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PRESS RELEASE 

  2021年 1月 7日 

報道関係者各位 

GMO クリック証券株式会社 

 
金・原油・株価指数・外国株など世界中の資産に投資できる 

CFD祭り第 2弾 「CFDも、やっぱり GMO！」 キャンペーン開始 

～ 「C・F・D・G・M・O」が隠れている都道府県のカタログギフトをプレゼント！ ～ 

 

GMO インターネットグループの GMO フィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、金融商品取引業を営

む 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、2021

年 1 月 7 日（木）より、CFD 祭り第 2 弾 「CFD も、やっぱり GMO！ご当地ギフトでお出かけ気分♪」 キャンペーン

を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本キャンペーンでは、CFD取引専用スマートフォンアプリ「GMOクリック CFD」の誕生を記念して、キャンペーン期間中

に条件をすべて満たした個人のお客様の中から抽選で 1,000 名様に「C・F・D・G・M・O」が隠れている都道府県のカタ

ログギフトをプレゼントいたします。 

 

■キャンペーン概要 

期 間 

・キャンペーン申込期間：2021年 1月 7日（木）～2021年 2月 26日（金） 

・取引回数集計期間：2021年 1月 7日（木）10:00約定分～2021年 2月 26日（金）

翌 7:00約定分 

内 容 

キャンペーン期間中に、以下の3つの条件をすべて満たした個人のお客様の中から抽選で 1,000

名様に「C・F・D・G・M・O」が隠れている都道府県のカタログギフトをプレゼントいたします。 

条件 1 ：キャンペーンページからキャンペーンのお申し込み 

条件 2 ：新アプリ GMO クリック CFD から商品 CFD銘柄を 1回以上取引 

条件 3 ：新アプリ GMO クリック CFD から証券 CFD銘柄を 1回以上取引 

※条件 1～3 を満たす順番は問いません。 

※新規建て取引のみ対象としてカウントいたします。 

※すでに「GMO クリック CFD」で新規取引をしたお客様も対象になります。 

※商品 CFD銘柄、証券 CFD銘柄の詳細や取引時間については、下記をご参照ください。 

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

https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/lineup/
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商 品 

千葉県、福島県、北海道、岐阜県、宮城県、大分県のカタログギフトの中から、いずれか一つ

をプレゼントいたします。 

※カタログギフトの地域はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。 

当選発表 

当選者の発表は、当選者の方へのご連絡をもって代えさせていただきます。 

当選者の方には、2021 年 3 月中旬頃に、会員ページ【マイページ】-【トップページ】の「お知ら

せ」にてご連絡いたします。 

発送時期 2021年 3月下旬頃から順次発送いたします。 

発送方法 
キャンペーン申込フォームにご入力されたご住所宛にお送りいたします。 

※配送希望日、時間帯のご指定はできませんので、あらかじめご了承ください。 

注意事項 

 お一人様一回限りのお申し込みとさせていただきます。 

 法人のお客様は本キャンペーンの対象外とさせていただきます。 

 すでに CFD 取引口座を開設されているお客様も新規で開設されたお客様も対象となります。 

 「商品 CFD銘柄」とは、原油、金スポット、銀スポット、天然ガス、大豆、コーンの 6銘柄です。 

 「証券 CFD 銘柄」とは、株価指数 CFD 銘柄、株式 CFD 銘柄およびバラエティ CFD 銘柄を

いいます。 

 キャンペーン期間中に未約定の注文についてはカウントされません。 

 キャンペーン該当状況に関するお問い合わせにはお答えできません。 

 本キャンペーンの適用条件は、景品表示法等の法令等の解釈の変更、監督官庁の指示そ

の他当社の業務上の必要が生じたときは、予告なく変更されることがあります。 

 商品発送までに口座を解約された方は、本キャンペーンの対象外となります。 

 発送先にてキャンペーン商品がお受け取りいただけず当社に戻ってきた場合、再送はできませ

んので、あらかじめご了承ください。 

 定期メンテナンス中（毎日 5：30～6：00、土曜 8：00～9：00）は、キャンペーンのお申

し込みを受け付けておりません。 

 

キャンペーンの詳細は、下記をご覧ください。 

https://www.click-sec.com/corp/campaign/cfd_2101/ 

 

■CFD とは？ 

CFD は、一つの口座で金・原油や株価指数、米国株や中国株など、世界中の資産に投資することができる金融商

品です。当社では、CFD をより多くのお客様に知っていただくために、CFD の魅力を分かりやすく解説するページ「はじめ

ての CFD」をご用意しております。ぜひご覧ください。 

 

≪はじめての CFD≫ 

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

 

■商品 CFD とは？ 

商品 CFD とは、商品のスポット取引や先物を参照原資産とする CFDのことです。GMO クリック証券では、原油、金

スポット、銀スポット、天然ガス、大豆、コーンの 6種類の銘柄をお取引いただけます。 

 

https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/study/
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■証券 CFD とは？ 

証券 CFD とは、株式や株価指数、ETF を参照原資産とする CFDのことです。GMO クリック証券では、日本 225、

米国 30 を代表とするたくさんの銘柄をご用意しています。 

※米国株、中国株 2020年 11 月当社 CFD 売買代金ランキング上位 5銘柄 

 

■「GMO クリック CFD」について（2020年 12月 8日リリース） 

 

「GMO クリック CFD」は、スマートフォンだけでお取引に必要なすべての

操作が完結する、究極のオールインワン CFD 取引アプリ（ iOS 版 / 

Android版）です。 

FX 取引アプリで培った技術を活かして快適な操作感はそのままに、高機

能チャートや各種アラート機能を搭載し、従来の CFD 取引アプリを上回る

充実の機能を実現しました。 

「GMO クリック CFD」のデモ取引は、口座開設がお済みでないお客様も

登録不要で無料でご体験いただけます。 

 

 

≪取引ツール - GMO クリック CFD - ≫ 

https://www.click-sec.com/corp/tool/cfd_app/ 

※iOS は、Apple Inc.の OS名称です。 

※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。 

 

当社は、今後も業界最安値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。 

 

 

【GMO クリック証券株式会社について】 

GMO クリック証券株式会社は 2005年 10月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便利

にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。 

 

≪GMO クリック証券公式 Facebook ページ≫ 

https://www.facebook.com/gmoclicksec 

 

https://www.click-sec.com/corp/tool/cfd_app/
https://www.facebook.com/gmoclicksec
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【会社概要】  URL：https://www.click-sec.com/ 

商号 ：GMO クリック証券株式会社  

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス 

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 

設立年月日 ：2005年 10月 28日 

 

GMO クリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 77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、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

【報道関係の方からのお問い合わせ】 

GMO クリック証券株式会社 経営企画部 

TEL：03-6221-0203 FAX：03-3770-3005 

E-mail：public@click-sec.com 

https://www.click-sec.com/

