さまざまな理由から人気を集めています。

従来の株式投資のような、単純なバイ&ホールド（長期保有）戦略は、個人
の投資市場においてもはやそれほど投資妙味を持たなくなってきている傾向
があります。同時に個人の投資家はリスクに対してより積極的な姿勢を見せ

始めています。 
これらに加え、CFDは通常の株取引からは通常得ることができない多数のメリッ
トを備えています。 

低額の手数料と最少ロット数 
英国の株式CFD向けのIG証券の標準手数料率は0.108%と魅力的です。最低取
引ロット数は1株からとなります。

レバレッジ取引 

証拠金をご入金していただくとで、少ない資金でレバレッジ取引を行うことが可
能です。例えば株価指数CFD取引に必要な維持証拠金は原資産価値の10%となり
ます。 

例えば、10%の証拠金率で1万ポンド相当の株価指数のポジションを保有する場

合、必要な入金額はわずか£1,000です。保有ポジションとは逆の方向に相場が
変動した場合、追加の証拠金が必要になる場合があります。また、IG証券が

定めている維持証拠金率を下回る場合、保有ポジションの一部または全部がロ
スカットされます。 

IG証券のCFD取引サービスを利用するメリット
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売り取引が可能 
投資家は通常、株価が上昇し、いずれもっと高い価格で保有株式を売却するチャ
ンスがあるとの見方に立って株式を購入し、予想通り値上がりした時点で売却し、
その差額を利益とします。 

ただ、ご存知のように株価は常に上昇するわけではありません。相場の上昇時だ
けでなく下落時にも利益を上げることができれば非常に有益です。CFDの取引で
は物理的に株式をやり取りしないため、株式を売却して新規のポジションを保有
することが簡単にできます。つまり、通常の株取引では得られない利益獲得チャン
スがあるのです。 

取引スピード 
オンライン取引ならスピーディに取引が執行されます。電話での取引をご希
望の際は、IG証券ヘルプデスク（フリーダイヤル：0120-257-734）までご

連絡ください。 

IG証券のCFD取引サービスを利用するメリット
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多彩なラインナップ 
CFDは株式以外でもご利用いただけます。IG証券では、多彩な金融商品に関

して、CFDを提供しています（この件については、第二章「CFDの種類」で
詳しく説明しています）。IG証券で取り扱うCFDは、株式、株価指数、商

品、債券先物、FXと幅広いラインナップとなっています。

ほぼ24時間取引が可能 
株式取引は取引所の立会時間の制約を受けますが、主要株価指数や外国為替
などIG証券の金融商品の多くは1日24時間取引可能です。ですから、原

資産の金融市場が休場しているときでもポジションを建て、清算することが
できます。 

IG証券のCFD取引サービスを利用するメリット
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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の本質とその仕組み
• 株式CFD取引における手数料の計算方法
•  金利と配当調整がCFDのポジションに与える影響
• オンライン取引プラットフォームでの価格検索方法
• オンライン取引を利用した実際の売買方法

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。

CFDの概要とオンラインでの取引方法第一章

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 

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.




