
岡安商事株式会社　　近畿財務局長（金商）第３０４号

取引手数料(１枚当り） ※1

取引手数料(１枚当り） ※1

05/22～05/26 05/29～06/02

54,010円 54,950円

59,100円 59,510円

67,860円 68,530円

36,370円 36,580円

60,510円 61,110円

40,200円 40,760円

34,070円 34,320円

2,740円 2,790円

13,030円 13,170円

28,640円 28,580円

51,010円 50,980円

68,880円 70,180円

52,640円 52,520円

30,580円 31,220円

539,990円 549,440円

590,940円 595,050円

678,560円 685,180円

363,630円 365,790円

54,010円 54,950円

54,010円 54,950円

59,100円 59,510円

59,100円 59,510円

59,100円 59,510円

59,100円 59,510円

67,860円 68,530円

67,860円 68,530円

67,860円 68,530円

36,370円 36,580円 1万豪ドル

34,070円 34,320円 1万NZドル

590,940円 595,050円 10万ユーロ

※1

※2

※3

※4

※5

片道396円（税込）

通貨ペア

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

代行入力

日計り（デイトレード）通　　常

0円

片道687円（税込）

片道1,375円（税込）

片道1,375円（税込）

0円

新規687円、決済343円(税込)

新規1,375円、決済687円（税込）

取引単位

新規396円、決済198円（税込）

片道550円（税込）

逆指値指値

通　　常

注文入力可能幅　※4

片道550円（税込）

新規550円、決済275円(税込)

発注証拠金額（1枚当り）　※3

各1万ﾕｰﾛ

各1万米ドル

各1万通貨

新規550円、決済275円(税込)

各10万通貨

日計り（デイトレード）

片道3,960円（税込）

各10万通貨

・中国人民元・円、韓国ウォン・円、インドルピー・円は2013年11月29日から休止しています。

英ポンド・米ドル

英ポンド・スイスフラン 各1万英ﾎﾟﾝﾄﾞ

・建玉整理（両建になっている建玉を相殺して決済）に手数料はかかりません。

米ドル・カナダドル

米ドル・スイスフラン

ユーロ・英ポンド

・取引手数料は売買注文が成立した日の取引時間終了後に証拠金預託額から差し引いて徴収します。キャンペーン開催による割引や高齢者継続割引があります。
又当社認定によるお得意様扱者(〔A〕当社で取引10年目以上且つ70歳以上の方はセルフコース限定の代行無料（ラージ通貨ペアを除く）、〔B〕セルフコースのお客
様の内、初回のご入金が5,000万円以上のお客様は、以降の代行手数料無料（ラージ通貨ペアを除く）)があります。なお、当社認定によるお得意様扱者のラージ通
貨ペアの全ての手数料は、片道1,100円（税込）、日計決済時550円（税込）となります。

ク
ロ
ス
カ
レ
ン
シ
｜
取
引

ノルウェークローネ・円

【ラージ】　豪ドル・円

【ラージ】　米ドル・円

【ラージ】　ユーロ・円

ユーロ・スイスフラン

ユーロ・米ドル

【ラージ】　ユーロ・米ドル

取引所為替証拠金取引 「くりっく３６５」

ラ
ー

ジ
通
貨
ペ
ア

・”相対する気配値”とは、売り注文なら買気配値、買い注文なら売気配値となります。
・指値注文の場合、相対する気配値を含みそれを超過する、お客様にとって不利な注文は受け付けられず、不利とならない注文に制限幅はございません。
・逆指値注文の場合、お客様にとって不利な注文の指定価格は”相対する気配値”までとなり、不利とならない注文に制限幅はございません。

新規1,375円、決済687円（税込）

80歳以上の高齢
者継続割引
（要審査）

2023年05月22日

・当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております。

英ポンド・豪ドル

豪ドル・米ドル

カナダドル・円

相
対
す
る
気
配
値

別紙

商品名

取引日

ｻﾎﾟｰﾄｺｰｽ

取 引 要 綱

代行入力

一
般
通
貨
ペ
ア

米ドル・円

香港ドル・円

南アフリカランド・円

土曜日、日曜日および1月1日（日曜日のときは1月2日）を除く毎日

ユーロ・円

英ポンド・円

豪ドル・円

スイスフラン・円

相
対
す
る
気
配
値

ユーロ・豪ドル

NZドル・円

NZドル・米ドル

【ラージ】　英ポンド・円

スウェーデンクローナ・円

メキシコペソ・円

トルコリラ・円

80歳以上の高齢
者継続割引
（要審査）

ｻﾎﾟｰﾄｺｰｽ

ｾﾙﾌｺｰｽ

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ネット取引
（法人含む）

ネット取引
（法人含む）

代行入力

ｻﾎﾟｰﾄｺｰｽ

ｾﾙﾌｺｰｽ

新規5,500円、決済2,750円(税込)

片道13,750円（税込） 新規13,750円、決済6,875円（税込）ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

対
円
取
引

新規5,500円、決済2,750円(税込)

ポーランドズロチ・円

ｻﾎﾟｰﾄｺｰｽ

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

代行入力

新規6,875円、決済3,437円(税込)

片道13,750円（税込） 新規13,750円、決済6,875円（税込）

片道5,500円（税込）

新規3,960円、決済1,980円（税込）

片道5,500円（税込）

片道1,100円（税込） 新規1,100円、決済550円（税込）

片道6,875円（税込）

裏面もご確認ください



プレオープン

付合せ

プレオープン

付合せ

プレオープン

付合せ

プレオープン

付合せ

1回の最大発注量５００枚（建玉時、決済時）

1回の最大発注量３００枚（建玉時、決済時）

1回の最大発注量５０枚（建玉時、決済時）

スワップポイント

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する、2国間の通貨の金利差のことをいいます。 例えば、米国のほうが
金利水準の高い際に、米ドルを買付、日本円を売却した場合、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、ス
ワップポイントはお客様の受取りとなります。逆に、米ドルを売却、日本円を買付した場合、米ドル金利の支払い、日本
円金利の受取りとなり、スワップポイントはお客様の支払いとなります。反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロー
ルオーバー)たびに、スワップが発生します。スワップポイントは受渡日ベースで日数計算され、原則として決済の2営業
日後に証拠金預託額に反映されます。

アラートは有効比率の１５０％です。　※当社では、お取引開始後にお客様ご自身が任意で数値を変更できます。

サマータイム適用期間は各国の事情により変更される場合があります。東京金融取引所における取引時間の切り替え時には、事前に東京
金融取引所ホームページ及び当社ホームページにてお知らせいたします。
スタンダードコース以外の注文等の電話受付時間は8：00～20：00までとなります。
スタンダードコースの電話受付開始時間は7：00から、電話受付終了時間は上記付合せ終了時間までとなります。
（20：00から付合せ終了時間までは夜間コールセンターにて受付いたします。）

＊　米国NY時間のサマータイム適用時（3月第2日曜日～11月第1日曜日）を指します。

クロスカレンシー
取引

午前6：10～午前7：10

成行、指値、逆指値、時間指定成行、時間指定指値、時間指定逆指値、ストリーミング、OCO、ＩＦ Done、
IF Done OCO、連続注文、建玉整理

注文の種類

アラート

午前 6：45～午前 6：55

午前 6：45～午前 6：55

午前 6：10～午前 7：10 午前 7：45～午前 7：55

午前 7：55～翌日午前 5：30午前 7：10～翌日午前 6：25 午前 7：55～翌日午前 6：25

午前6：10～午前7：10 午前 6：45～午前 6：55

午前 7：55～翌日午前 6：55

午前 6：55～翌日午前 5：55

対円取引
午前 6：10～午前 7：10

午前 7：10～翌日午前 6：55

米ドル／円、ユーロ／円、英ポンド／円、豪ドル／円、スイスフラン／円
カナダドル／円、NZドル／円、ユーロ／米ドル

午前 6：45～午前 6：55

ロスカット

対円取引

クロスカレンシー
取引

午前 6：55～翌日午前 5：25

金曜日

取引時間：サマータイム期間 ※

月曜日 火曜日～木曜日

午前 7：55～翌日午前 6：00

午前 7：45～午前 7：55

午前 6：55～翌日午前 5：00

午前 7：45～午前 7：55

午前 7：45～午前 7：55

ﾛｽｶｯﾄｱﾗｰﾄは有効比率の７５％です。※75％未満となった場合にﾒｰﾙが送信されます。

追証 追証は有効比率の１００％です。※朝の追証判定時に100％未満となった場合にﾒｰﾙが送信されます。

追証アラート

取引時間：通常期間

午前 6：55～翌日午前 4：30

金曜日火曜日～木曜日月曜日

午前 7：10～翌日午前 5：55

追証ｱﾗｰﾄは有効比率の１５０％です。※朝の追証判定時に150％未満となった場合にﾒｰﾙが送信されます。

発注量

ラージ通貨ペア（米ドル／円、ユーロ／円、英ポンド／円、豪ドル／円、
ユーロ／米ドル）

上記以外の通貨ペア

午前 7：10～翌日午前 5：25

証拠金不足が発生し、お取引を継続される場合は、当日（土曜日の場合は月曜日）の午後3時30分までにご入金くださ
い。ご入金が確認できない場合は、午後5時以降に全ポジションを決済させていただきます。詳しくは、お取引きのガイド
「証拠金不足」をご参照ください。

証拠金不足

ロスカットは有効比率の５０％です。　※50％未満となった場合に執行されます。

ﾛｽｶｯﾄｱﾗｰﾄ


