2017 年 2 月 24 日
カブドットコム証券株式会社
（コード番号：8703 東証1部）
代表執行役社長 齋藤 正勝

kabuステーション® Ver.5登場！アクティブトレーダー向け超高速発注機能「デイトレ板」を提供
～ワンクリック発注、ショートカット数量入力、AS 注文等デイトレードを強力にサポートする操作性向上を追求・
最大 4 面のフル板表示が可能に～
カブドットコム証券株式会社は、2017 年 4 月 4 日（火）（予定）より、当社お客さま向けのトレーディングツール「kabu ステ
ーション®」を Ver.5 にアップグレードし、新プラン「Premium プラン」を導入いたします。「Premium プラン」向けへの新機能と
して、従来のフル板発注画面にワンクリック発注機能やショートカットキー割り当てによる数量指定機能、AS（オートセレク
ト）注文、VWAP ラインの表示等先進的な機能を追加した「デイトレ板」をリリースいたします。
この「デイトレ板」の開発においては、個人投資家の取引判断から発注完了までのプロセスにおける入力動作の検証を
重ねることで、最適なユーザーエクスペリエンスを追求いたしました。デイトレード等のアクティブにお取引されるお客さま
には、当社サーバーが注文を受注してから最速 11 ミリ秒（1,000 分の 1 秒）※で取引所への板乗りを実現した当社高速発
注基盤「RAIDEN®」と合わせ、収益チャンスを逃さない、機動的なお取引をサポートする環境を提供してまいります。
※2017 年 2 月 13 日～2017 日 2 月 19 日における当社測定

● kabu ステーション® Premium プラン向け新機能「デイトレ板」概要
「デイトレ板」の提供により、かねてからお客さまのご要望の多かった「フル板情報を複数枚表示してほしい」との声にお
応えし、従来のフル板発注画面（1 枚）に加え、「デイトレ板」（3 枚）で計 4 枚のフル板情報をご利用いただけます。さらに、
従来のフル板発注画面の機能を踏襲した上で、より高速発注やデイトレードにご活用いただける機能を実装いたします。
【デイトレ板のイメージ】
-「デイトレ板」向け新機能のポイント【よりスピーディーに】
・ワンクリック発注機能を実装
・ショートカット設定による数量指定機能を実装
（マウス操作やテンキーの入力動作を削減）
【よりコンパクトに】
・既存フル板画面発注画面と合わせ最大 4 画面の
フル板情報や始値・引値予想を提供
・スペースをコンパクトにしたことで、
同時に複数銘柄のフル板情報の監視や連続発注が可能に
【より便利に】
・AS（オートセレクト）注文を提供
新規建/返済の指定を自動化
・VWAP や当日始値、高値、安値をラインを板上に表示
ブレイクポイントやレジスタンスラインの視認性の向上
※画面は開発中のものであり、サービス提供開始の時点で変更
される場合がございます。
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【デイトレ板 提供機能一覧】
ワンクリック発注機能

デイトレ板画面上の指定価格の発注エリアをワンクリックすることで取引所への注文が

【NEW】

完了する機能です。（発注時におけるパスワードの入力や注文確認画面の表示を
お客さまの設定により省略することが可能です。）

AS（オートセレクト）注文

新規・返済の判断は当社システムが自動的に行う注文方式です。

【NEW】

同一銘柄について建玉を保有していない状態でのご注文は、自動的に新規建て注文
が選択されます。同一銘柄について建玉を保有している場合は、自動的に返済注文が
選択されます。※1

VWAP（出来高加重平均）

デイトレードにおいては重要な指標とされる VWAP（出来高加重平均）や当日始値、

始値・高値・安値ライン

高値および安値を板画面上に動的に表示いたします。

表示【NEW】
ショートカット数量入力

発注数量（最低単元の倍数）のパターンをキーボードの任意のキーにショートカットとして

【NEW】

割り当てることで、従来テンキー等で行っていた数量入力をキーボード上で行う機能です。

フル板機能

値幅制限内におけるすべての注文情報（板情報）を漏れなく表示する機能です。※2

始値・引値予想

成行や寄成、引成を含めた全ての注文情報（板情報）を仮想板寄せによりリアルタイムで
行うことで、寄付前には始値予想価格として、ザラ場中には引値予想価格として
常時表示する機能です。※2

ドラッグ＆ドロップ取引

発注エリアへのドラッグ＆ドロップで価格訂正や返済注文ができます。
注文依頼中の状況で当該価格の発注エリアを右クリックすることで注文を取り消す
ことも可能です。※2

価格帯別売買高

価格帯別売買高を板上にグラフ形式および株数表示する機能です。※2

表示可能枚数

従来のフル板発注画面に加え 3 画面の「デイトレ板」が表示可能です。

対象商品

信用取引、指数先物取引※3

※1 この機能により、「デイトレ板」上では、同一銘柄の両建取引を行うことはできません。なお、両建取引は、経済的合
理性を欠き、手数料他の取引コストが二重で発生する点等を考慮し、当社は推奨しておりません。
※2 現在のフル板発注画面においても提供中の機能となります。
※3 現物株式、オプション取引は対象外となります。（従来のフル板発注画面は対象）

※各画面は開発中のものであり、サービス提供開始の時点で変更される場合がございます。
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●

kabu ステーション® 利用料金/無料利用条件

kabu ステーション® (本体) ご利用料は 972 円（税込）/月ですが、お客さまのお取引実績や口座状況に応じて、無
料でご利用いただけます。
以下のいずれかに該当する場合、無料でご利用いただけます。
・初回申込みの翌々月第 1 営業日まで
kabu ステーション®
(通常プラン)

・当社全取引における約定回数が 1 回以上で翌月無料
・お申込日の前営業日（継続は前月末）のお預り資産 100 万円以上で翌月無料
・信用口座開設済みの場合無料
(新たに信用口座を開設する場合は開設完了日以降の申込から無料)
・先物オプション、FX、取引所 CFD いずれかの口座を新規開設すると翌月無料

プラン名

Fintech プラン

追加提供サービス

・リアルタイム株価予測
・フル板表示機能
・予想始値/引値機能
・ストップ高安リアルプレアラート
・Finatext 社ニュース「ソーシャルモメンタム」「リア
ルタイム消費財ウォッチ」

ご利用条件

信用取引口座または、先物オプション取引口座開設済みかつ、前月、当社全取引における
約定回数が 1 回以上であること

プラン名

Premium プラン

追加提供サービス

Fintech プランの機能に加え、
・デイトレ板を 3 枚同時に表示可能
・リアルタイム株価予測画面を 2 枚同時に表示可
能(2017 年 7 月頃リリース予定)

ご利用条件

信用プラチナプラン・ゴールドプラン適用であること、または、前月の先物・オプション取引手
数料が 10 万円以上であること

● 信用取引 「ゴールドプラン」 「プラチナプラン」 について
前 1 ヶ月の建玉残高または新規建約定代金に応じ信用取引の手数料を１ヵ月間無料とし、買方金利を 0.3%～
0.92％優遇する 2 つの大口取引向けプラン「信用プラチナプラン」「信用ゴールドプラン」 をご用意しております。

適用条件
手数料
買方金利

信用プラチナプラン

信用ゴールドプラン

前 1 ヶ月の建玉残高または新規建約定代金合

前 1 ヶ月の建玉残高または新規建約定代金合計

計※30 億円以上の場合

※4 億円以上の場合

0 円（無料）

0 円（無料）

制度信用 2.06% 一般信用 2.68% （0.92%優遇）

制度信用 2.68% 一般信用 3.30% （0.3%優遇）
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※前 1 ヶ月の建玉残高…判定期間最終日(前月 20 日・休業日の場合は繰り上げ)に返済されていない建玉総額
※前 1 ヶ月の新規建約定代金合計…判定期間開始日(前々月 21 日)～終了日(前月 20 日)までの新規建約定代金
（売建・買建、内出来を含む）の合計です。
※金利優遇対象となる建玉は適用期間に受渡ベースで保有されている建玉です（日計り分を含む）。
※適用期間当月 1 日の午前 6：00 以降に発注いただいたご注文が手数料無料対象となります。
※強制返済時の手数料には、手数料割引率が適用されません。
● ご参考：kabu ステーション®の主な機能
・リアルタイム株価予測
「機関投資家向け機能を個人投資家へ解放する」という趣旨で自社開
発システムにて取引所と同等の板寄せ処理をリアルタイムに行うことに
より実現した、「予想値上がり率」「予想売買高」「予想価格上下回数」等
が利用できるランキングです。寄付前に盛り上がりそうな銘柄を探したり、
立会中に高値圏にいる銘柄を探したりすることができます。
「予想売買高急増ランキング」では、全上場銘柄について銘柄毎に最
大過去 25 営業日分の 1 分足ベースでの売買高情報を保持し、寄付前の
気配情報から仮想の板寄せを行うことにより算出される推計売買高、および立会中の実際の売買高を比較した結
果を「売買高倍率」としてランキング化し 15 秒間隔でリアルタイム更新することで、各銘柄の過去の立会中の売買動
向にあわせ、高精度かつスピーディーに立会中の動的な売買高の変化を把握することが可能となります。

・フル板発注
リアルタイムに更新する「板」に、発注したい数量を直接入力すること
で発注が可能なウィンドウです。このウィンドウは、当該銘柄の投資情報
と共に、注文約定照会、残高照会も表示され、最大 20 銘柄を上部のタブ
に登録することが可能です。

・ストップ高安リアルプレアラート
「ストップ高安リアルプレアラート」は、全上場銘柄のリアルタイム気配情報を高速ビッグデータ処理によって探索
することにより、ストップ高、ストップ安の価格に接近している銘柄を取引時間中にリアルタイムで通知する機能です。
ザラ場中に発生した材料やモメンタムの急変等をいち早く認知し、本画面からワンクリックで発注画面を起動するこ
とが可能です。ストップ高値、安値からの値幅は±5TICK、±10TICK、±20TICK を採用しております。
※「リアルタイム株価予測」、「フル板発注」、「ストップ高安リアルプレアラート」をお使いいただくには、kabu ステーシ
ョン®Fintech プラン、または kabu ステーション®Premium プランの適用が必要です。
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●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を
含むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締
結前交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断
で無理のない資産運用を行ってください。
●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ
（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。手数料には消費税が含まれています。
●信用取引、指数先物・指数オプション取引は差し入れた保証金等以上のお取引が可能であるため、保証金等を
超える大きな損失が生じるおそれがあります。
●信用取引、指数先物・指数オプション取引には、建玉の返済期限（期日）があり返済期限（期日）を越えてのお取
引はできません。
●信用取引をおこなうには、売買代金の最低 30％以上かつ 30 万円以上の保証金の差し入れが必要であり、
保証金の最大約 3.3 倍のお取引が可能です。信用取引の買建は買付代金に対する金利、売建は売付株式等に対
する貸株料がかかり、その他に品貸料(逆日歩)、管理費、名義書換料、権利処理手数料が発生する場合がありま
す。
●制度信用取引と一般信用取引（長期、売短®）では、返済の期限等について異なる制約があります。
合併や株式分割等の事象が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限を設定することがあり
ます。一般信用取引（長期、売短®）の建玉について株式の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定
した上で、当社が定める期日に変更する場合がありますが、緊急かつやむを得ない事由がある場合には、催告期
間を置かずに期日を変更します。委託保証金率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更するこ
とがあります。また上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限（期日）が前倒しになる場合があ
ります。詳細は、信用取引ルールのご案内ページ（http://kabu.com/item/shinyo/rule.html）をご確認ください。
●指数先物取引・指数オプション取引においては、各取引所ごと SPAN による先物オプション取引全体の建玉から
生じるリスクに応じて証拠金の額を計算するため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定ではなく明記
することができません。
●掲載情報は 2017 年 2 月 24 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）
にてご確認ください
●ご意見・苦情について（当社以外の窓口）
→ 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 0120－64－5005
【金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第 61 号】
【銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 号】
【加入協会：日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会】

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>
お客さまサポートセンター TEL：0120-390-390

<本件に関する報道関係からのお問い合わせ先>
担当：経営管理部 広報担当 大西勝二 TEL：03-3551-5111
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