
サンワード貿易株式会社　　関東財務局長（金商）第2789号

通　　常 日計り決済時（デイトレード） 通　　常 日計り決済時（デイトレード）

片道275円（税込） 0円 片道2,750円（税込） 0円

片道1,100円（税込） 550円 片道11,000円（税込） 5,500円

＊　お取引コースの変更には、未決済ポジションを全て決済することが必須となります。

（注）　対面取引コースの方は、ＰＣ等のオンラインで発注されても対面取引コースの取引手数料が適用となります。

2023/05/15〜2023/05/19 2023/05/22〜2023/05/26 買指値/売逆指値 売指値/買逆指値

54,250円 54,010円 +3円 -3円

59,750円 59,100円 +4円 -4円

68,060円 67,860円 +5円 -5円

36,250円 36,370円 +3円 -3円

60,960円 60,510円 +3円 -3円

40,060円 40,200円 +3円 -3円

33,820円 34,070円 +3円 -3円

13,030円 13,030円 +1.60円 -1.60円

5,540円 5,480円 +1.80円 -1.80円

29,510円 28,640円 +0.700円 -0.700円

50,640円 51,010円 +0.700円 -0.700円

69,120円 68,880円 +0.500円 -0.500円

52,870円 52,640円 +0.600円 -0.600円

30,270円 30,580円 +0.300円 -0.300円

542,400円 539,990円 +3円 -3円

597,490円 590,940円 +4円 -4円

680,530円 678,560円 +5円 -5円

362,480円 363,630円 +3円 -3円

54,250円 54,010円 +0.03カナダドル -0.03カナダドル

54,250円 54,010円 +0.03スイスフラン -0.03スイスフラン

59,750円 59,100円 +0.04米ドル -0.04米ドル

59,750円 59,100円 +0.04スイスフラン -0.04スイスフラン

59,750円 59,100円 +0.04豪ドル -0.04豪ドル

59,750円 59,100円 +0.04英ポンド -0.04英ポンド

68,060円 67,860円 +0.05米ドル -0.05米ドル

68,060円 67,860円 +0.05スイスフラン -0.05スイスフラン

68,060円 67,860円 +0.05豪ドル -0.05豪ドル

36,250円 36,370円 +0.03米ドル -0.03米ドル 1万豪ドル

33,820円 34,070円 +0.03米ドル -0.03米ドル 1万NZドル

597,490円 590,940円 +0.04米ドル -0.04米ドル 10万米ドル

※１　取引手数料

※２ 必要証拠金額

※３ 注文入力可能幅（プライスリミット）

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５０枚（建玉時、決済時）

1回の最大発注量３００枚（建玉時、決済時）

＊　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。

取引時間：サマータイム期間 ※ 月曜日 火曜日～木曜日

午前 6：45～午前 6：55 午前 6：45～午前 6：55

クロスカレンシー
取引

午前6：10～午前7：10 午前 6：45～午前 6：55 午前 6：45～午前 6：55
午前 6：55～翌日午前 4：30午前 6：55～翌日午前 5：25午前 7：10～翌日午前 5：25

対円取引
午前6：10～午前7：10

ロスカット ロスカットは有効比率の１００％です。　※100％以下となった場合に執行されます。

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。

注文の種類 成行、指値、トリガ、ストリーミング、OCO、ＩＦ Done、IF Done OCO、建玉整理、その他
アラートは有効比率の１５０％です。アラート

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調整分のことをいいます。 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（中国人民元、韓国ウォン、インドルピーは7営業日後）に証拠金預託額に反映されます。

証拠金不足
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。

発注量

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

上記以外の通貨ペア

「くりっく３６５ラージ」銘柄

午前 7：55～翌日午前 6：25 午前 7：55～翌日午前 5：30

金曜日

午前 6：55～翌日午前 5：00午前 6：55～翌日午前 5：55午前 7：10～翌日午前 5：55

午前 7：45～午前 7：55午前 7：45～午前 7：55

午前 7：45～午前 7：55 午前 7：45～午前 7：55
午前 7：55～翌日午前 6：00午前 7：10～翌日午前 6：55 午前 7：55～翌日午前 6：55

クロスカレンシー
取引

午前 6：10～午前 7：10

ユーロ・豪ドル

ユーロ・英ポンド

ク
ロ
ス
カ
レ
ン
シ
｜
取
引

米ドル・カナダドル

対円取引
午前 6：10～午前 7：10

・本取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。
・基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。
・基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではなく、すべての誤入力を防止するものではありませんので、注文を入力される際は、入力内容を十分
ご確認のうえ 発注して頂きますようお願い致します。
・お客様にとって、不利な指値注文（現在値よりも高い買指値注文又は低い売指値注文）、逆指値注文（現在値よりも高い売逆指値注文又は低い買逆指値注
文）は注文入力可能幅（プライスリミット）の範囲内で受注することができます。逆にお客様にとって不利にならない指値注文（現在値よりも低い買指値注文又は
高い売指値注文）、逆指値注文（現在値よりも高い買逆指値注文又は低い売逆指値注文）は注文入力可能幅（プライスリミット）の制限なく受注することができ
ます。

午前 7：10～翌日午前 6：25

・取引手数料は、当社がお客様の取引注文を株式会社東京金融取引所に取り次ぐ対価として徴収するものです。なお、対面取引の場合、お客様をサポートす
る担当者及びお客様の取引注文をお電話で受け付けるための専門部署を運営するための人件費等に鑑み、オンライン取引よりも取引手数料を割高に設定し
ております。
・取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。また、キャンペーン開催による割引等がある場合がございます。なお、建玉整理に手数料
はかかりません。

・当社の必要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。

各1万英ポンド英ポンド・スイスフラン

英ポンド・豪ドル

豪ドル・米ドル

英ポンド・米ドル

NZドル・米ドル

くりっく365ラージ　ユーロ・米ドル

取引時間：通常期間 月曜日 火曜日～木曜日

取引日 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

スウェーデンクローナ・円

くりっく365ラージ　米ドル・円

メキシコペソ・円

商品名

片道1,100円（税込） 0円

取引単位通貨ペア

必要証拠金額（1枚当り）
※2

注文入力可能幅
※3

0円 片道11,000円（税込）

金曜日

対
円
取
引

米ドル・円

米ドル・スイスフラン

ユーロ・米ドル

くりっく365ラージ　ユーロ・円

くりっく365ラージ　英ポンド・円

くりっく365ラージ　豪ドル・円

トルコリラ・円

南アフリカランド・円

各1万通貨

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

ポーランドズロチ・円

各1万ユーロ
ユーロ・スイスフラン

各1万米ドル

各10万通貨

ノルウェークローネ・円

香港ドル・円

個人用

（受注センター代行注文）

対面取引コース（注）

（受注センター ・ ＰＣ ・ 携帯電話等）

取引手数料（コース別 ・１枚当り）　 ※1

オンライン取引コース

取引所為替証拠金取引 「くりっく３６５」

2023年5月15日

取 引 要 綱
取引所為替証拠金取引 「くりっく３６５ラージ」


