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注目の商品・サービス

市況がスマホで確認できる！TOCOMの無料スマホアプリ
ティ投資の総合市場です。17品目取り扱

ト情報」
と
「市況ニュース」。「マーケット情

っている中で、人気となっているのが金で、

報」では、各コモディティの価格情報や、

取引高の約半分を占めています。

値動きを示したチャートを表示させること

世界情勢によって目まぐるしく市場が動

気になる時に、スマホアプリから簡単に確

なくスマートフォンを使って、市場の値動き

認することができます。同時に4つチャー

やニュースを逐一チェックする人も増えて

トを表示させることもでき、値動きの傾向

きました。そこで「iPhone」
「Android」
ど

や他商品との関係を見るのにも最適です。

ースしています。
東京商品取引所
（TOCOM）

小渕 大樹氏

東京商品取引所（TOCOM）は、金な

このアプリは、
「マーケット情報」
「市況ニ
ュース」
「ヘッドライン」
「取引状況」
「取引
要綱」
「取引所カレンダー」
「商品先物取

株価関連のニュースも充実しています。
いつでもどこでも市況が確認できる無料

農産物などの先物取引ができるコモディ

特に投資家にとって便利なのが「マーケッ

ていただければと思います。

【TOCOMアプリのダウンロード方法】
Google Play、App Storeで
「TOCOM」
と検索

注目の商品・サービス

「くりっく株365」が“ワンダフル”な5つの理由
証拠金基準額
（円）

最大レバレッジ
倍率
（倍）

日経225

75,000

19

1,457,300

DAX®

24,000

36

859,900

米国の政府機関の一部がシャットダウン（閉鎖）された影響により、米国の雇用統計が発表されないという異常事態の最中の2013年10月5日。

FTSE100

15,000

36

644,000

東京・品川のコクヨホールで行われました。その後のプログラムでは、特別ゲストとしてモンゴル出身の大相撲力士の時天空関が加わり、

FTSE中国25

63,000

26

1,633,200

の主要各国の株価指数を投資対象として
います。この商品は5つのワンダフルな特
徴があります。
1つは指数取引にもかかわらず、現物

増田 顕氏

公的な取引所である東京金融取引所
では、投資家のみなさまにお役に立てる
よう、FXについては「くりっく365」を、株

2万603円の配当がもらえます。2つ目は、
海外株価指数の取引も円建てでできるこ

※ 証拠金基準額は2013/9/30〜10/4に適用 証拠金基準額は市場変動幅に応じて毎週見直し

（145 万 7300円）を取引する場合、証拠

もできること。先物取引の場合、取引期

のみで収益が決まるので、投資しやすい

金基準額は7 万 5000円で済みます。4つ

限があり、それまでに決済しなければなり

といえるでしょう。

目はほぼ24時間取引ができ、祝日も取引

ませんが、
「くりっく株 365」ならずっと持ち

が可能なこと。海外の時間帯で大きな値

続けることもできます。

については「くりっく株365」をご用意して

ジを効かせた取引であること。例えば、

います。今回は株の商品についてご紹介

2013年9月30日時 点で、日経 225を1 枚

当資料は、ゴールドニュース事務局がセミナーの模様を
伝えることを目的に作成したものです。セミナーは投資
判断の参考となる情報の提供を目的としています。実
際に投資される場合の最終決定は、ご自身で行ってい
ただくようお願い致します。各種情報の内容については
万全を期していますが、その内容を保証するものではあ
りません。また、将来の予測はその結果を保証するも
のではありません。

清算価格×100
（1枚）
（H25/9/30）

と。為替の変動リスクなく、指数の値動き

3つ目は、少額で投資ができるレバレッ

金×株×為替
スペシャリスト対談+S

商品名

株価）をはじめ、イギリス、ドイツ、中国

東京金融取引所
（TFX）
証拠金営業部 株価指数グループ

東京金融取引所
東京商品取引所

ゴールドニュース事務局
http://goldnews.jp/

〜視野を広げてマクロな視点で考えるスピンオフセミナー〜

「くりっく株365」の証拠金基準額

「くりっく株365」は、日経 225（日経平均

1枚（清算価格×100）保有していた場合、

後 援

ます。コモディティ関連をはじめ、為替や

の「TOCOMアプリ」をぜひダウンロードし

2012年4月から1 年間、
「くりっく株 365」を

10月12日発行

ら提供を受けたニュースが随時閲覧でき

引業者」の7つのコンテンツがあります。

株と同 様に配 当 があること。例えば、

協 賛

2013年
（平成25年）

「市況ニュース」は通信社の時事通信か

どの貴金属や、ゴム、アルミニウム、石油、

します。

TheSeminarPress

投 資 の 最 前 線 を 知 る セ ミナ ー レ ポ ート

ができます。現在値がどうなっているか、

くことから、投資家の中にはパソコンでは

ちらにも対応した「TOCOMアプリ」をリリ
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5つのワンダフルな商品である「くりっく

動きがあっても対処ができます。
5つ目は、決済期限がなく、長期保有

TOKYO GOLD FESTIVAL2012

より深く学びたい方のためのスピンオフセミナー Vol.6
「金×株×為替：スペシャリスト対談+S」
開催日時：2013年10月5日
（土）
会場：東京・品川／コクヨホール
協賛：豊商事株式会社
後援：東京金融取引所 東京商品取引所
企画・運営：キャピタル・エフ株式会社

株 365」
をぜひご活用ください。

The SeminarPress
お問い合わせ先

キャピタル・エフ株式会社
ゴールドニュース事務局
東京都中央区日本橋富沢町11-15-503
E-mail：goldnews.jp＠gmail.com

セミナーに大相撲力士の時天空関が登場！
今後の世界経済や、金（ゴールド）、株、為替市場の動向について、専門家が議論するスペシャルトークセッションが、
モンゴルと日本のマネーな関係について、様々な話が出ました。その時の模様を誌面でご紹介します。
大橋 時天空関は2000 年に来日された

比べると安いです。

時 天 空 モンゴルでは金、銅、石 炭、

が携帯電話を持っていたことです。

そうですが、はじめは相撲に興味がなか

大橋 日本はアベノミクスで昨年末から株

レアメタル、原油など、様々な資源がある

大橋 そうなんですか？

ったそうですね？

価が上昇していますが、景気の良さを実

といわれていて、徐々にですが開発が進

時天空 はい。また最近は遊牧民をや

時天空 モンゴルでは柔道をしていて、

感することはありますか？

んでいるようです。

めて都市に移住する人も増えているようで

オリンピックを目指していました。モンゴル

時天空 ありますね！最近になって、支

大橋 モンゴルは資源開発により、今後

す。

の大学に通っていた時に、交換留学生と

援者の方などがよく飲みに連れていってく

5年でGDPが4倍になるという見通しもあ

大橋

して姉妹校だった東京農業大学に行くこ

れるようになりました。

るようですね！

ンゴルですね！ 相撲もがんばってください。

とになり、日本に来ました。大学で相撲部

岡崎

亀井

時天空 はい、みなさま、応援よろしくお

に入ったところ優勝してしまったので、相

時天空

撲の世界に入ろうと決めました。

あります（笑）。今年になって人から株式

時天空

大橋 モンゴルの通貨単位は何ですか？

投資を勧められて興味を持つようになりま

星は欲しいですが（笑）。

時天空 トゥグルグという単位で、100トゥ

した。でも難しいですね！ 上がったと思っ

亀井

グルグ＝約 6円です。一番大きな紙幣が1

たら急に下がったり、下がったと思ったら

い始めているんですよね。

万トゥグルグ（約 600円）です。

急に上がったり。まだまだ勉強不足です。

岡崎 モンゴルの人たちにも携帯電話な

大橋 モンゴルの一般的な会社員の初

大倉 モンゴルというと羊のイメージが強

どは普及していますか？

任給はどのぐらいですか？

いですが、それ以外に最近、注目されて

時天空 中高生がスマートフォンを持って

時天空 月3 〜4 万円ぐらいです。日本に

いるものはありますか？

いたりします。一番驚いたのは、遊牧民

株式投資に興味はありますか？
株といえば親方株には興味が

時天空関は金は持っているんです

今後ますます発展が期待できるモ

願いいたします。

か？
金は持っていないですね。金

実はモンゴルの中央銀行は金を買
しこな名：時天空
所属部屋：時津風部屋
番付：前頭5枚目
出身地：モンゴル
本名：アルタンガダス・
フチットバータル
生年月日：1979年9月10日
身長：186cm
体重：143㎏

