
店頭商品デリバティブ取引説明書 (DMM CFD-Commodity) （下線部が変更箇所） 

新 旧 

Ｐ２ 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 

 

４４．口座管理費及び取引手数料は、無料です。 

 

 

Ｐ２２ DMM CFD-Commodity取引について ６．手数料 

取引管理費、取引手数料は無料です。 

 

 

 

Ｐ１４ １３．取引方法について 

当社が提供するDMM CFD-Commodity取引はインターネットを通じ、各種

端末にて行われます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、

お客様の責任で以下に掲げる使用機器及び回線に関する推奨環境を準

備する必要があります。また、当社の用意するサーバー上にある取引

システム（以下「本取引システム」という。）を利用して行われること

を原則とし、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を

禁止いたします。 

 

Windows XP，Vista, 7 （XP以上の各32ビット

版を推奨） 

Macintosh OS10 

CPU インテル® Pentium® II 450MHzまたは

同等以上のプロセッサ 

PowerPC® G3 500MHz以上のプロセッサ 

インテルCore™ Duo 1.33GHz以上のプ

Ｐ２ 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 

 

４．口座管理費及び取引手数料は、無料です。但し、ロスカット（強制

決済注文）は1Lotあたり50円の手数料を徴収いたします。 

 

Ｐ２２ DMM CFD-Commodity取引について ６．手数料 

取引管理費、取引手数料は無料です。ただし「ロスカットルール」に従

い当社が決済する場合は、1Lotあたり50円を手数料として徴求いたしま

す。 

 

Ｐ１４ １３．取引方法について 

当社が提供するDMM CFD-Commodity取引はインターネットを通じ、各種

端末にて行われます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、

お客様の責任で以下に掲げる使用機器及び回線に関する推奨環境を準

備する必要があります。また、当社の用意するサーバー上にある取引

システム（以下「本取引システム」という。）を利用して行われること

を原則とし、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を

禁止いたします。 

 

Windows XP，Vista （XP以上を推奨） 

Macintosh OS10 

CPU インテル® Pentium® II 450MHzまたは

同等以上のプロセッサ 

PowerPC® G3 500MHz以上のプロセッサ 

インテルCore™ Duo 1.33GHz以上のプ

ロセッサ 



ロセッサ 

最新のプロセッサ（800MHz以上） 

メモリ 512MB以上 （1GB程度のメモリを推

奨） 

ブラウザ IE7.0以上 ・Firefox2以上・Safari3

以上  

モニタ解像度 1280×960 

その他ソフトウェア Adobe（Macromedia）Flash Player 8.0

以上 

Adobe Reader 6.0以上 

JAVA 1.5以上 

インターネット回線 ブロードバンド回線以上 

モバイル docomo（902i，700i以降）・au（W2x

以降） 

Softbank（2G以降） 

※最新機種については対応できない

場合がございます。 

 

Ｐ１４ １４．証拠金 

（２）証拠金必要額 

証拠金必要額は注文時のレバレッジにより変動いたします。 

レバレッジ 20 倍のとき約 5％となります。よって USD/JPY=90 円の時、

GOLD/USD（1,200.0）20 倍、1Lot を保有するのに必要な証拠金は 5,400

円となります。 

 

 

 

Ｐ１９ 『損益計算の具体例』 

最新のプロセッサ（800MHz以上） 

メモリ 512MB以上 （1GB程度のメモリを推

奨） 

ブラウザ IE7.0以上 ・Firefox2以上・Safari3

以上  

モニタ解像度 1280×960 

その他ソフトウェア Adobe（Macromedia）Flash Player 8.0

以上 

Adobe Reader 6.0以上 

JAVA 1.5以上 

インターネット回線 ブロードバンド回線以上 

モバイル docomo（901i，700i以降）・au（W2x

以降） 

Softbank（2G以降） 

※最新機種については対応できない

場合がございます。 

 

 

Ｐ１４ １４．証拠金 

（２）証拠金必要額 

証拠金必要額は注文時のレバレッジにより変動いたします。 

レバレッジ 10倍のとき約 10％、20倍のとき約 5％、25 倍のとき約 4％、

50 倍のとき約 2％、100 倍のとき約 1％となります。よって USD/JPY=90

円の時、GOLD/USD（1,200.0）100倍、1Lotを保有するのに必要な証拠金

は 1,080 円となります。 

 

 

Ｐ１９ 『損益計算の具体例』 



計算式：（決済約定価格－新規約定価格）× 取引数量 × 換算レート = 

損益 

資金 10万円で「GOLD/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=90 円 ）レバレッジ 20倍の必要証拠金：60,750 円 

 

ケース１(利益)価格が USD1450.0 になったので反対売買（売り決済）、利

益確定した場合（USD1450.0 ‐USD1350.0）× 10(数量) × 換算レー

ト 90（円） = 90,000 円売買手数料は無料のため上記が実質的な利益純

資産額は、10万円＋利益 9万円＝19 万円 

 

ケース２(損失) 

価格が USD1300.0 になり反対売買（売り決済）、損失確定した場合 

（USD1300 ‐ USD1350.0）× 10(数量)  × 換算レート 90（円） = －

45,000 円 

売買手数料は無料のため上記が実質的な損失額となります。 

純資産額は、10 万円－損失 4.5万円 ＝5.5 万円 

 

図画部分は別表１参照 

 

平成２３年１月１日 制定 

平成２３年１月２２日 改訂 

平成２３年３月１９日 改訂 

平成２３年５月１４日 改訂 

平成２３年６月２５日 改訂 

計算式：（決済約定価格－新規約定価格）× 取引数量 × 換算レート = 

損益 

資金 20万円で「GOLD/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 10 倍で新規買い注文が成立（換算レート

は USD/JPY=90 円 ）レバレッジ 10倍の必要証拠金：121,500 円 

 

ケース１(利益)価格が USD1450.0 になったので反対売買（売り決済）、利

益確定した場合（USD1450.0 ‐USD1350.0）× 10(数量) × 換算レー

ト 90（円） = 90,000 円売買手数料は無料のため上記が実質的な利益純

資産額は、20万円＋利益 9万円＝29 万円 

 

ケース２(損失) 

価格が USD1300.0 になり反対売買（売り決済）、損失確定した場合 

（USD1300 ‐ USD1350.0）× 10(数量)  × 換算レート 90（円） = －

45,000 円 

売買手数料は無料のため上記が実質的な損失額となります。 

純資産額は、20 万円－損失 4.5万円 ＝15.5万円 

 

図画（GOLD/USD) 

 

平成２３年１月１日 制定 

平成２３年１月２２日 改訂 

平成２３年３月１９日 改訂 

平成２３年５月１４日 改訂 

 

 

 

 

 



店頭商品デリバティブ取引説明書 (DMM CFD-Commodity) （下線部が変更箇所）                          別表１ 
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