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新 旧 

店頭デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Index） 

 

（DMM CFD-Index 取引のリスク等重要事項について 省略） 

（CMM CFD-Index 取引のリスクについて 省略） 

 

DMM CFD-Index 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

１．取引の対象 

DMM CFD-Index 取引で取扱う銘柄は以下のとおりです。 

日本225 米国NYダウ30 米国ナスダック100 米国S&P500 

ドイツ40 ユーロ50 イギリス100  

 

２．取引単位 

銘柄 銘柄 

日本225 ドイツ40 

米国NYダウ ユーロ50 

米国ナスダック100 イギリス100 

米国S&P500  

（以下、省略） 

 

店頭デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Index） 

 

（DMM CFD-Index 取引のリスク等重要事項について 省略） 

（CMM CFD-Index 取引のリスクについて 省略） 

 

DMM CFD-Index 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

１．取引の対象 

DMM CFD-Index 取引で取扱う銘柄は以下のとおりです。 

日本225/JPY 米国NYダウ30/USD 米国ナスダック100/USD 米国S&P500/USD 

ドイツ40/EUR ユーロ50/EUR イギリス100/GBP  

 

２．取引単位 

銘柄 銘柄 

日本225/JPY ドイツ40/EUR 

米国NYダウ/USD ユーロ50/EUR 

米国ナスダック100/USD イギリス100/GBP 

米国S&P500/USD  

（以下、省略） 
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３．呼び値の単位 

銘柄 銘柄 

日本225 ドイツ40 

米国NYダウ30 ユーロ50 

米国ナスダック100 イギリス100 

米国S&P500  

 

（以下、省略） 

 

（４．～５．省略） 

 

６．ロールオーバー（決済日の繰延）と価格調整額 

（ １）～５）まで省略） 

６）価格調整額の計算は、以下の通りとなります。 

（内容省略） 

 

例） 

日本 225 において参照中の限月価格（30,000.0）、次回参照予定の限月価

格（30,100.0）だった場合、1Lot あたりの価格調整額＝（30,000.0-

30,100.0）× 1lot × 10 単位  =  -1,000（円） 

買いポジションに対して-1,000 円を計上、売りポジションに対して

+1,000 円を計上します。 

 

（７．～１３．省略） 

 

３．呼び値の単位 

銘柄 銘柄 

日本225/JPY ドイツ40/EUR 

米国NYダウ30/USD ユーロ50/EUR 

米国ナスダック100/USD イギリス100/GBP 

米国S&P500/USD  

 

（以下、省略） 

 

（４．～５．省略） 

 

６．ロールオーバー（決済日の繰延）と価格調整額 

（ １）～５）まで省略） 

６）価格調整額の計算は、以下の通りとなります。 

（内容省略） 

 

例） 

日本 225/JPY において参照中の限月価格（30,000.0）、次回参照予定の限

月価格（30,100.0）だった場合、1Lot あたりの価格調整額＝（30,000.0-

30,100.0）× 1lot × 10 単位  =  -1,000（円） 

買いポジションに対して-1,000 円を計上、売りポジションに対して

+1,000 円を計上します。 

 

（７．～１３．省略） 
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１４．証拠金 

（（１）省略） 

 

（２）証拠金必要額 

【約定時必要証拠金】 

新規取引時に必要となる証拠金を指し、総約定代金の 10％となります。

計算式は以下のとおりです（ただし、日本 225 について換算レートはあ

りません）。 

 新規約定時の取引レート×Lot 数×取引単位×換算レート（新規約定

時の対象通貨のレートの仲値）×10％ 

 

【維持必要証拠金】 

  ロールオーバーしてポジションを維持するために必要となる証拠金

を指し、総約定代金の 10％となります。計算式は以下のとおりです（た

だし、日本 225 について換算レートはありません）。 

   終値×Lot 数×取引単位×換算レート（※）×10％ 

  なお、ロールオーバー時に純資産額が維持必要証拠金の額を下回っ

た場合には、追加証拠金が発生いたします。追加証拠金については、

「７．追加証拠金制度」をご確認下さい。 

※ 維持必要証拠金の計算に使用する換算レートは、当社の DMM 

FX サービスの営業日終了時点で、DMM CFD-Index システム

が受信・保有している対象通貨のレートの仲値となります。 

 

（（３）～（５）省略） 

 

１４．証拠金 

（（１）省略） 

 

（２）証拠金必要額 

【約定時必要証拠金】 

新規取引時に必要となる証拠金を指し、総約定代金の 10％となります。

計算式は以下のとおりです（ただし、日本 225/JPY について換算レート

はありません）。 

 新規約定時の取引レート×Lot 数×取引単位×換算レート（新規約定

時の対象通貨のレートの仲値）×10％ 

 

【維持必要証拠金】 

  ロールオーバーしてポジションを維持するために必要となる証拠金

を指し、総約定代金の 10％となります。計算式は以下のとおりです（た

だし、日本 225/JPY について換算レートはありません）。 

   終値×Lot 数×取引単位×換算レート（※）×10％ 

  なお、ロールオーバー時に純資産額が維持必要証拠金の額を下回っ

た場合には、追加証拠金が発生いたします。追加証拠金については、

「７．追加証拠金制度」をご確認下さい。 

※ 維持必要証拠金の計算に使用する換算レートは、当社の DMM 

FX サービスの営業日終了時点で、DMM CFD-Index システム

が受信・保有している対象通貨のレートの仲値となります。 

 

（（３）～（５）省略） 
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（１５．～２４．省略） 

 

 

（DMM CFD-Index 取引の手続きについて 省略） 

（DMM CFD-Index 取引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD-Index 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

□参照原資産 

当社が参照している店頭デリバティブ取引の対象となる資産のこと

です。 

日本 225 日経 225 先物 

米国 NY ダウ 30 NY ダウ先物 

米国ナスダック 100 NASDAQ100 先物 

米国 S&P500 S&P500 先物 

ドイツ 40 ドイツ DAX 先物 

ユーロ 50 ユーロ・ストックス 50 先物 

イギリス 100 FTSE100 先物 

 

□参照市場（さんしょうしじょう） 

当社が参照している店頭デリバティブ取引の対象となる市場のこと

です。 

日本 225 CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

米国 NY ダウ 30 CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

米国ナスダック 100 CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

（１５．～２４．省略） 

 

 

（DMM CFD-Index 取引の手続きについて 省略） 

（DMM CFD-Index 取引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD-Index 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

□参照原資産 

当社が参照している店頭デリバティブ取引の対象となる資産のこと

です。 

日本 225/JPY 日経 225 先物 

米国 NY ダウ 30/USD NY ダウ先物 

米国ナスダック 100/USD NASDAQ100 先物 

米国 S&P500/USD S&P500 先物 

ドイツ 40/EUR ドイツ DAX 先物 

ユーロ 50/EUR ユーロ・ストックス 50 先物 

イギリス 100/GBP FTSE100 先物 

 

□参照市場（さんしょうしじょう） 

当社が参照している店頭デリバティブ取引の対象となる市場のこと

です。 

日本 225/JPY CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

米国 NY ダウ 30/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

米国ナスダック 100/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 
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米国 S&P500 CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

ドイツ 40 EUREX（ドイツ取引所・ユーレックス） 

ユーロ 50 EUREX（ドイツ取引所・ユーレックス） 

イギリス 100 ICE（インターコンチネンタル取引所） 

（その他、省略） 

 

（金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

省略） 

  

令和 4 年 12 月 10 日 改訂 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国 S&P500/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

ドイツ 40/EUR EUREX（ドイツ取引所・ユーレックス） 

ユーロ 50/EUR EUREX（ドイツ取引所・ユーレックス） 

イギリス 100/GBP ICE（インターコンチネンタル取引所） 

（その他、省略） 

 

（金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

省略） 

 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 
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店頭デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Commodity） 

 

店頭商品デリバティブ取引のリスク等重要事項について 

 

（１．～９．省略） 

 

１０．DMM CFD-Commodity 取引のうち「原油」、「天然ガス」、「コーン」

及び「大豆」は、当社では取引期限がなくお取引いただけますが、参照

市場の最終営業日の前に当社が定める日において、提示する限月の交

代を行います。そのため参照中の限月と次回参照予定の限月の価格差

の調整を行います。 

（以下、省略） 

 

 

CMM CFD- Commodity 取引のリスクについて 

 

○金利変動リスク 

金利は、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映

した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、「金スポット」

及び「銀スポット」については、その時々の金利水準によって、金利調

整額の受取又は支払いの金額が変動し、場合によっては受け払いの方

向が逆転するリスクもあります。また、これに伴い追加の資金が必要

になったり、ロスカットラインが近くなったりする可能性もあります。

金利調整額の受払いは、お客様がポジションを決済するまで発生しま

す。 

店頭デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Commodity） 

 

店頭商品デリバティブ取引のリスク等重要事項について 

 

（１．～９．省略） 

 

１０．DMM CFD-Commodity 取引のうち「原油/USD」、「天然ガス

/USD」、「コーン/USD」及び「大豆/USD」は、当社では取引期限がな

くお取引いただけますが、参照市場の最終営業日の前に当社が定める

日において、提示する限月の交代を行います。そのため参照中の限月

と次回参照予定の限月の価格差の調整を行います。 

（以下、省略） 

 

 

CMM CFD- Commodity 取引のリスクについて 

 

○金利変動リスク 

金利は、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映

した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、「金スポット

/USD」及び「銀スポット/USD」については、その時々の金利水準に

よって、金利調整額の受取又は支払いの金額が変動し、場合によって

は受け払いの方向が逆転するリスクもあります。また、これに伴い追

加の資金が必要になったり、ロスカットラインが近くなったりする可

能性もあります。金利調整額の受払いは、お客様がポジションを決済

するまで発生します。 
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○限月リスク 

「原油」、「天然ガス」、「コーン」及び「大豆」は、当社では取引期限

がなくお取引いただけますが、参照する市場の限月に係る最終営業日

の前に当社が定める営業日において、提示する限月の交代を行います。

そのため参照中の限月と翌営業日以降参照する限月の価格差に相当す

る調整（価格調整）を行います。価格調整の額（価格調整額）は、価格

調整を行う直前の営業日の当社が定める時間帯における参照中の限月

と翌営業日以降参照する限月の価格差をもとに決定し、決定された調

整額の通知は同営業日終了後に当社ホームページや取引画面等で行い

ます。価格調整額決定後の各限月の価格差の変動によっては、お客様

に損失が発生する可能性があります。また、価格調整額の受払いは当

該外貨ではなく、日本円でなされることから、日本円に換算する際の

為替リスク（コンバージョンリスク）があります。加えて、限月の交代

により、提示する価格が大きく上昇する場合がありますが、この場合

には必要証拠金額も大きく上昇し、それによりロスカットルールが適

用される場合があることにも留意下さい。 

なお、提示する限月の交代を行う日程については、決定次第、事前に

当社ホームページや取引画面等に掲載いたしますが、当社の判断によ

り同月に複数回行われる場合や、市況の動向等によっては緊急的に実

施する場合もあります。 

 

DMM CFD- Commodity 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

 

○限月リスク 

「原油/USD」、「天然ガス/USD」、「コーン/USD」及び「大豆/USD」

は、当社では取引期限がなくお取引いただけますが、参照する市場の

限月に係る最終営業日の前に当社が定める営業日において、提示する

限月の交代を行います。そのため参照中の限月と翌営業日以降参照す

る限月の価格差に相当する調整（価格調整）を行います。価格調整の額

（価格調整額）は、価格調整を行う直前の営業日の当社が定める時間

帯における参照中の限月と翌営業日以降参照する限月の価格差をもと

に決定し、決定された調整額の通知は同営業日終了後に当社ホームペ

ージや取引画面等で行います。価格調整額決定後の各限月の価格差の

変動によっては、お客様に損失が発生する可能性があります。また、価

格調整額の受払いは当該外貨ではなく、日本円でなされることから、

日本円に換算する際の為替リスク（コンバージョンリスク）がありま

す。加えて、限月の交代により、提示する価格が大きく上昇する場合が

ありますが、この場合には必要証拠金額も大きく上昇し、それにより

ロスカットルールが適用される場合があることにも留意下さい。 

なお、提示する限月の交代を行う日程については、決定次第、事前に

当社ホームページや取引画面等に掲載いたしますが、当社の判断によ

り同月に複数回行われる場合や、市況の動向等によっては緊急的に実

施する場合もあります。 

 

DMM CFD- Commodity 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 
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（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

１．取引の対象 

DMM CFD-Commodity 取引で取扱う銘柄は以下のとおりです。 

原油 金スポット 銀スポット 

天然ガス コーン 大豆 

 

２．取引単位 

銘柄 銘柄 

原油 天然ガス 

金スポット コーン 

銀スポット 大豆 

 

（以下、省略） 

 

３．呼び値の単位 

銘柄 銘柄 

原油 天然ガス 

金スポット コーン 

銀スポット 大豆 

 

（４．～５．省略） 

 

６．ロールオーバー（決済日の繰延）と価格調整額 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

１．取引の対象 

DMM CFD-Commodity 取引で取扱う銘柄は以下のとおりです。 

原油/USD 金スポット/USD 銀スポット/USD 

天然ガス/USD コーン/USD 大豆/USD 

 

２．取引単位 

銘柄 銘柄 

原油/USD 天然ガス/USD 

金スポット/USD コーン/USD 

銀スポット/USD 大豆/USD 

 

（以下、省略） 

 

３．呼び値の単位 

銘柄 銘柄 

原油/USD 天然ガス/USD 

金スポット/USD コーン/USD 

銀スポット/USD 大豆/USD 

 

（４．～５．省略） 

 

６．ロールオーバー（決済日の繰延）と価格調整額 
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（ １）省略） 

 

２）上記１）に規定するロールオーバーのうち、「原油」、「天然ガス」、「コ

ーン」及び「大豆」の取引については、参照する市場の限月に係る最終

営業日の前に当社が定める営業日において、当該限月の交代を行うた

め、参照中の限月と翌営業日以降参照する限月の価格差に相当する調

整（価格調整）を行います。価格調整の額（価格調整額）は、価格調整

を行う直前の営業日の当社が定める時間帯における参照中の限月と翌

営業日以降参照する限月の価格差をもとに決定いたします。 

 

 

（ ３）～５）まで省略） 

 

６）価格調整額の計算は、以下の通りとなります。 

（内容省略） 

例） 

原油において参照中の限月価格（76.00）、次回参照予定の限月価格

（76.30）、USD/JPYの評価レートが90.000だった場合、1Lotあたりの価

格調整額＝（76.00-76.30）× 10 × 90.000 = -270（円） 

買いポジションに対して-270円を計上、売りポジションに対して+270円

を計上します。 

 

７．金利調整額  

「金利調整額」とは、スポット参照銘柄（金スポット、銀スポット）の

保有建玉をロールオーバーした場合に発生する金利等の調整額をいい、

（ １）省略） 

 

２）上記１）に規定するロールオーバーのうち、「原油/USD」、「天然ガス

/USD」、「コーン/USD」及び「大豆/USD」の取引については、参照す

る市場の限月に係る最終営業日の前に当社が定める営業日において、

当該限月の交代を行うため、参照中の限月と翌営業日以降参照する限

月の価格差に相当する調整（価格調整）を行います。価格調整の額（価

格調整額）は、価格調整を行う直前の営業日の当社が定める時間帯に

おける参照中の限月と翌営業日以降参照する限月の価格差をもとに決

定いたします。 

 

（ ３）～５）まで省略） 

 

６）価格調整額の計算は、以下の通りとなります。 

（内容省略） 

例） 

原油/USDにおいて参照中の限月価格（76.00）、次回参照予定の限月価

格（76.30）、USD/JPYの評価レートが90.000だった場合、1Lotあたりの

価格調整額＝（76.00-76.30）× 10 × 90.000 = -270（円） 

買いポジションに対して-270円を計上、売りポジションに対して+270円

を計上します。 

 

７．金利調整額  

「金利調整額」とは、スポット参照銘柄（金スポット、銀スポット）の

保有建玉をロールオーバーした場合に発生する金利等の調整額をいい、
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その額は当社が決定します。実際にお客様に付与される金利調整額は、

当社ホームページや取引画面等で公表いたします。 

 

（８．～２５．省略） 

 

『損益計算の具体例』 

（内容省略） 

 

資金 10 万円で「金スポット」の価格が USD1350.0 の時、10 ロット（1

ロット＝1 トロイオンス）レバレッジ 20 倍で新規買い注文が成立（換算

レートは USD/JPY=100 円 ） 

（※下記ケースでは、換算レートは変動せず、金利調整額は付与されて

いないものとします） 

 

＜金スポット＞ 

 

金スポット USD1282.0 以下に価格が下落すると証拠金維持率が 50％以下となり、保有建玉はロスカ

ット（強制決済）されます。 

 

（その他、省略） 

 

（DMM CFD- Commodity 取引の手続きについて 省略） 

（DMM CFD- Commodity 取引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD- Commodity 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

その額は当社が決定します。実際にお客様に付与される金利調整額は、

当社ホームページや取引画面等で公表いたします。 

 

（８．～２５．省略） 

 

『損益計算の具体例』 

（内容省略） 

 

資金 10 万円で「金スポット/USD」の価格が USD1350.0 の時、10 ロ

ット（1 ロット＝1 トロイオンス）レバレッジ 20 倍で新規買い注文が成

立（換算レートは USD/JPY=100 円 ） 

（※下記ケースでは、換算レートは変動せず、金利調整額は付与されて

いないものとします） 

 

＜金スポット/USD＞ 

 

金スポット/USD USD1282.0以下に価格が下落すると証拠金維持率が 50％以下となり、保有建玉はロ

スカット（強制決済）されます。 

 

（その他、省略） 

 

（DMM CFD- Commodity 取引の手続きについて 省略） 

（DMM CFD- Commodity 取引行為に関する禁止行為 省略） 

 

DMM CFD- Commodity 取引及びその受託に関する主要な用語の定義  
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□金利調整額（きんりちょうせいがく） 

  スポット参照銘柄（金スポット、銀スポット）の建玉をロールオーバ

ーした場合に発生する金利等の調整を行うために付与する金額（マ

イナス金額もあります）をいいます。 

 

□参照原資産（さんしょうげんしさん） 

  当社が参照している、店頭商品デリバティブ取引の対象となる資産

のことです。 

原油 WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエー

ト）原油先物 

金スポット 米ドル建て金スポット 

銀スポット 米ドル建て銀スポット 

天然ガス 天然ガス先物 

コーン コーン先物 

大豆 大豆先物 

 

□参照市場（さんしょうしじょう） 

  参照原資産が取引されている市場のことです。 

原油 CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

金スポット 金スポット市場 

銀スポット 銀スポット市場 

天然ガス CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

コーン CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

大豆 CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

□金利調整額（きんりちょうせいがく） 

  スポット参照銘柄（金スポット/USD、銀スポット/USD）の建玉をロ

ールオーバーした場合に発生する金利等の調整を行うために付与す

る金額（マイナス金額もあります）をいいます。 

 

□参照原資産（さんしょうげんしさん） 

  当社が参照している、店頭商品デリバティブ取引の対象となる資産

のことです。 

原油/USD WTI（ウエスト・テキサス・インターミディ

エート）原油先物 

金スポット USD 米ドル建て金スポット 

銀スポット/USD 米ドル建て銀スポット 

天然ガス/USD 天然ガス先物 

コーン/USD コーン先物 

大豆/USD 大豆先物 

 

□参照市場（さんしょうしじょう） 

  参照原資産が取引されている市場のことです。 

原油/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

金スポット/USD 金スポット市場 

銀スポット/USD 銀スポット市場 

天然ガス/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

コーン/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 

大豆/USD CME（シカゴ・マーカンタイル取引所） 
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（その他、省略） 

 

 

（商品先物取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

省略） 

 

 

令和 4 年 1２月 10 日 改訂 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 

 

（その他、省略） 

 

 

（商品先物取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

省略） 

 

 

 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 

 

 


