レバ２倍ＥＴＦより
機動力あり！

ＮＹダウ＆
マザーズ先物で
荒稼ぎ！
取材・文●新井奈央︑三枝裕介

撮影●倉部和彦︑村越将浩

英国のＥＵ︵欧州連合︶離

とドイツのＤＡＸ指数︑英国

５には︑これまで日経２２５

引︶
のひとつ︒
くりっく株３６

ットがパニックに陥った直後

上場となる︒くしくもマーケ

た︒その点で︑今回は念願の

クス社から使用の許諾を受け

も大化けする銘柄が続出して

く︑昨今の全体相場低迷中で

ズは個人投資家に人気が高

先物﹂
が上場した︒
東証マザー

取引所に﹁東証マザーズ指数

ライセンス権利を持つＳ＆Ｐ

脱によるショック安︑いわゆ

のＦＴＳＥ１００の３指数の

の上場となったが︑上場当日

いるマーケットだ︒

ューヨーク・ダウに連動する

る﹁ブレグジット・ショック﹂

証拠金取引が上場しており︑
今

の記念イベントでは︑関係者

この特集では︑これら指数

さらに７月 日︑東京証券

に世界が揺れた６月 日︒週

回のＮＹダウで４銘柄となる︒

の表情は暗くなかった︒無事

取引のメリットや活用方法を

ダウ・ジョーンズ・インデッ

取引所の
﹁くりっく株３６５﹂

東京金融取引所では以前か

にスタートが切れた安堵に加

紹介していく︒

株価指数ＣＦＤ︵差金決済取

に︑新たに﹁ＮＹダウ証拠金

らＮＹダウ証拠金取引の上場

え︑商品に絶対の自信を持っ

為替に左右されない
ＮＹダウ証拠金取引！

取引﹂が上場を果たした︒

を目指していたが︑
このほど︑

19

ていることの表れだろう︒

﹁ブレグジット・ショック﹂に揺れる株式市場︒今後も波乱含みの展開が予想されるが︑そんな中︑
新たに２つの金融商品が上場した︒早くも話題沸騰だが︑個人投資家にどんなメリットをもたらすのか？

新登場

明けの 日月曜日︑東京金融

24

ＮＹダウ証拠金取引は︑ニ

27

上場セレモニーの最中にも、投資家から多くの注文が入っていた。
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日本円で米国に 時間投資可能︒

まずは︑ＣＦＤという商品
益を狙うことができる機動的

と︒加えて︑下落相場でも収

理︶を利かせられるというこ

大きなレバレッジ︵てこの原

ます︒一般的に︑海外の金融

で取引できることが挙げられ

ダウ証拠金取引は﹃日本円﹄

つかありますが︑まず︑ＮＹ

ら５月２日までの間のＮＹダ

左の図表は今年２月１日か

りません﹂

それを気にする必要が一切あ

に利益となる︒

ければ 万円超がストレート

るが︑もしも為替の影響がな

約８万６０００円の損失とな

の取引では為替差損によって

2016.2.1

1万6449ドル

120.99円

199万0164円

2016.5.2

1万7891ドル

106.41円

190万3781円

損益

+ 1442ドル

−14.58円

−8万6383円

NYダウ（ドル）
①

為替

取引金額
①×100円

2016.2.1

1万6449ドル

なし

164万4900円

2016.5.2

1万7891ドル

なし

178万9100円

日本円だけで取引完了！
時間トレードも魅力
について簡単に説明したい︒

ウと︑ＮＹダウを円換算︵為

取引金額
①×②

いる時間で

ローズして

本市場がク

きます︒日

でも取引で

日本の祝日

いていれば︑

物市場が開

ＮＹダウ先

ト︒米国の

のもポイン

商品を売買する際には為替の

○期間変更（2月1日〜）

な金融商品だ︒東京金融取引

●為替変動がなければこんなに儲かっている！

ＣＦＤは︑証券会社など取扱

160万

﹁さらに︑ＮＹダウ証拠金取

170万

替の影響を考慮︶したチャー

1万5000

変動が収益に大きく影響しま

1万6000

所の石井豊さんは言う︒

190万

業者に預け入れた証拠金を担

1万6500

引はほぼ 時間取引ができる

1万7000

トと収支表である︒ドル建て

210万

すが︑ＮＹダウ証拠金取引は

1万7500

﹁紹介したいポイントはいく
200万

5月

東京金融取引所の悲願だったＮＹダウ証拠金取引︒耳慣れない投資家も多いだろうが︑幅広いトレードが可能な商品として業界関係者の注目度は高い︒

ＮＹダウ証拠金取引の魅力に注目

24

NYダウ（ドル／左軸）

保に︑株式や債券︑商品など

米ドル／円
②

の金融商品を現物の受け渡し
（円）

14
NYダウ（ドル）
①

を行なわずに買値と売値の差
額のみで決済︵差金決済︶す
る取引のこと︒証拠金を担保
にした差金決済という点では︑
ＦＸ︵外国為替証拠金取引︶
や日経平均先物取引と同様で

+ 14万4200円

なし

+ 1442ドル

ある︒
ＮＹダウ証拠金取引は︑
米国を代表する株価指数ダウ・
ジョーンズ工業株価平均︵Ｎ

Ｙダウ︶を対象としたＣＦＤ

も︑積極的

に利益を狙

ったり︑リ

スクヘッジ

を行なうこ
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ということだ︒

220万
1万8000

24

損益

180万

NYダウ（円換算／右軸）
1万5500

4月
3月
2月
2016年1月

では︑ＮＹダウ証拠金取引

には︑どんな魅力やメリット

があるのか︒最大の魅力は︑

やはりＦＸや先物取引と同様︑

●ドル建てと円換算でここまで差が出る！

24

ＮＹダウ＆マザーズ先物で荒稼ぎ！

とができます﹂
︵石井さん︶

取引期間は無制限︒
税制面では課題も
日経平均先物も︑夜間の立
ち合いを含めると取引時間は
長いほうだが︑ＮＹダウ証拠

物には﹁限 月﹂という期間が

取引の期限がないことだ︒先

先物取引との最大の違いは︑

算すると︑ＮＹダウ証拠金取

必要な証拠金︶をベースに計

証拠金基準額︵取引に最低限

ついてだが︑７月１日現在の

金取引はそれを上回る︒
また︑

設定されているため一般的に
引の最大レバレッジは約 倍︒

ば︑ロスカット機能の整

５ の証拠金取引であれ

ますが︑くりっく株３６

円変動すれば利益が出る︒

１％程度で︑原指数が４〜５

はおおむね売買代金の０・０

実に ％超︒やはりこの高利

たわけだから︑配当利回りは

３０００円の配当を受け取れ

先物取引と同様︑
株式や債券︑

取引にも課題はある︒ＦＸや

もっとも︑ＮＹダウ証拠金

井さん︶

程度に抑えられます﹂︵石

ているため︑損失は一定

備を取扱業者に義務づけ

トレードに幅をもたせられる

商品と組み合わせることで︑

るなど︑株式やその他の金融

配当をもらいつつ長期保有す

相場が暴落した直後に買って︑

にヘッジ売りを行なったり︑

短期的なリスクが高まった際

現物株を保有する一方で︑

もらいたい﹂と石井さん︒

ウ証拠金取引の魅力を知って

もっと多くの投資家にＮＹダ

家に普及していないのも事実︒

ですが︑知名度が低く︑投資

商品だと胸を張って言えるの

﹁取引所としては︑魅力的な

回りは見逃せない︒

投信などとの損益通算ができ

ことは確かだ︒

時株安が起こってもおかしく

現在のような︑いつ世界同

ないことだ︒それでも︑レバ

ちなみに︑ 万円の証拠金

●ＮＹダウ証拠金取引の概要

は３カ月で決済しなければな

レッジを利かせた短期のデイ

期限なし（限日取引）

日経２２５ｍ ｉｎ ｉや日経２

取引期限

らないが︑ＮＹダウ証拠金取

あり（買い手は支払い、売り手は受け取
り）
。６月１日現在は０円

ない状況下では︑機動的に売

金利相当額

基準額でＮＹダウ証拠金取引

あり
（買い手は受け取り、売り手は支払い）

トレードから配当を受け取り

配当相当額

２５証拠金取引と比べても高

土曜日、日曜日、米国のＮＹダウ先物
市場の休場日

引にはそれがない︒

43

非取引日

買できるグローバルな金融商

8時30分〜翌６時
（ＮＹ夏時間は8時30分〜翌５時）

を１単位買った場合︑昨年の

取引時間

ながらの長期投資まで︑両面

１枚当たり4万2000円
（相場状況によって変動）

品は投資家にとって︑必ず強

証拠金基準額

配当実績を当て

取引単位（１枚） 指数の数値×100円

のニーズに適している商品性

ダウ・ジョーンズ
工業株価平均（ＮＹダウ）

力な武器になるはずだ︒

が受け取れていた
計算になる！

はめると約４万

4万３６１９円

い数字だ︒

東京金融取引所 広報室

は魅力的だろう︒売買手数料
（436.19ドル×100円）

﹁買いで入ればＮＹダウ採用

石井 豊さん
●2015年のＮＹダウの配当実績

43

５．レバレッジ取引ができる

﹁レバレッジを大きく利かせ

４．決済期限がなく、長期保有ができる

企業の配当相当額を受け取れ

３．配当が受け取れる

ると︑その分リスクは高まり

２．ほぼ24時間、祝日も取引可能

ますので︑長期保有を前提に

原資産

したトレードにも適している

ＮＹダウ証拠金取引

といえます︒決済期限がない

１．ＮＹダウを日本円で取引できる

10

商品名

ので︑中長期投資家にとって
も大きな魅力になるのではな
いでしょうか﹂
︵石井さん︶
ちなみに︑
上昇で儲かる
﹁買
い﹂で入った場合︑通常は金
利負担が発生するが︑現在は
日銀がマイナス金利を導入し

仮に
ＮＹダウ証拠金取引を
１枚購入し、
１年間保有していれば、

配当金
20.64ドル
63.42ドル
21.02ドル
15.43ドル
71.10ドル
20.02ドル
22.00ドル
68.58ドル
19.98ドル
19.63ドル
68.25ドル
26.12ドル
月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

ているため︑実質金利ゼロの
状況となっている︒
さて︑肝心のレバレッジに

●ＮＹダウ証拠金取引の特徴

2016年7月15日現在。
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