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2014 年 11 月 19 日 

GMOGMOGMOGMO クリック証券クリック証券クリック証券クリック証券    

外国株外国株外国株外国株 CFDCFDCFDCFD 取扱開始取扱開始取扱開始取扱開始に関するに関するに関するに関するお知らせお知らせお知らせお知らせ    
～米国株・中国株が CFD で取引可能！世界の有名企業 72 銘柄がラインナップ！～ 

 

 GMO インターネットグループの GMO クリック証券株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役

社長：鬼頭 弘泰 以下：当社）は、2014 年 12 月 1 日（月）より、CFD 取引において、外国株銘

柄（米国株・中国株）の取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。 

 

■概要■概要■概要■概要    

2014 年 12 月 1日より、当社 CFD 取扱銘柄に米国株式市場上場の個別株 52銘柄、中国株式市場

上場の個別株 20 銘柄を新たに追加いたします。 

これにより、Apple や Google、Amazon、Facebook、スターバックスなど身近な企業の銘柄や、

世界第 2位の経済大国である中国の有名企業の銘柄も取引ができるようになります。 

 

≪≪≪≪GMOGMOGMOGMO クリック証券クリック証券クリック証券クリック証券    外国株外国株外国株外国株 CFDCFDCFDCFD 取引の特取引の特取引の特取引の特長長長長≫≫≫≫    

1.1.1.1. 手数料が手数料が手数料が手数料が 0000 円円円円    

GMO クリック証券の CFD 取引では、取引手数料はいただきません。 

2.2.2.2. 売りからの取引が可能売りからの取引が可能売りからの取引が可能売りからの取引が可能    

現物取引とは異なり、外国株 CFD 取引では空売り注文が可能なため、株価の下落局面か

らでも利益を狙えます。 

3.3.3.3. レバレッジ最大レバレッジ最大レバレッジ最大レバレッジ最大 5555 倍倍倍倍    

レバレッジ（最大 5倍）を効かせた取引が可能であるため、少額からの取引が可能です。 

 

■取扱開始■取扱開始■取扱開始■取扱開始日日日日    

2014 年 12 月 1日（月） 

※2014 年 11 月 29 日（土）のメンテナンス終了後より、注文受付を開始いたします。 

※外国株 CFD のデモ取引は 2014 年 12 月 1 日（月）よりご利用いただけます。 

 

▼外国株 CFD の詳細は、下記をご覧ください。

https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/fstock/ 
▼CFD 取引デモに関する詳細は、下記をご覧ください。 

https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/demo/ 

※外国株 CFD のデモ取引は 2014 年 12 月 1 日（月）よりご利用いただけます。 

 

■■■■外国株外国株外国株外国株 CFDCFDCFDCFD 取扱取扱取扱取扱銘柄一覧銘柄一覧銘柄一覧銘柄一覧    

≪米国株≫≪米国株≫≪米国株≫≪米国株≫    

銘柄名 業種セクター 銘柄名 業種セクター 

ウォルト・ディズニー  

情報・通信・ 

サービス 

 

マクドナルド 
農林水産・ 

食料品 
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ スターバックス 

Google コカ・コーラ 

報道関係者各位  
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マイクロソフト  

 

 

 

 

 

 

 

情報・通信・ 

サービス 

フォード・モーター 

自動車・造船・ 

輸送機 

オラクル GM 

Facebook テスラ・モーターズ 

Yahoo! ボーイング 

アドビ・システムズ バンク・オブ・アメリカ 

銀行・証券・保険・ 

その他金融 

ネットフリックス シティグループ 

ｱｶﾏｲ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ バークシャー・ハサウェイ 

Twitter アメリカン・エキスプレス 

スプリント ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

AT&T モルガン・スタンレー 

ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ アフラック 

Groupon Visa 

アリババ デルタ航空 陸海空運・倉庫 

Amazon 

卸売・小売 

ゼネラル・エレクトリック 

電気機器・機械 

NIKE ３Ｍ 

GAP キャタピラー 

ウォルマート・ストアーズ Apple 

P&G IBM 

ペプシ インテル 

コストコ・ホールセール ヒューレット・パッカード 

イーベイ エクソン・モービル 
電気・ガス・石油 

ファイザー 
化学・化粧品・ 

医薬品 

ハリバートン 

モンサント アルコア 
鉄鋼金属・ 

非鉄金属・鉱物 

    

≪中国株≫≪中国株≫≪中国株≫≪中国株≫    

銘柄名 業種セクター 銘柄名 業種セクター 

ﾜﾝﾜﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（中国旺旺控股） 
農林水産・食料品 

ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ（中国移動） 

情報・通信・サービス 
ﾁｬｲﾅ･ﾒﾝﾆｳ･ﾃﾞｲﾘｰ（中国蒙牛乳業） ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（騰訊） 

ﾊｲｱｰﾙ（海爾電器） 
電気機器・機械 

ｷﾞｬﾗｸｼｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ（銀河娯楽） 

ﾚﾉﾎﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（聯想集団） ｷﾝｸﾞ･ｿﾌﾄ（金山軟件） 

ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ（中国石油天然気） 

電気・ガス・石油 

ｱﾝﾎｲ･ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ（安徽海螺水泥） 資材・その他製品 

ﾁｬｲﾅ･ﾛﾝﾕｱﾝ･ﾊﾟﾜｰ（龍源電力集団） HSBC ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（匯豐控股） 

銀行・証券・保険・ 

その他金融 

ﾁｬｲﾅ･ｴﾊﾞｰﾌﾞﾗｲﾄ（中国光大国際） 中国工商銀行 

ﾁｬｲﾅ･ｶﾞｽ（中国燃気） 中国建設銀行 

ﾂｰｼﾞﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ（紫金砿業） 
鉄鋼金属・ 

非鉄金属・鉱物 
ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ（中国人寿保険） 

ﾄﾞﾝﾌｪﾝ･ﾓｰﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（東風汽車集団） 自動車・造船・輸送機 ﾊﾁｿﾝ･ﾜﾝﾎﾟｱ（和記黄埔） 卸売・小売 

※取引銘柄については今後変更される可能性がございます。 

 

当社は、今後も業界最低水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお

応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、よ

り使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁

進してまいります。 
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≪公式 Facebook ページをオープンしました！≫ 

https://www.facebook.com/gmoclicksec 

 

GMO クリック証券株式会社 会社概要 

会社名 GMO クリック証券株式会社 < https://www.click-sec.com/ > 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 

代表取締役社長 鬼頭 弘泰 

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業 

資本金 43 億 4,666 万 3,925 円 
 


