■当社ホームトレードで提供する注文の種類と手数料■
（2017 年 5 月 8 日より）
●オンライン取引 FITS（以下「本システム」という）において当社が提供する注文の種類等は次
のとおりです。

【ご利用いただける注文の種類と約定条件】

注文の種類

略称

約定条件

指値注文

指値

FaS
FaK
FoK

価格を指定して発注する注文です。

成行注文

成行

FaK
FoK

価格を指定せず発注する注文です。

対当値段

FaS
FaK
FoK

反対サイドの最良気配値と対当させ
る注文です。

引成注文

引成

FaK

引板合わせのみ有効な注文です。

引指注文

引指

FaS
FaK

引板合わせから有効な注文です。

逆指注文

逆指

- -

条件が満たされたら発注される注文
です。

スタンダード・コンビネーション注文

SCO

FaS
FaK
FoK

限月間・商品間のサヤ取りに活用し
ます。

対当値段条件付注文

約定条件

説明

FaS
( Fill and

Store )

FaK
( Fill and

Kill )

FoK
( Fill or

説明

Kill )

受付時に約定可能な枚数は約定し、残枚数（未約定分）は指定した
有効期限まで注文が残ります。
日付で指定した注文は、当該営業日の日中立会終了まで有効です。
受付時に約定可能な枚数は約定され、残枚数（未約定分）はキャン
セルされます。
全量約定しない場合は、全量キャンセルされます。
※ザラバ取引中のみ有効です。

●注文の種類についての詳細
（1） 指値注文（指値）
• 約定させたい価格を指定して発注する注文方法です。指定した値段か、より有利な価格で約定
します。
• 約定条件は FaS、FaK、FoK を指定できます。
• FaS を指定した場合は、未約定部分の注文について注文の有効期限まで板に登録されます。
• FaK を指定した場合は、発注時に約定できるだけ約定し、残りはキャンセルされます。
• FoK を指定した場合は、発注時に指定したか、より有利な価格で全量約定しなければ全量キャン
セルされます。
（注）FoK 注文の場合、ザラバ取引中のみ有効です。
（2） 成行注文（成行）
• 値段を指定せずに発注し、反対サイドの最良気配値から順に約定します。
• 約定条件は FaK、FoK を指定できます。
• 反対サイドの登録枚数が発注枚数より少ない場合、約定条件により結果が変わります。
FaK…反対サイドに登録されている分が成立し、残りはキャンセルされます。
FoK…全量約定できないので、全量キャンセルされます。
（注）FoK 注文の場合、ザラバ取引中のみ有効です。
（3） 対当値段条件付注文（対当値段）
• 値段を指定せずに発注し、その時点の反対サイドの最良気配値（最も成立しやすい値段）で指
値注文を発注します。
• 約定条件は FaS、FaK、FoK を指定できます。
• FaS を指定した場合、未約定の残注文は同価格の指値注文として登録されます。
• 反対サイドに気配値が存在しない場合は、キャンセルされます。
• 約定条件による挙動は指値注文と同じです。
（注）約定条件を問わず、ザラバ取引中のみ有効です。

（4） 引成注文（引成）
・引板合わせ時のみ有効となる注文です。
・有効期限を定めることはできません。

（5） 引指注文（引指）
・引板合わせ時から有効となる注文です。
・有効期限を定めた場合、次に行われる引板合わせから注文の有効期限まで板に登録されます。

（6） 逆指注文（逆指）
当社独自の執行条件です。
・約定（現在値（板合わせを含む））がトリガ条件を満たした際に発注される注文です。
発注時に
① トリガ条件と
② トリガ条件を満たした際に有効となる注文を指定します。
（注）発注後に①トリガ条件を満たさない限り、②の注文は発注されません。

（7） スタンダード・コンビネーション注文（SCO）
• 同一商品間の限月間スプレッド取引に使用します。
• 同一商品の異なる 2 限月のスプレッド価格（期近限月−期先限月）を指定して 1 注文として発注
します。
• 価格は「期近－期先」で算出します。
• 売り注文であれば指定価格以上で約定し、買い注文であれば指定価格以下で約定します。
• SCO における売り注文とは「期近売り/期先買い」、買い注文とは「期近買い/期先売り」であ
り、期近をベースに判断します。

（8） 商品間スタンダード・コンビネーション注文（商品間 SCO）
• 同一市場内の異商品間での組み合わせ取引などに使用します。
• 異なる 2 商品間の価格差を指定して 1 注文として発注する注文です。
• 先に入力した「商品（A）」から後に入力した「商品（B）」を引き算し、そのスプレッドを算
出します。

（参考）
「商品（A）の売りと商品（B）の買い」の組み合わせは売り注文なので成立するのは指定値
段以上の時です。「商品（A）の買いと商品（B）の売り」の組み合わせは買い注文なので成
立するのは指定値段以下の時です。

※iPhone アプリ版、Android アプリ版、スマートフォン web 版、モバイル web 版から一部利用で
きないものがあります。

【計算区域】
1 計算区域は「前営業日の夜間立会（16:30〜）と当日の日中立会（〜15:15）」となります。した
がって、計算区域の切り替わりは、各営業日の日中立会終了後になります。
休業日をはさむ場合は、休業日前の夜間立会と休業日明けの日中立会が同一計算区域となりま
す。

●本システムにおいて当社が提供する注文方法と注文の有効期限は次のとおりです。
【当社が提供する注文方法】
注文方法

注文内容

新規注文

単独（1 件）の新規注文の発注ができます。

新規複数注文

新規注文を最大 4 件まとめて発注することができます。

仕切注文

単独（1 件）の仕切注文の発注ができます。

仕切複数注文

仕切注文をまとめて発注することができます。
条件による照会やグループ化を行った後に発注することも可能です。
新規注文と、その注文に対する仕切注文を同時に発注する当社独自の注文
方法です。新規注文が成立した後、その成立した建玉への仕切注文が発注
されます。
仕切注文と、その注文が成立したときに有効となる新規注文を同時に発注
する当社独自の注文方法です。仕切注文が成立したとき、新規注文を発注
するために必要な証拠金が不足していた際、当該新規注文は失効します。
スタンダード・コンビネーション（SCO）注文、商品間スタンダード・コン
ビネーション（商品間 SCO）注文が発注できます。

IFD 注文

IFD 注文（仕切）

コンビネーション注
文
OCO 注文

IFDOCO 注文

ひとつの建玉に対する仕切注文として、指値-FaS とストップ注文を同時に
登録し、一方が成立した時点でもう一方が自動的にキャンセルされる当社
独自の注文方法です。（※注 1）
新規注文と、その注文に対する OCO の仕切注文を同時に発注する当社独自
の注文方法です。
新規注文が成立した場合に、その建玉の仕切注文が OCO 注文で発注されま
す。

（※注 1）指値-FaS は取引所に発注されます。これが約定する前に現在値がストップ値段に達す
ると、システムより指値-FaS が取り消されストップで指定した注文が発注されます。なお、スト
ップ値段到達による指値-FaS の取消およびストップで指定した注文の発注までにタイムラグが生
じることがあります。また、ストップ注文は成行-FaK もしくは対当値段-FaS で発注されるため、
相場の状況によってはストップ値段で約定せず、当該ストップ注文が失効して決済できない事が
あります。

【注文の有効期限】
① 執行条件が FaS の場合、発注可能となる計算区域を含む 7 営業日までです。
② FaK、FoK については、その特性として有効期限は存在しません。

③

④

⑤
⑥
⑦

引成注文は、日中立会引板合わせ前に発注された場合は日中引板合わせ時のみ、夜間立会引
板合わせ前に発注された場合は夜間立会引板合わせ時のみ有効です。ただし、夜間立会引板
合わせの直前 1 分間に発注した場合、不成立になります。
引指注文で FaS を選んだ場合、日中立会引板合わせ前に発注された場合は日中引板合わせか
ら設定した有効期限まで、夜間立会引板合わせ前に発注された場合は夜間立会引板合わせか
ら設定した有効期限まで有効です。ただし、夜間立会引板合わせの直前 1 分間に発注した場
合、有効期限にかかわらず不成立になります。
注文属性が FaS 以外の逆指注文については、その特性上トリガ条件のみに発注可能となる計
算区域を含む 7 営業日までです。
寄付板合わせ、および夜間立会における引板合わせ開始 1 分前からノンキャンセル・ピリオ
ド（NCP）となり、注文の修正取消ができません。
当該セッションで有効期限を迎える注文の不成立処理は、取引所仕様により立会終了から一
定時間経過後（夜間セッションの場合は 5:40 以降、日中セッションの場合は 15:20 以降）に
おこなわれます。有効期限を 1 セッションと定めた注文を夜間セッションおよび日中セッシ
ョンの立会終了後（NCP も含む）から不成立処理がおこなわれる間に変更・訂正した際は、既
にセッションは終了している為、注文変更内容は有効とならず取消されます。

※iPhone アプリ版、Android アプリ版、スマートフォン web 版、モバイル web 版から一部利用で
きないものがあります。

●本システムでの売買において発生する手数料は下記のとおりです。
なお、手数料は建玉決済時に新規・仕切分と強制決済手数料（該当する場合のみ）を合わせて
徴収します。
①FITS 通常取引
・通常手数料
片道 405 円/枚（税込）（※注 2）
・ミニ取引（金ミニ、白金ミニ）
片道 189 円/枚（税込）
・限日取引（金限日、白金限日）
片道 189 円/枚（税込）
②FITS プレミアムコース
・全銘柄片道 2,484 円/枚（税込）
①②共通
強制決済手数料
前述の手数料に加えて 1,620 円/枚（税込）（※注 3）
（※注 2）1 ヶ月間の通常銘柄売買枚数が 3,000 枚以上のお客様は、翌月第 5 営業日夜間立会から
翌々月 5 営業日日中立会終了までの間、通常銘柄手数料を片道 351 円/枚（税込）で取引いただけ
ます。
（※注 3）強制決済手数料は、不足金対応や建玉期限などにより当社にて建玉を決済した場合（受
渡しによる決済を含む）に課金されます。なお、お客様ご自身が発注した決済注文が未約定のま
ま期限を迎えた場合、当該注文を取り消し、改めて当社から強制決済注文を発注します。

