
証券 CFD 取引約款 新旧対照表 

新 旧 

（規程名） 

有価証券関連店頭 CFD 取引（証券 CFD 取

引）約款 
 

（以下「店頭 CFD 取引」を「証券 CFD 取

引」に変更） 
 

e ワラント証券株式会社 

2020 年 2 月 27 日制定 

2021 年 4 月 16 日改訂 
 
 

第 2 条（リスク及び自己責任の原則） 

お客様は、本約款の事項を承諾し、本取引

の内容及び仕組み、リスクを理解の上、自

らの判断と責任において当社と取引するこ

とに合意します。お客様は、本取引の特

徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本

取引に関する取引条件等について、本約款

及び取引説明書を十分に理解及び検討し、

また次の各号に掲げるリスク等を十分に理

解した上で、お客様の判断と責任において

本取引を行うものとします。 

（略） 

（（10）削除）（以下号番繰り上げ） 

（略） 
 
 
 

第 3 条（用語の定義） 

本約款において、次に掲げる用語の定義

は、以下の各号に定めるとおりとします。 

（（1）削除）（以下号番繰り上げ） 
 
 

（1）「取引証拠金」とは、本取引を行う

ために必要な担保金をいいます。 

（2）「有効証拠金」とは、お客様の資金

残高にポジションの未決済損益総額を加減

算したお客様の資金残高の時価評価額をい

います。 

（規程名） 

店頭 CFD 取引約款 
 
 
 
 
 

e ワラント証券株式会社 

2020 年 2 月 27 日制定 
 
 
 

第 2 条（リスク及び自己責任の原則） 

お客様は、本約款の事項を承諾し、本取引

の内容及び仕組み、リスクを理解の上、自

らの判断と責任において当社と取引するこ

とに合意します。お客様は、本取引の特

徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本

取引に関する取引条件等について、本約款

及び取引説明書を十分に理解及び検討し、

また次の各号に掲げるリスク等を十分に理

解した上で、お客様の判断と責任において

本取引を行うものとします。 

（略） 

（10）本取引に関連して発生する金利調整

額等は、金利状況により変動するため、損

失が発生するおそれがあること。 

（略） 
 

第 3 条（用語の定義） 

本約款において、次に掲げる用語の定義

は、以下の各号に定めるとおりとします。 

（1）「営業日」とは、取引銘柄毎に国内

及び外国の金融機関の営業日を考慮して、

当社が定めた日を指すものとします。 

（2）「取引証拠金」とは、本取引を行う

ために必要な担保金をいいます。 

（3）「有効証拠金」とは、お客様の資金

残高にポジションの未確定損益総額を加減

算したお客様の資金残高の時価評価額をい

います。 
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（3）「必要証拠金」（または「使用証拠

金」）とは、取引銘柄毎に定められた、取

引を行う場合及び保有するポジションを維

持する場合に必要となる証拠金の額をいい

ます。 

（4）「余剰証拠金」とは、有効証拠金か

ら必要証拠金を控除した額をいいます。 

（5）「通知」とは、当社が提供するオン

ライントレードシステム（以下、「本シス

テム」という。）を通じて、又はその他の

方法により、お知らせする内容を確認でき

るようにすることをいいます。 

（6）「取引レート」とは、市場又はカバ

ー先から配信された価格を参考にし、当社

所定の基準に従い当社が独自に提示する価

格をいいます。 

（7）「ポジション（建玉）」とは、お客

様の買い注文又は売り注文により成立した

取引のうち、未決済の取引をいいます。 

（8）「反対売買」とは、ポジションを転

売又は買戻しにより差金決済することをい

います。 
 

（削除） 
 
 

（9）「営業日」とは、国内外の金融機関

等の営業日を勘案し、当社が定めた日をい

います。原則として日本時間午前 7 時から

翌午前 7 時までを 1 営業日（米国標準時間

採用時）とします。なお、米国夏時間採用

時の場合には、日本時間午前 6 時から翌午

前 6 時までを 1 営業日とします。 

（10）「最終営業時間（EOD）」とは、当

社の定める営業日の最終時間のことをいい

ます。 

（11）「ロールオーバー」とは、EOD をま

たいで翌営業日にポジションを持ち越すこ

とをいいます。 

（12）「スワップ」とは、ロールオーバー

した場合に、当社のカバー先が当社に提示

（4）「必要証拠金」（または「使用証拠

金」）とは、取引銘柄毎に定められた、取

引を行う場合及び保有するポジションを維

持する場合に必要となる証拠金の額をいい

ます。 

（5）「余剰証拠金」とは、有効証拠金か

ら必要証拠金を控除した額をいいます。 

（6）「通知」とは、当社が提供するオン

ライントレードシステム（以下、「本シス

テム」という。）を通じて、又はその他の

方法により、お知らせする内容を確認でき

るようにすることをいいます。 

（7）「取引レート」とは、市場又はカバ

ー先から配信された価格を参考にし、当社

所定の基準に従い当社が独自に提示する価

格をいいます。 

（8）「ポジション」とは、お客様の買い

注文又は売り注文により成立した取引のう

ち、未決済の取引をいいます。 

（9）「反対売買」とは、ポジションを転

売又は買戻しにより差金決済することをい

います。 

（10）「金利調整額等」とは、取引の対象

となる外貨と円貨、外貨同士の金利差調整

分を換算し、清算した金額等をいいます。 
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する額を参考に当社が独自に算出するもの

をいいます。 

（13）「配当調整額」とは、買いポジショ

ンで保有する場合は、配当金を受け取る権

利に相当する調整金をいいます。他方、売

りポジションで保有する場合は、配当金を

支払う義務に相当する調整金をいいます。

株価指数 CFD は、配当調整額の対象とな

ります。EOD 時点でポジションを保有して

いた場合、原則として買いポジションは配

当調整額の受取りとなり、売りポジション

は支払いとなります。 

（14）「ロスカット」とは、本取引による

お客様の損失拡大を防ぐ為にポジションを

強制的に反対売買することをいいます。 

（15）「不足金」とは金融指標の数値の変

動により、このルールに基づくロスカット

が執行されて損失を生じ、当該損失の額が

取引証拠金の額を上回った場合の金額を指

します。 
 

第 9 条（口座開設） 

お客様は、本取引を行うことを目的とし

て、本約款、取引説明書その他当社の定め

る規則等に同意の上、本人確認の手続等、

当社所定の手続により取引口座の開設の申

込を行なうものとします。ただし、口座開

設の申込みにあたっては、以下の各号の要

件を満たしていることを必要とします。 

（1）本取引の特徴、仕組み、リスクにつ

いて十分に理解し、本約款及び取引説明書

その他当社の定める規則等に全て同意して

いただくこと。 

（2）当社から電子メール又は電話で直

接、口座開設者ご本人と常時連絡が取れる

こと。お客様が法人の場合、取引担当者と

常時連絡が取れること。 

（3）インターネット利用環境が整ってお

りご自身の電子メールアドレスをお持ちで

あること 

（4）契約締結前交付書面、契約締結時交

付書面、取引残高報告書、証拠金の受領に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（11）「ロスカット」とは、本取引による

お客様の損失拡大を防ぐ為にポジションを

強制的に反対売買することをいいます。 

（12）「不足金」とは金融指標の数値の変

動により、このルールに基づくロスカット

が執行されて損失を生じ、当該損失の額が

取引証拠金の額を上まわった場合の金額を

指します。 
 

第 9 条（口座開設） 

お客様は、本取引を行うことを目的とし

て、本約款、取引説明書その他当社の定め

る規則等に同意の上、本人確認の手続等、

当社所定の手続により取引口座の開設の申

込を行なうものとします。ただし、口座開

設の申込みにあたっては、以下の各号の要

件を満たしていることを必要とします。 

（1）本取引の特徴、仕組み、リスクにつ

いて十分に理解し、本約款及び取引説明書

その他当社の定める規則等に全て同意して

いただくこと。 

（2）当社から電子メール又は電話で直

接、口座開設者ご本人と常時連絡が取れる

こと。お客様が法人の場合、取引担当者と

常時連絡が取れること。 

（3）インターネット利用環境が整ってお

りご自身の電子メールアドレスをお持ちで

あること 

（4）契約締結前交付書面、契約締結時交

付書面、取引残高報告書、証拠金の受領に
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係る書面その他金融商品取引法上交付すべ

き書面を電磁的方法により提供すること

を、書面又は電磁的方法によりご承諾頂け

ること。 

（5）日本国のみに居住し、原則として満 

20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個

人（成年被後見人、被保佐人、被補助人を

除く。）であること。お客様が法人の場

合、日本国内に本店が登記されている法人

であること、かつ取引担当者及びすべての

実質的支配者が日本国のみに居住している

ことその他当社の定める取引開始基準を充

足すること。 

（6）本サービスにかかる本約款及び取引

説明書その他当社の定める規則等を理解す

るに十分な日本語の能力をお持ちであるこ

と。 

（7）お客様が当社に指示する金融機関口

座（振込先預金口座）は、国内の金融機関

口座であること。 

（8）お客様の個人情報を正確にご登録頂

けること及び所定の本人確認が行えるこ

と。 

（9）マネー・ローンダリング等の公序に

反する取引その他不法又は不正の疑いのあ

る取引に利用するために本取引を行わない

こと並びに反社会的勢力の団体及びその一

員でないこと。 

（10）金融商品取引業者、登録金融機関に

勤務していないこと。 
 
 
 
 

（11）お客様、お取引担当者及びその家族

が、外国 PEPs（犯罪による収益の移転防

止に関する法律施行規則 15 条に掲げる

者）に該当しないこと。お客様が法人の場

合、すべての実質的支配者が外国 PEPs に

該当しないこと。 

（12） その他当社が定める基準を満たし

ていること 

係る書面その他金融商品取引法上交付すべ

き書面を電磁的方法により提供すること

を、書面又は電磁的方法によりご承諾頂け

ること。 

（5）日本国のみに居住する原則として満 

20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個

人（成年被後見人、被保佐人、被補助人を

除く。）であること。お客様が法人の場

合、日本国内に本店が登記されている法人

であること、かつ取引担当者及びすべての

実質的支配者が日本国のみに居住している

ことその他当社の定める取引開始基準を充

足すること。 

（6）本サービスにかかる本約款及び取引

説明書その他当社の定める規則等を理解す

るに十分な日本語の能力をお持ちであるこ

と。 

（7）お客様が当社に指示する金融機関口

座（振込先預金口座）は、国内の金融機関

口座であること。 

（8）お客様の個人情報を正確にご登録頂

けること及び所定の本人確認が行えるこ

と。 

（9）マネーローンダリング等の公序に反

する取引その他不法又は不正の疑いのある

取引に利用するために本取引を行わないこ

と並びに反社会的勢力の団体及びその一員

でないこと。 

（10）金融商品取引に関する業務を行う業

者（法令又は加入する金融商品取引業協会

の定める規則等によって、所属する役職員

による本取引が禁止され又は不適切である

とされている場合に限る。）に勤務してい

ないこと。 

（11）お客様、お取引担当者及びその家族

が、外国 PEP’s（犯罪による収益の移転防

止に関する法律施行規則 15 条に掲げる

者）に該当しないこと。お客様が法人の場

合、すべての実質的支配者が外国 PEP’s に

該当しないこと。 

（12） その他当社が定める基準を満たし

ていること 
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（略） 
 

第 12 条（取引レート） 

当社がお客様に提示する取引レート（売買

価格）は、市場又はカバー先から配信され

た価格を参考に、当社が独自に算出した取

引レートであることにお客様は同意するも

のとします。 

2 当社は、お客様が売ることができるレ

ート（Bid）及び買うことができるレート

（Ask）を、本システムを通じて原則とし

て同時に提示するものとします。 

（略） 
 

第 14 条（ロールオーバー） 

お客様が、お客様のポジションについて反

対売買等の決済取引を行わない場合、当社

は、決済期限をその翌営業日に繰り延べる

ロールオーバーの処理を行うとともに、お

客様の取引口座にて、お客様のポジション

に応じて、スワップ、配当調整額を適用さ

せるものとします。 
 

2 前項のスワップ及び配当調整額は、当社

のカバー先が当社に提示する額を参考に、

当社が独自に算出したスワップ及び配当調

整額であることにお客様は同意するものと

します。 

3  当社が提供するスワップは随時変更さ

れる可能性があることをお客様は同意する

ものとします。 
 
 
 
 
 

第 15 条（ロスカット） 

当社は、お客様のポジションを、当社の定

める頻度で、当社の提示する取引レートで

時価評価をし、余剰証拠金が 0（ゼロ）以

下になった場合、お客様に事前に通知する

ことなく、お客様のポジションをお客様の

（略） 
 

第 12 条（取引レート） 

当社がお客様に提示する取引レート（売買

価格）は、市場又はカバー先から配信され

た価格を参考に、当社が独自に生成した取

引レートであることにお客様は同意するも

のとします。 

2 当社は、お客様が売ることができるレ

ート（Bid）及び買うことができるレート

（Offer）を、本システムを通じて原則と

して同時に提示するものとします。 

（略） 
 

第 14 条（ロールオーバー） 

お客様が、お客様のポジションについて反

対売買等の決済取引を行わない場合、当社

は、決済期限をその翌営業日に繰り延べる

ロールオーバーの処理を行うとともに、お

客様の取引口座にて、お客様のポジション

の損益、スワップポイント（金利差調整

分）及び金利調整額]、配当金調整額の受

け払いを行うものとします。 

2 前項のスワップポイント及び金利調整

額、配当金調整額は、当社のカバー先が当

社に提示する額を参考に、当社が独自に生

成した金利調整額、配当金調整額であるこ

とにお客様は同意するものとします。 

3  市場は、しばしば大きく変動すること

があり、その結果スワップポイント及び金

利調整額にも影響します。このことで当社

が提供するスワップポイント及び金利調整

額は随時変更される可能性があり、場合に

よってはスワップポイント及び金利調整額

が受取から支払いに転じることがあること

をお客様は同意するものとします。 

第 15 条（ロスカット） 

当社は、お客様のポジションを、当社の定

める頻度で、当社の提示する取引レートで

時価評価をし、余剰証拠金が 0（ゼロ）以

下になった場合、お客様に事前に通知する

ことなく、お客様のポジションをお客様の
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計算において当社が決済（ロスカット）す

るものとします。 

2 前項に定める決済は成行により処理す

るものとし、お客様は、市場環境によりお

客様が預託した取引証拠金を超える損失が

発生する可能性があることを承諾するもの

とします。 

（略） 

第 16 条（決済に伴う不足金等の取扱） 

お客様がポジションを決済したことにより

損金が生じた場合で、当該損金の額が、当

社がお預かりしている取引証拠金及びお客

様の計算に属する金額を上回る不足金が生

じたときは、お客様は当社の請求により当

該不足金の発生した決済日の翌々営業日の

日本時間午後 3 時までに当該不足金額をお

客様の取引口座に差し入れるものとしま

す。 

（略） 

4 ポジションが決済されたことで、損金

が生じ、当該損金額が取引口座内の使用可

能現金額を超える場合（不足金の発生）に

おいて、お客様が当社に対し負担する債務

を所定の時限までに履行しないときは、当

社は、通知、催告を行わず、かつ法律上の

手続きによらないで、当社が占有している

お客様の有価証券等及びその他の財産を、

お客様の計算において、その方法、時期、

場所、価格等は当社の任意で処分し、その

取得金から諸費用を差し引いた残額を法定

の順序にかかわらず債務の弁済に充当する

ことができるものとし、また当該弁済充当

を行った結果、残債務がある場合は、お客

様は直ちに弁済を行うものとします。証券

CFD 取引口座において不足金が発生した場

合、当社はお客様の計算において、総合口

座およびカバードワラント口座内の資金を

振りかえる他、建玉の一部乃至は全部を決

済し、不足金に充当することが出来るもの

とします。 

第 17 条（配当等） 

計算において当社が任意に決済（ロスカッ

ト）するものとします。 

2 前項に定める強制決済は成行により処

理するものとし、お客様は、市場環境によ

りお客様が預託した取引証拠金を超える損

失が発生する可能性があることを承諾する

ものとします。 

（略） 

第 16 条（決済に伴う不足金等の取扱） 

お客様がポジションを決済したことにより

確定損金が生じた場合で、当該確定損金の

額が、当社がお預かりしている取引証拠金

及びお客様の計算に属する金額を上回る不

足金が生じたときは、お客様は当社の請求

により当該不足金の発生した決済日の翌々

営業日の日本時間午後 3 時までに当該不足

金額をお客様の取引口座に差し入れるもの

とします。 

（略） 

4 ポジションが決済されたことで、確定

損金が生じ、当該確定額が取引口座内の使

用可能現金額を超える場合（不足金の発

生）において、お客様が当社に対し負担す

る債務を所定の時限までに履行しないとき

は、当社は、通知、催告を行わず、かつ法

律上の手続きによらないで、当社が占有し

ているお客様の有価証券等及びその他の財

産を、お客様の計算において、その方法、

時期、場所、価格等は当社の任意で処分

し、その取得金から諸費用を差し引いた残

額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に

充当することができるものとし、また当該

弁済充当を行った結果、残債務がある場合

は、お客様は直ちに弁済を行うものとしま

す。CFD 取引口座において不足金が発生し

た場合、当社はお客様の計算において、総

合口座およびカバードワラント口座内の資

金を振りかえる他、建玉の一部乃至は全部

を決済し、不足金に充当することが出来る

ものとします。 

第 17 条（配当等） 
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株価指数直物 CFD 取引においては未決済

のポジションに対して配当金相当額（配当

調整額）の受払いが発生します。売りポジ

ションに対しては配当調整額の支払いとな

り、お客様の証拠金が減少する(損失)こと

となります。配当調整額は各国の税制に基

づき決定されるため、原資産に対して支払

われた配当金等の全額が受け払いされると

は限りません。 
 
 

第 35 条（本約款の変更） 

本約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに随時変更す

ることがあります。 

2 前項のほか、次の各号に掲げる場合、

当社はその裁量により、この約款を変更す

ることができるものとします。 

（1）この約款の変更が、お客様の一般の

利益に適合するとき 

（2）この約款の変更が、契約をした目的

に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性、変更の内容その他の変更に

係る事情に照らして合理的なものであると

き 

3  当社は前項による約款の変更にあたり、

変更後の約款の効力発生日の相当期間前ま

でに、約款を変更する旨及び変更後の約款

の内容とその効力発生日を当社WEB サイ

ト（ｈｔｔｐｓ：／／ｃｆｄ．ｅｗａｒｒ

ａｎｔ－ｄｉｒｅｃｔ．ｃｏｍ／ｉｎｆｏ

／）に掲示します。 

（略） 

以上 

株価指数直物 CFD 取引においては未決済

のポジションに対して配当金相当額の受払

いが発生します。売りポジションに対して

は配当金相当額の支払いとなり、お客様の

証拠金が減少する(損失)こととなります。

配当金相当額は各国の税制に基づき決定さ

れるため、原資産に対して支払われた配当

金等の全額が受け払いされるとは限りませ

ん。また限月の交代により、価格調整額の

受け払いが発生することとなります。 
 

第 35 条（本約款の変更） 

本約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに随時改訂す

ることがあります。 

２ 前項のほか、次の各号に掲げる場合、

当社はその裁量により、この約款を変更す

ることができるものとします。 

（1）この約款の変更が、お客様の一般の

利益に適合するとき 

（2）この約款の変更が、契約をした目的

に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性、変更の内容その他の変更に

係る事情に照らして合理的なものであると

き 

３  当社は前項による約款の変更にあた

り、変更後の約款の効力発生日の１か月前

までに、約款を変更する旨及び変更後の約

款の内容とその効力発生日を当社ウェブサ

イト（ｗｗｗ．ｅｗａｒｒａｎｔ．ｃｏ．

ｊｐ／ｉｎｆｏ／）に掲示します。 
 

（略） 

以上 
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新 旧 

（規程名） 

有価証券関連店頭 CFD 取引（証券 CFD 取

引）契約締結前交付書面兼取引説明書 

（以下店頭 CFD 取引」を「証券 CFD 取

引」に変更） 
 
 

この書面には、有価証券関連店頭 CFD 取

引（以下「証券 CFD 取引」といいま

す。）を行っていただく上でのリスクや留

意点が記載されています。あらかじめよく

お読みいただき、ご不明な点は、お取引開

始前にご確認ください。 

CFD とは Contract For Difference の略称であ

るデリバティブ（金融派生商品）になりま

す。当社の提供する証券 CFD 取引は、有

価証券の価格又は有価証券指標を参照して

行われる取引であり、取引開始時点の価格

と取引終了時点の価格との差額により決済

が行われる差金決済取引です。 

この取引は、取引対象である銘柄の価格の

変動等により損失が生じることがあり、元

本が保証された取引ではありません。ま

た、多額の利益が得られることもある反

面、多額の損失を被る危険を伴う取引で

す。従いまして、取引を開始する場合又は

継続して行う場合には、本書面のみでな

く、取引の仕組みやリスクについて十分に

ご確認いただき、自己の資力、取引経験及

び投資目的に照らして適切であると判断す

る場合にのみ、自己の責任においてお取引

をしていただきますようお願い申し上げま

す。 

お客様が当社と証券 CFD 取引を行われる

に当たっては、本書面を十分にお読みいた

だき、その内容をご理解頂いたうえで、取

引口座開設をお申込みいただきますようお

願い申し上げます。 

なお、本書面のほか、お客様は当社と証券

CFD 取引を行う上で、当社の規程又は約款

や約諾書、取引ルール等に拘束されますの

（規程名） 

店頭 CFD 取引契約締結前交付書面兼取引

説明書 

（以下店頭 CFD 取引」を「証券 CFD 取

引」に変更） 
 
 

この書面には、店頭 CFD 取引を行ってい

ただく上でのリスクや留意点が記載されて

います。あらかじめよくお読みいただき、

ご不明な点は、お取引開始前にご確認くだ

さい。 
 

CFD とは Contract For Difference の略称であ

るデリバティブ（金融派生商品）になりま

す。当社の提供する店頭 CFD 取引は、有

価証券の価格又は有価証券指標を参照して

行われる取引であり、取引開始時点の価格

と取引終了時点の価格との差額により決済

が行われる差金決済取引です。 

この取引は、取引対象である銘柄の価格の

変動等により損失が生じることがあり、元

本が保証された取引ではありません。ま

た、多額の利益が得られることもある反

面、多額の損失を被る危険を伴う取引で

す。従いまして、取引を開始する場合又は

継続して行う場合には、本説明書のみでな

く、取引の仕組みやリスクについて十分に

ご確認いただき、自己の資力、取引経験及

び投資目的に照らして適切であると判断す

る場合にのみ、自己の責任においてお取引

をしていただきますようお願い申し上げま

す。 

お客様が当社と店頭 CFD 取引を行われる

に当たっては、本説明書を十分にお読みい

ただき、その内容をご理解頂いたうえで、

取引口座開設をお申込みいただきますよう

お願い申し上げます 

なお、本説明書のほか、お客様は当社と店

頭 CFD 取引を行う上で、当社の規程又は

約款や約諾書、取引ルール等に拘束されま
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であらかじめよくお読みいただき、ご確

認、ご同意の上でお取引ください。 
 
 

本取引は金融商品取引法において不招請勧

誘の対象となっている店頭デリバティブ取

引であるため、お客様より事前に要請がな

い限り訪問・電話による勧誘は出来ない取

引です。 

ただし、以下の場合は適用されません。 

１． 法人のお客様の取引 

２． 当該取引に関して特定投資家又は

特定委託者に移行されているお客様の取引 

３． 勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取

引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決

済の残高をお持ちのお客様 

当社の店頭デリバティブ取引に係る契約は

適用除外事項すべてに該当する場合をのぞ

いて、お客様からの明確な勧誘要請がない

場合は勧誘行為を行いません。 
 
 
 

【証券 CFD 取引のリスク等重要事項につ

いて】 

＜証券 CFD 取引のリスク＞ 

・お客様が行う証券 CFD 取引の総取引額

（想定元本）は、その取引についてお客様

が預託した証拠金の額に比べて大きくなり

ます。必要証拠金の額は銘柄によって異な

るため、総取引額の証拠金額に対する比率

は、お客様のお取引される証券 CFD 取引

に応じて異なります。 

・お客様が行う証券 CFD 取引は元本が保

証された取引ではありません。取引を開始

された後、証券 CFD 取引の原資産となる

有価証券の価格や有価証券指標がお客様に

とって不利な方向に変動した場合、お客様

は損失を被るおそれがあります。また、当

該損失の額がお客様の預託した証拠金の額

を上回るおそれがあります。お客様の取引

による損失が、お客様の預託した証拠金の

すのであらかじめよくお読みいただき、ご

確認、ご同意の上でお取引ください。 
 
 

本取引は金融商品取引法において不招請勧

誘の対象となっている店頭デリバティブ取

引であるため、お客様より事前に要請がな

い限り訪問・電話による勧誘は出来ない取

引です。 

（但し以下の場合は適用されません） 

１． 法人のお客様の取引 

２． 当該取引に関して特定投資家また

は特定委託者に移行されているお客様の取

引 

３． 勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取

引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決

済の残高をお持ちのお客様。 

当社の店頭デリバティブ取引に係る契約は

適用例外すべて該当する場合をのぞいて、

お客様からの明確は勧誘要請がない場合は

勧誘行為を行いません。 
 
 

【店頭 CFD 取引のリスク等重要事項につ

いて】 

＜店頭 CFD 取引のリスク＞ 

・お客様が行う店頭 CFD 取引の総取引額

（想定元本）は、その取引についてお客様

が預託した証拠金の額に比べて大きくなり

ます。必要証拠金の額は銘柄によって異な

るため、総取引額の証拠金額に対する比率

は、お客様のお取引される店頭 CFD 取引

に応じて異なります。 

・お客様が行う店頭 CFD 取引は元本が保

証された取引ではありません。取引を開始

された後、店頭 CFD 取引の原資産となる

有価証券の価格や有価証券指標がお客様に

とって不利な方向に変動した場合、お客様

は損失を被るおそれがあります。また、当

該損失の額がお客様の預託した証拠金の額

を上回るおそれがあります。お客様の取引

による損失が、お客様の預託した証拠金の
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額を上回り、不足金が発生した場合は、当

該不足金を取引口座に差し入れていただく

必要があります。 

・お客様が行う証券 CFD 取引において、

売買に関する取引手数料は無料です。ただ

し、お客様が売ることができる価格

（Bid）と買うことができる価格（Ask）に

は差があり、ある瞬間における Bid は Ask

よりも低くなります。 

・経済指標の発表あるいは意図しない相場

の急変により、Bid と Ask の価格差（スプ

レッド）が通常より広がる可能性及び意図

した取引ができない可能性があります。 

・お客様が行う証券 CFD 取引では、損失

額が一定の水準を超えた場合、当社が定め

た方法により、お客様のポジションを強制

的に自動で決済するロスカット制度が設け

られていますが、当該制度はお客様資産の

一定額を保証するものではなく、相場状況

によりお客様の損失の額が、お客様の預託

した証拠金の額を上回る可能性がありま

す。 

・お客様が行う証券 CFD 取引は、インタ

ーネットを利用した取引であるため、通信

障害、システム障害、異常レートの配信等

により、取引不能、約定の取消し又は注文

価格から乖離した価格での約定となる可能

性があり、その結果としてお客様が損失を

被ることとなる可能性があります。 

・お客様が行う証券 CFD 取引は相対取引

であるため、お客様の取引の相手方である

当社、当社のカバー取引相手若しくはお客

様の資金の預託先のいずれかの業務又は財

産の状況が悪化した場合は、証拠金その他

のお客様の資金の返還が困難になること

で、お客様が損失を被る可能性がありま

す。 

＜手数料の概要＞ 

取引手数料は無料です。 
 
 
 

額を上回り、不足金が発生した場合は、当

該不足金を取引口座に差し入れていただく

必要があります。 

・お客様が行う店頭 CFD 取引において、

売買に関する取引手数料は無料です。ただ

し、お客様が売ることができる価格

（Bid）と買うことができる価格（Ask）に

は差があり、ある瞬間における Bid は Ask

よりも低くなります。 

・経済指標の発表あるいは意図しない相場

の急変により、Bid と Ask の価格差（スプ

レッド）が通常より広がる可能性及び意図

した取引ができない可能性があります。 

・お客様が行う店頭 CFD 取引では、損失

額が一定の水準を超えた場合、当社が定め

た方法により、お客様のポジションを自動

で決済するロスカット制度が設けられてい

ますが、当該制度はお客様資産の一定額を

保証するものではなく、相場状況によりお

客様の損失の額が、お客様の預託した証拠

金の額を上回る可能性があります。 
 

・お客様が行う店頭 CFD 取引は、インタ

ーネットを利用した取引であるため、通信

障害、システム障害、異常レートの配信等

により、取引不能、約定の取消し又は注文

価格から乖離した価格での約定となる可能

性があり、その結果としてお客様が損失を

被ることとなる可能性があります。 

・お客様が行う店頭 CFD 取引は相対取引

であるため、お客様の取引の相手方である

当社、当社のカバー取引相手若しくはお客

様の資金の預託先のいずれかの業務又は財

産の状況が悪化した場合は、証拠金その他

のお客様の資金の返還が困難になること

で、お客様が損失を被る可能性がありま

す。 

＜手数料の概要＞ 

取引手数料は無料です。ただし、お取引さ

れる店頭 CFD 取引によっては、別途、金

利調整額等が加味される場合がございま

す。詳細は、下記をご参照ください。 
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（略） 
 

【証券 CFD 取引のリスクについて】 

証券 CFD 取引は全てのお客様に無条件に

適しているものではなく、以下に掲げるよ

うな固有リスクが存在し、その他様々なリ

スクが想定されます。お客様の知識、経

験、財産の状況、および取引の目的等、

様々な観点から、お客様ご自身がお取引を

開始されることが適切であるかについて十

分にご検討していただきますようお願いい

たします。 

証券 CFD 取引には様々なリスクが存在し

ます。お客様はお取引を開始される前に当

社の提供する証券 CFD 取引（以下「本取

引」といいます。）に伴うリスクについて

十分にご理解していただく必要がございま

す。下記の内容をお読みになり、リスクに

ついて理解、納得された上で口座開設の手

続きを行っていただき、自己の判断と責任

において取引を行うことが肝要となりま

す。お客様ご自身が本取引を開始されるこ

とが適切であるかどうかについて十分ご検

討していただきますようお願いいたしま

す。なお、下記のリスクは、本取引の典型

的なリスクを示したもので、すべてのリス

クを示すものではありません。 

（略） 

◆ロスカットにおけるリスク 

本取引では、余剰証拠金が 0（ゼロ）以下

になった場合（有効証拠金の額が必要証拠

金の額以下となった状態であり、証拠金維

持率が 100％以下になった場合）、お客様

の未決済ポジションが評価損の大きいポジ

ションから順に、余剰証拠金が 0（ゼロ）

を上回るまで、自動的に成行注文による反

対売買により決済されます。この一連の処

理をロスカットと呼び、この処理は事前の

通知なく行われます。 

なお、この制度は、お客様の資産を保全す

ることを目的とした制度ですが、市場の動

（略） 
 

【店頭 CFD 取引のリスクについて】 

店頭 CFD 取引は全てのお客様に無条件に

適しているものではなく、以下に掲げるよ

うな固有リスクが存在し、その他様々なリ

スクが想定されます。お客様の知識、経

験、財産の状況、および取引の目的等、

様々な観点から、お客様ご自身がお取引を

開始されることが適切であるかについて十

分にご検討していただきますようお願いい

たします。 

店頭 CFD 取引には様々なリスクが存在し

ます。お客様はお取引を開始される前に当

社の提供する店頭 CFD 取引（以下「本取

引」といいます。）に伴うリスクについて

十分にご理解していただく必要がございま

す。下記の内容をお読みになり、リスクに

ついて理解、納得された上で口座開設の手

続きを行っていただき、自己の判断と責任

において取引を行うことが肝要となりま

す。お客様ご自身が本取引を開始されるこ

とが適切であるかどうかについて十分ご検

討していただきますようお願いいたしま

す。なお、下記のリスクは、本取引の典型

的なリスクを示したもので、すべてのリス

クを示すものではありません。 

（略） 

◆ロスカットにおけるリスク 

本取引では、リアルタイムで行われる値洗

いの結果、余剰証拠金が 0（ゼロ）以下に

なった場合（有効証拠金の額が必要証拠金

の額以下となった状態であり、証拠金維持

率が 100％以下になった場合）、お客様の

未決済ポジションが評価損の大きいポジシ

ョンから順に、余剰証拠金が 0（ゼロ）を

上回るまで、自動的に成行注文による反対

売買により決済されます。この一連の処理

をロスカットと呼び、この処理は事前の通

知なく行われます。 

なおこの制度は、お客様の資産を保全する

ことを目的とした制度ですが、市場の動向
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向によりお客様が預託された取引証拠金を

超える損失が生じる可能性があります。 

◆逆指値注文リスク及びロスカットリスク 

逆指値注文はお客様の損失を限定する効果

があるものと考えられますが、市場レート

がお客様のポジションに対し急激にかつ大

きく変動した場合や、逆指値注文が出てい

る状態で営業日をまたぎ、前営業日のクロ

ーズレートと翌営業日のオープンレートで

乖離がある場合等に、お客様が指定された

レートよりも不利なレートで約定する可能

性（スリッページの発生）があり、意図し

ていない損失を被ることがあります。ま

た、当社がシステム的に設定した『ロスカ

ットルール』についても同様に、取引にお

けるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的

ではありますが、市場レートの急激な変動

により預託した証拠金以上の損失を被る可

能性があります。なお、逆指値注文及びロ

スカットは、約定を優先させる取引である

ため、複数のカバー先からの配信レートの

中から、約定の可能性が高いと考えられる

レートを選択し適用することがあります。

そのため、お客様にとって不利なレートで

約定することがあること、また、当社レー

ト履歴に記載のない不利なレートで約定す

ることがあります。 

（略） 
 
 

1.お取引までの流れ 

1-1.取引口座 

お客様が本取引を行うためには、当社に対

し取引口座の開設を行っていただく必要が

あります。取引口座の開設の申し込みは、

当社 WEB サイトの口座開設申込フォーム

から行っていただきます。なお、当社で取

引口座を開設するにあたっては、原則とし

て次の条件を満たしていただく必要があり

ます。なお、取引口座開設のお申し込みを

いただきましても、当社の審査によりお客

によりお客様が預託された取引証拠金を超

える損失が生じる可能性があります 

◆逆指値注文リスク及びロスカットリスク 

逆指値注文はお客様の損失を限定する効果

があるものと考えられますが、市場レート

がお客様のポジションに対し急激にかつ大

きく変動した場合や、逆指値注文が出てい

る状態で営業日をまたぎ、前営業日のクロ

ーズレートと翌営業日のオープンレートで

乖離がある場合等に、お客様が指定された

レートよりも不利なレートで約定する可能

性（スリッページの発生）があり、意図し

ていない損失を被ることがあります。ま

た、システム的に設定されている『ロスカ

ットルール』についても同様に、取引にお

けるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的

ではありますが、市場レートの急激な変動

により預託した証拠金以上の損失を被る可

能性があります。なお、逆指値注文及びロ

スカットは、約定を優先させる取引である

ため、複数のカバー先からの配信レートの

中から、約定の可能性が高いと考えられる

レートを選択し適用することがあります。

そのため、お客様にとって不利なレートで

約定することがあること、また、当社レー

ト履歴に記載のない不利なレートで約定す

ることがあります。 

（略） 
 
 

1.お取引までの流れ 

1-1.取引口座 

お客様が本取引を行うためには、当社に対

し取引口座の開設を行っていただく必要が

あります。取引口座の開設の申し込みは、

当社 WEB サイトの口座開設申込フォーム

から行っていただきます。なお、当社で取

引口座を開設するにあたっては、原則とし

て次の条件を満たしていただく必要があり

ます。なお、取引口座開設のお申し込みを

いただきましても、当社の審査によりお客
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様のご希望に添いかねることもありますの

で、予めご了承ください。 

A.本取引の特徴、仕組み、リスク等につい

て十分に理解し、「証券 CFD 取引約款」

及び本書面の内容に全て同意していただ

き、ご自身の責任と判断で取引できるこ

と。 

B.当社が定める以下の基準を原則満たして

いること。 

①当社から電子メールもしくは電話で直

接口座開設者ご本人と常時連絡をとること

ができること。お客様が法人の場合、取引

担当者と常時直接の連絡が取れること。 

②知識・取引経験に関する事項 

デリバティブ取引についての取引経験があ

り、金融商品の特徴、リスク等を十分理解

していること。 

③契約締結目的に関する事項 投資資金

が余裕資金であり、投資目的が短期的な積

極運用ないしは保有資産のヘッジであるこ

と。 

④インターネットの利用環境が整ってお

り、ご自身の電子メールアドレスをお持ち

であること。 

⑤契約締結前の交付書面、契約締結時の

交付書面、取引残高報告書、証拠金の受領

に係る書面その他金融商品取引法上交付す

べき書面を電磁的方法により提供すること

を、書面又は電磁的方法によりご承諾いた

だけること。 

⑥日本国のみに居住し、原則として満 20

歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人

（成年被後見人、被保佐人、被補助人を除

く。）であること。お客様が法人の場合、

日本国内に本店が登記されている法人であ

ること、かつ取引担当者及び全ての実質的

支配者が日本国に居住していること。 

⑦本サービスにかかる証券 CFD 取引約款

及び本書面、その他当社の定める規則等を

理解するに十分な日本語の能力をお持ちで

あること。 

様のご希望に添いかねることもありますの

で、予めご了承ください。 

A.本取引の特徴、仕組み、リスク等につい

て十分に理解し、「店頭 CFD 取引約款」

及び本説明書の内容に全て同意していただ

き、ご自身の責任と判断で取引できるこ

と。 

B.当社が定める以下の基準を原則満たして

いること。 

①当社から電子メールもしくは電話で直

接口座開設者ご本人と常時連絡をとること

ができること。お客様が法人の場合、取引

担当者と常時直接の連絡が取れること。 

②知識・取引経験に関する事項 

・デリバティブ取引についての取引経験が

あり、金融商品の特徴、リスク等を十分理

解していること。 

③契約締結目的に関する事項 投資資金

が余裕資金であり、投資目的が短期的な積

極運用ないしは保有資産のヘッジであるこ

と。 

④インターネットの利用環境が整ってお

り、ご自身の電子メールアドレスをお持ち

であること。 

⑤契約締結前の交付書面、契約締結時の

交付書面、取引残高報告書、証拠金の受領

に係る書面その他金融商品取引法上交付す

べき書面を電磁的方法により提供すること

を、書面又は電磁的方法によりご承諾いた

だけること。 

⑥日本国に居住する満 20 歳以上、原則と

して 75 歳未満の行為能力を有する個人

（成年被後見人、被保佐人、被補助人を除

く。）であること。お客様が法人の場合、

日本国内に本店が登記されている法人であ

ること、かつ取引担当者及び全ての実質的

支配者が日本国に居住していること。 

⑦本サービスにかかる店頭 CFD 取引約款

及び本説明書、その他当社の定める規則等

を理解するに十分な日本語の能力をお持ち

であること。 
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⑧お客様が当社に登録する金融機関口座

（送金先預金口座）は、国内の金融機関口

座を指定していただけること。 

⑨お客様の個人情報を正確にご登録いた

だけること及び所定の本人確認が行えるこ

と。 

⑩マネー・ローンダリング等の公序に反

する取引その他不法又は不正の疑いのある

取引に利用するために本取引を行わないこ

と及び反社会的勢力の団体及びその一員で

ないこと。 

⑪金融商品取引業者、登録金融機関に勤

務していないこと。お客様が法人の場合、

デリバティブ取引を行うことが、法令その

他規則または定款、及びその他の内規等に

違反せず、法人又は団体等の意思決定機関

（取締役会等）により取引の承認及び取引

担当者の選任の決議のあること。 

（略） 
 
 
 
 
 

2.取引概要 

（略） 

2-2.取引銘柄 

A.取引銘柄 

取引可能な銘柄は、当社 WEB サイトをご

覧ください。なお、政情の急変その他の理

由により、取引銘柄が追加・変更・廃止さ

れる場合があり、その場合も当社WEB サ

イトで告知します。 

B.取引価格 

①当社がお客様に提示する取引価格は、

当社のカバー先から配信された取引価格を

参考に、当社所定の基準に従い、当社が独

自に提示する取引価格です。 

②当社はお客様に Bid と Ask を同時に提示

しますが、お客様は Bid の価格で売り注文

を、Ask の取引価格で買い注文をすること

が可能です。 

⑧お客様が当社に登録する金融機関口座

（送金先預金口座）は、国内の金融機関口

座を指定していただけること。 

⑨お客様の個人情報を正確にご登録いた

だけること及び所定の本人確認が行えるこ

と。 

⑩マネーロンダリング等の公序に反する

取引その他不法又は不正の疑いのある取引

に利用するために本取引を行わないこと及

び反社会的勢力の団体及びその一員でない

こと。 

⑪金融商品取引に関する業務を行う業者

（法令又は加入する金融商品取引業協会の

定める規則等によって、所属する役職員に

よる本取引が禁止され又は不適切であると

されている場合に限る。）に勤務していな

いこと。お客様が法人の場合、デリバティ

ブ取引を行うことが、法令その他規則また

は定款、及びその他の内規等に違反せず、

法人又は団体等の意思決定機関（取締役会

等）により取引の承認及び取引担当者の選

任の決議のあること。 

（略） 
 

2.取引概要 

（略） 

2-2.取引銘柄 

A.取引銘柄 

取引可能な銘柄は、当社 WEB サイトをご

覧ください。なお、政情の急変その他の理

由により、取引銘柄が追加・変更・廃止さ

れる場合があり、その場合も当社WEB サ

イトで告知します。 

B.取引価格 

①当社がお客様に提示する取引価格は、

当社のカバー先から配信された取引価格を

参考に、当社所定の基準に従い、当社が独

自に提示する取引価格です。 

②当社はお客様に Bid と Ask を同時に提示

しますが、お客様は Bid の価格で売り注文

を、Ask の取引価格で買い注文をすること

が可能です。 
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③Bidの取引価格と Ask の取引価格には値

差（スプレッド）があり、スプレッド分だ

け Ask の取引価格は Bid の取引価格よりも

高くなっています。 

④スプレッドは流動性や市場環境の急変

などにより変動する場合があります。 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.取引手数料 

本取引における口座維持管理費及び売買手

数料は無料とします。 
 

2-3.証拠金 

A.証拠金に関する説明 

【残高】 

入出金、実現損益及び配当調整額の受け払

いを反映させた、お客様の資金残高 
 

【有効証拠金】 

「残高」に、全てのポジションの未決済損

益総額及びスワップを加減算した、お客様

③Bidの取引価格と Ask の取引価格には値

差（スプレッド）があり、スプレッド分だ

け Ask の取引価格は Bid の取引価格よりも

高くなっています。 

④スプレッドは流動性や市場環境の急変

などにより変動する場合があります。 

(ア)金利調整額（オーバーナイト金利） 

株価指数 CFD は、金利調整額（オーバー

ナイト金利）の対象となります。ニューヨ

ーク時間午後 5 時（米国標準時間採用時：

日本時間午前 7 時、米国夏時間採用時：日

本時間午前 6 時）にポジションを持ち越し

た場合、金利調整額の受払いの対象となり

ます。金利は、株価指数 CFD の該当国に

おける実勢市場金利に基づいて算出されま

すが、当該国の通貨金利水準動向によって

支払額の増加及び受取額の減少、もしくは

買建玉、売建玉ともに支払いの場合もあり

ます。 

C.配当金調整額 

株価指数 CFD は、配当金調整額の対象と

なります。配当金調整額発生日のニューヨ

ーク時間午後 5 時（米国標準時間採用時：

日本時間午前 7 時、米国夏時間採用時：日

本時間午前 6 時）にポジションを持ち越し

た場合、原則として買いポジションは配当

金調整額の受取りとなり、売りポジション

は支払いとなります。 
 
 
 
 
 

2-3.証拠金 

A.証拠金に関する説明 

【残高】 

入出金、実現損益及び金利調整額、配当金

調整額の受け払いを反映させた、お客様の

資金残高 

【有効証拠金】 

「残高」に、全てのポジションの未確定損

益総額を加減算した、お客様の資金残高の
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の資金残高の時価評価額であり、リアルタ

イムに算定されます。 

【必要証拠金】 

銘柄毎の取引及び保有するポジションを維

持するために必要な証拠金 

【余剰証拠金】 

有効証拠金から必要証拠金を控除した額で

あり、余剰証拠金の範囲で新たなポジショ

ンを保有したり、出金したりすることが可

能です。 

余剰証拠金＝有効証拠金−必要証拠金 

【証拠金維持率】 

必要証拠金に対する有効証拠金の比率 

証拠金維持率＝有効証拠金÷必要証拠金
×100(%) 

※お客様の取引口座の状況により、ご希望

額の出金ができない場合がありますので、

予めご了承ください 

※お客様の証拠金維持率が 120%を下回っ

た時に「証拠金維持率低下の通知」がメー

ルで送られます。 

B.必要証拠金の金額 

最小取引単位（詳しくは当社 WEB サイト

をご覧ください）の必要証拠金の額は、取

引総代金（想定元本）に対し 10％以上に

なる金額で、銘柄毎に当社が別途定めま

す。 
 

①必要証拠金の額は、予告なく変更される

場合があります。 

②上記の変更により、お客様の資金残高の

時価評価額（有効証拠金）がポジションを

維持するために必要な金額を満たさない場

合、お客様に事前に通知することなく、ロ

スカットによりポジションが決済されま

す。 

※本取引では、1 日に 1 回（毎営業日の日

本時間午前 11 時）必要証拠金について値

洗いを行います。値洗いは、買いポジショ

ンに対しては Ask、売りポジションに対し

ては Bid を用いて必要証拠金を再計算しま

す。 

時価評価額であり、リアルタイムに算定さ

れます 

【必要証拠金】 

銘柄毎の取引及び保有するポジションを維

持するために必要な証拠金 

【余剰証拠金】 

有効証拠金から必要証拠金を控除した額で

あり、余剰証拠金の範囲で新たなポジショ

ンを保有したり、出金したりすることが可

能です 

余剰証拠金＝有効証拠金−必要証拠金 

【証拠金維持率】 

必要証拠金に対する有効証拠金の比率 

証拠金維持率＝有効証拠金÷必要証拠金
×100(%) 

※お客様の取引口座の状況により、ご希望

額の出金ができない場合がありますので、

予めご了承ください 
 
 
 

B.必要証拠金の金額 

最小取引単位（詳しくは当社 WEB サイト

をご覧ください）の必要証拠金の額は、個

人のお客様の場合取引総代金（想定元本）

に対し 10％以上、法人のお客様の場合は

10％以上になる金額で、銘柄毎に当社が別

途定めます。 

①必要証拠金の額は、予告なく変更される

場合があります 

②上記の変更により、お客様の資金残高の

時価評価額（有効証拠金）がポジションを

維持するために必要な金額を満たさない場

合、お客様に事前に通知することなく、ロ

スカットによりポジションが決済されます 
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C.証拠金の通貨 

証拠金は日本円のみの取扱いとします。外

貨及び有価証券の代用はできません。 

2-4.注文 

（略） 

F.決済期限、契約の終了について 

本取引は、ロスカットによる自動決済の場

合を除き、お客様が決済の指示をされるま

でポジションを繰り越す（ロールオーバー

する）ため、決済期限はありません。ま

た、取引時間内に反対売買することによ

り、ポジションの決済はいつでも可能で

す。ただし、お客様の資金残高がある場合

には解約できません。 
 
 
 

G.ロールオーバー 

お客様が、お客様のポジションについて反

対売買等の決済取引を行わない場合、当社

は、決済期限をその翌営業日に繰り延べる

ロールオーバーの処理を行うとともに、お

客様の取引口座にて、お客様のポジション

に応じてスワップ、配当調整額を適用させ

るものとします。 

スワップ及び配当調整額は、当社のカバー

先が当社に提示する額を参考に、当社が独

自に算出したスワップ及び配当調整額であ

ることにお客様は同意するものとします。

また、当社が提供するスワップは随時変更

される可能性があることをお客様は同意す

るものとします。 

※スワップとは、当社のカバー先が当社に

提示する額を参考に当社が独自に算出する

ものをいいます。 

※配当調整額とは、買いポジションで保有

する場合は、配当金を受け取る権利に相当

する調整金をいいます。他方、売りポジシ

ョンで保有する場合は、配当金を支払う義

務に相当する調整金をいいます。 

H.受渡取引について 

C.証拠金の通貨 

証拠金は日本円のみの取扱いとします。外

貨及び有価証券の代用はできません。 

2-4.注文 

（略） 

F.決済期限、契約の終了について 

本取引は、ロスカットによる強制決済の場

合を除き、お客様が決済の指示をされるま

でポジションを繰り越す（ロールオーバー

する。）ため、決済期限はありません。ま

た、取引時間内に反対売買することによ

り、ポジションの決済はいつでも可能で

す。なお、ポジションが存在する状態で口

座の解約等により契約を終了させる場合、

残存ポジションは当社の通知により、当社

の任意お客様の計算により、処分されま

す。 

G.取引手数料 

取引手数料は、新規・決済ともに無料で

す。ただし、取引価格にはスプレッドがあ

り、これがお客様の負担する取引コストと

なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.受渡取引について 
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本取引では、現物受渡取引はできません。

すべてのお取引が差金決済によるお取引と

なります。建玉は、反対売買による決済に

より、手仕舞うことができます。 

I.決済に伴う損益の授受 

反対売買による決済の結果生じた損益は、

下記の計算式により算出し、証拠金から清

算されます。 

《決済通貨が日本円である銘柄》取引銘柄

数量×約定価格差×取引単位（1 ロットあた

り） 

《決済通貨が日本円ではない銘柄》取引銘

柄数量×約定価格差×取引単位（1 ロットあ

たり）×円換算レート 

決済の結果生じた 1 円未満の損益に関しま

しては、当社において 0.4 円以下の損益金

額を切り捨て、0.5 円以上の損益金額を切

り上げた上で、損益金額を確定します。 

（略） 

2-6.ロスカット 

A.値洗いについて 

本取引では、1 日に 1 回（毎営業日の日本

時間午前 11 時）必要証拠金について値洗

いを行います。値洗いは、買いポジション

に対しては Ask、売りポジションに対して

は Bid を用いて必要証拠金を再計算しま

す。 

また、リアルタイムにお客様の取引口座に

おける未決済ポジションの損益を計算しま

す。買いポジションに対しては Bid の取引

レートで、売りポジションに対しては Ask

の取引レートで評価します。 

B.ロスカットについて 

余剰証拠金が 0（ゼロ）以下になった場合

（有効証拠金の額が必要証拠金の額以下と

なった状態であり、証拠金維持率が 100％

以下になった場合）お客様の未決済ポジシ

ョンが、評価損の大きいポジションから順

に、余剰証拠金が 0（ゼロ）を上回るま

で、強制的に自動で成行注文による反対売

買により決済されます。この一連の処理を

ロスカットと呼び、お客様の資産を保全す

本取引では、現物受渡取引はできません。

すべてのお取引が差金決済によるお取引と

なります。建玉は、反対売買による決済に

より、手仕舞うことができます。 

I.決済に伴う損益の授受 

反対売買による決済の結果生じた損益は、

下記の計算式により算出し、証拠金から清

算されます。 

《決済通貨が日本円である銘柄》取引銘柄

数量×約定価格差 
 

《決済通貨が日本円ではない銘柄》取引銘

柄数量×約定価格差×円換算レート 
 

決済の結果生じた 1 円未満の損益に関しま

しては、当社において 1 円未満の損益金額

を切り捨てた上で、損益金額を確定しま

す。 

（略） 

2-6.ロスカット 

A.値洗いについて 

本取引では、リアルタイムにお客様の取引

口座における未決済ポジションの値洗い

（時価評価）を行います。値洗いは、買い

ポジションに対してはビッドの取引レート

で、売りポジションに対してはオファーの

取引レートで評価します。 
 
 
 
 
 

B.ロスカットについて 

上記の値洗いの結果、余剰証拠金が 0（ゼ

ロ）以下になった場合（有効証拠金の額が

必要証拠金の額以下となった状態であり、

証拠金維持率が 100％以下になった場合）

お客様の未決済ポジションが、評価損の大

きいポジションから順に、余剰証拠金が 0

（ゼロ）を上回るまで、自動的に成行注文

による反対売買により決済されます。この

一連の処理をロスカットと呼び、お客様の
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ることを目的とした制度ですが、市場の動

向により、お客様が預託された取引証拠金

を超える損失が生じる可能性があります。

ロスカットについては以下にご留意くださ

い。 

※お客様の証拠金維持率が 120%を下回っ

た時に「証拠金維持率低下の通知」がメー

ルで送られますので、お客様におかれまし

てはご自身の取引証拠金残高の管理にご注

意ください。 

①ロスカットは、お客様への事前の通知

無く行われます。 

②事前の通知が無く必要証拠金の額が変

更され、ロスカットとなる場合がありま

す。 

③ロスカットによる決済は、ロスカット

ライン（証拠金維持率 100％）に達した時

点において強制的に自動で成行にて反対売

買されるため、流動性の極端な低下により

ロスカットの判定と決済にタイムラグが生

じ、損失が拡大する可能性があります。 

④ロスカットによって反対売買が行われ

た結果、お客様に債務が生じた場合は、お

客様は当社が指定する期日までに当社に対

して残債務の弁済を行う必要があります。 

2-7.両建てとなる取引 

本取引では、両建てとなる取引（同一銘柄

の買いポジションと売りポジションを同時

に保有する取引）を行うことが可能です

が、両建てとなる取引は、スプレッドを二

重に負担することなどから、経済的合理性

を欠く取引であり、推奨いたしません。 
 
 

（略） 

2-9.取引口座の維持等 

本取引の取引口座には、口座開設費・維持

費・管理費等の費用はかかりません。取引

口座は原則としてお客様の意思で維持する

ことが可能ですが、2-11 に定める「契約

の終了事由」に該当する場合、又はお客様

本人による取引が行えないと合理的に判断

資産を保全することを目的とした制度です

が、市場の動向により、お客様が預託され

た取引証拠金を超える損失が生じる可能性

があります。ロスカットについては以下に

ご留意ください。 
 
 
 
 
 

①ロスカットは、お客様への事前の通知

無く行われます。 

②事前の通知が無く必要証拠金の額が変

更され、ロスカットとなる場合がありま

す。 

③ロスカットによる強制決済は、ロスカ

ットライン（証拠金維持率 100％）に達し

た時点で成行にて反対売買されるため、流

動性の極端な低下によりロスカットの判定

と強制決済にタイムラグが生じ、損失が拡

大する可能性があります。 

④ロスカットによって反対売買が行われ

た結果、お客様に債務が生じた場合は、お

客様は当社が指定する期日までに当社に対

して残債務の弁済を行う必要があります。 

2-7.両建てとなる取引 

本取引では、両建てとなる取引（同一銘柄

の買いポジションと売りポジションを同時

に保有する取引）を行うことが可能です

が、両建てとなる取引は、スプレッドを二

重に負担することや、金利調整額及び配当

金調整額に逆ザヤを生じることから、経済

的合理性を欠く取引であり、推奨いたしま

せん。 

（略） 

2-9.取引口座の維持等 

本取引の取引口座には、口座開設費・維持

費・管理費等の費用はかかりません。取引

口座は原則としてお客様の意思で維持する

ことが可能ですが、2-11 に定める「契約

の終了事由」に該当する場合、又はお客様

本人による取引が行えないと合理的に判断
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される場合は、本取引の提供を停止すると

ともに取引口座を閉鎖することがありま

す。また、お客様の取引口座において、相

当期間お取引が確認出来ない場合には、本

取引の提供を停止した上で、取引口座を閉

鎖することがあります。お客様が取引口座

の閉鎖（解約）を希望される場合、ポジシ

ョンを全て決済し、証拠金を全額出金され

たうえ、お客様ご自身で当社 WEB サイト

から解約手続きを行ってください。なお、

口座閉鎖後に再度取引を開始する場合は、

改めて口座の開設が必要となります。 

2-10.税金について  

スワップション、クレジットデリバティブ

等を除く店頭デリバティブ取引は、申告分

離課税として一律 20％（所得税 15％＋住

民税 5％。平成 25 年から令和 19 年までの

各年分の確定申告においては、所得税と復

興特別所得税を併せて申告・納付すること

になります）の税率で課税され、株価指数

先物取引や商品先物取引などの市場デリバ

ティブ取引、店頭 CFD などの店頭商品デ

リバティブ取引及び店頭カバードワラント

（ｅワラント）取引と損益を通算して課税

所得を計算することになります。（なお、

1 年間（1 月 1 日～12 月 31 日）の課税所

得がマイナスであった場合、税金は発生し

ませんが、後述する損失の繰越控除を受け

るためには、確定申告を行っておく必要が

あります）。（クレジットデリバティブ等

については発生した取引について雑所得と

して（又は事業所得として）総合課税の対

象の対象となります。損益通算は行えませ

ん。） 

（略） 

3-10.本書面交付に際し、本書面内容につい

て、お客様の知識、経験、財産の状況及び

証券 CFD 取引に係る契約を締結する目的

に照らし、当該お客様が理解するために必

要な方法及び程度による説明をしないこと 

（略） 

される場合は、本取引の提供を停止すると

ともに取引口座を閉鎖することがありま

す。また、お客様の取引口座において、相

当期間お取引が確認出来ない場合には、本

取引の提供を停止した上で、取引口座を閉

鎖することがあります。お客様からのお申

し出による取引口座の閉鎖は、ポジション

を全て決済し、証拠金を全額出金されたう

え、電子メールで当社までご依頼くださ

い。なお、口座閉鎖後に再度取引を開始す

る場合は、改めて口座の開設が必要となり

ます。 

2-10.税金について  

スワップション、クレジットデリバティブ

等を除く店頭デリバティブ取引は、申告分

離課税として一律 20％（所得税 15％＋住

民税 5％。平成 25 年から令和 19 年までの

各年分の確定申告においては、所得税と復

興特別所得税を併せて申告・納付すること

になります）の税率で課税され、株価指数

先物取引や商品先物取引などの市場デリバ

ティブ取引および店頭 CFD などの店頭商

品デリバティブ取引と損益を通算して課税

所得を計算することになります。（なお、

1 年間（1 月 1 日～12 月 31 日）の課税所

得がマイナスであった場合、税金は発生し

ませんが、後述する損失の繰越控除を受け

るためには、確定申告を行っておく必要が

あります）。（クレジットデリバティブ等

については発生した取引について雑所得と

して（又は事業所得として）総合課税の対

象の対象となります。損益通算は行えませ

ん。） 
 

（略） 

3-10.本説明書交付に際し、本説明書内容に

ついて、お客様の知識、経験、財産の状況

及び店頭 CFD 取引に係る契約を締結する

目的に照らし、当該お客様が理解するため

に必要な方法及び程度による説明をしない

こと 

（略） 
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3-24.証券 CFD 取引についてお客様が預託

する証拠金額（計算上の損益を含みま

す。）が約定時に必要な証拠金額に不足す

る場合に、 取引成立後直ちに当該お客様

にその不足額を預託させることなく当該取

引を継続すること  

（略） 
 

用語解説 

（略） 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当書面の効力発生日は、CFD 取引の開始日

といたします。  

2020 年 2 月 27 日 

2020 年 3 月 16 日改訂 

2020 年 12 月 7 日改訂 

2021 年 1 月 1 日改訂 

2021 年 4 月 16 日改訂 
 

3-24.店頭 CFD 取引についてお客様が預託

する証拠金額（計算上の損益を含みま

す。）が約定時必要預託額に不足する場合

に、 取引成立後直ちに当該お客様にその

不足額を預託させることなく当該取引を継

続すること  

（略） 
 

用語解説 

（略） 

金利調整額 株価指数 CFD は、（オーバ

ーナイト金利）の対象となります。ニュー

ヨーク時間午後 5 時（米国標準時間採用

時：日本時間午前 7 時、米国夏時間採用

時：日本時間午前 6 時）にポジションを持

ち越した場合、金利調整額の受払いの対象

となります。金利は、株価指数 CFD の該

当国における実勢市場金利に基づいて算出

されますが、当該国の通貨金利水準動向に

よって支払額の増加及び受取額の減少、も

しくは買建玉、売建玉ともに支払いの場合

もあります。 
 
 

当書面の効力発生日は、CFD 取引の開始日

といたします。  

2020 年 2 月 27 日 

2020 年 3 月 16 日改訂 

2020 年 12 月 7 日改訂 

2021 年 1 月 1 日改訂 
 
 

 



勧誘・禁止行為 新旧対照表 

新 旧 

（規程名） 

勧誘・禁止行為 証券 CFD 取引 
 

（以下「店頭 CFD 取引」を「証券 CFD 取

引」に変更） 
 
 

禁止行為について 

当社は、金融商品取引法その他関係法令等

により、顧客を相手方とした証券 CFD 取

引に関して、以下の行為を行うことが禁じ

られています。 

（略） 

3. 証券 CFD 取引契約（顧客を相手方

として証券 CFD 取引行為を行うことを内

容とする契約をいう。以下同じ）の締結の

勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問

し又は電話をかけて、証券 CFD 取引契約

の締結の勧誘をする行為。 

ただし、法人の顧客の取引、当該取引に関

して特定投資家または特定委託者に移行し

ている顧客の取引および金融商品取引業者

が継続的取引関係にある顧客（勧誘の日前

１年間に、２以上の証券 CFD 取引のあっ

た者及び勧誘の日に未決済の証券 CFD 取

引の残高を有する者に限る）に対する証券

CFD 取引契約の勧誘は禁止行為から除く。 

（略） 

（15.削除）（以下、番号繰り上げ） 
 
 
 

（略） 

（30～32.削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規程名） 

勧誘・禁止行為 店頭 CFD 取引 
 
 
 
 
 

禁止行為について 

当社は、金融商品取引法ならびに商品先物

取引法により、顧客を相手方とした店頭

CFD 取引に関して、以下の行為を行うこと

が禁じられています。 

（略） 

3. 店頭 CFD 取引契約（顧客を相手方

として店頭 CFD 取引行為を行うことを内

容とする契約をいう。以下同じ）の締結の

勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問

し又は電話をかけて、店頭 CFD 取引契約

の締結の勧誘をする行為。 

ただし、金融商品取引業者が継続的取引関

係にある顧客（勧誘の日前１年間に、２以

上の店頭 CFD 取引のあった者及び勧誘の

日に未決済の店頭 CFD 取引の残高を有す

る者に限る）に対する店頭 CFD 取引契約

の勧誘は禁止行為から除く。 
 
 

（略） 

15. 店頭商品デリバティブ取引につ

き、決済を結了する旨の意思を表示した顧

客に対し、引き続き当該取引を行うことを

勧めること。 

（略） 

30. 店頭商品デリバティブ取引につ

き、顧客に対し、取引単位を告げないで勧

誘すること。 

31. 店頭商品デリバティブ取引等に関

し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を

適切に通知していないと認められる状況に

おいて、商品先物取引業に係る行為を継続

すること。 



勧誘・禁止行為 新旧対照表 

 
 
 
 

※お客様の意思により両建取引を行う事は

可能ですが、売値と買値との値差（スプレ

ッド）をお客様が二重に負担することなど

から、経済合理性を欠くおそれがある取引

となりますのでご注意下さい。 
 
 

本書面につきましては、当社の店頭 CFD

開始日を効力発生日といたします。 

2020 年 1 月 29 日 

2021 年 4 月 16 日改訂 
 
 

32. 商品先物取引業に係る電子情報処

理組織の管理が十分でないと認められる状

況にあるにもかかわらず、商品先物取引業

を継続すること。 

※お客様の意思により両建取引を行う事は

可能ですが、取引証拠金・手数料・売買ス

プレット等の重複負担及びスワップポイン

トの差額負担等が発生し、経済合理性を欠

くおそれがある取引となりますのでご注意

下さい。 
 

本書面につきましては、当社の店頭 CFD

開始日を効力発生日といたします。 

2020 年 1 月 29 日 
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新 旧 

（規程名） 

証券 CFD 取引に関するリスク確認書兼注

意喚起文書並びに金融商品販売法にかかる

重要事項説明 
 

（以下「店頭 CFD 取引」を「証券 CFD 取

引」に変更） 
 

私は、e ワラント証券株式会社において私

の計算により有価証券関連店頭 CFD 取引

（以下「証券 CFD 取引」といいます。）

を行うにあたり、証券 CFD 取引契約締結

前交付書面兼取引説明書及び証券 CFD 取

引約款に記載された証券 CFD 取引のリス

ク、手数料等の内容を理解し、私の判断と

責任において当該取引等を行うこと、ま

た、とりわけ以下の内容を把握し理解して

いることをここに確認します。 
 

当社の提供する証券 CFD 取引は、有価証

券の価格又は有価証券指標を参照して行わ

れる取引であり、取引開始時点の価格と取

引終了時点の価格との差額により決済が行

われる差金決済取引であること 

この取引は、取引対象である銘柄の価格の

変動等により損失が生じることがあり、元

本が保証された取引ではありません。ま

た、多額の利益が得られることもある反

面、多額の損失を被る危険を伴う取引であ

ること。 

本取引は金融商品取引法において不招請勧

誘の対象となっている店頭デリバティブ取

引であるため、お客様より事前に要請がな

い限り訪問・電話による勧誘は出来ない取

引であること。 

（但し以下の場合は適用されないこと） 

１． 法人のお客様の取引 

２． 当該取引に関して特定投資家又は

特定委託者に移行されている場合 

（規程名） 

店頭 CFD 取引に関するリスク確認書兼注

意喚起文書並びに金融商品販売法にかかる

重要事項説明 
 
 
 
 

私は、e ワラント証券株式会社において私

の計算により店頭 CFD 取引を行うにあた

り、店頭 CFD 取引契約締結前交付書面兼

取引説明書及び店頭 CFD 取引約款に記載

された店頭 CFD 取引のリスク、手数料等

の内容を理解し、私の判断と責任において

当該取引等を行うこと、また、とりわけ以

下の内容を把握し理解していることをここ

に確認します。 
 
 

当社の提供する店頭 CFD 取引は、有価証

券の価格又は有価証券指標を参照して行わ

れる取引であり、取引開始時点の価格と取

引終了時点の価格との差額により決済が行

われる差金決済取引であること 

この取引は、取引対象である銘柄の価格の

変動等により損失が生じることがあり、元

本が保証された取引ではありません。ま

た、多額の利益が得られることもある反

面、多額の損失を被る危険を伴う取引であ

ること。 

本取引は金融商品取引法において不招請勧

誘の対象となっている店頭デリバティブ取

引であるため、お客様より事前に要請がな

い限り訪問・電話による勧誘は出来ない取

引であること。 

（但し以下の場合は適用されないこと） 

１． 法人のお客様の取引 

２． 当該取引に関して特定投資家また

は特定委託者に移行されている場合 
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３． 勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取

引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決

済の残高をお持ちの場合 

当社の店頭デリバティブ取引に係る契約は

適用除外事項すべて該当する場合をのぞい

て、お客様からの明確な勧誘要請がない場

合は勧誘行為を行わないこと。 
 

【証券 CFD 取引のリスク等重要事項につい

て】 

【証券 CFD 取引のリスク等重要事項につ

いて】 

＜証券 CFD 取引のリスク＞ 

（略） 

・お客様が行う証券 CFD 取引では、損失

額が一定の水準を超えた場合、当社が定め

た方法により、お客様のポジションを強制

的に自動で決済するロスカット制度が設け

られていますが、当該制度はお客様資産の

一定額を保証するものではなく、相場状況

によりお客様の損失の額が、お客様の預託

した証拠金の額を上回る可能性がありま

す。 

（略） 

＜手数料の概要＞ 

取引手数料は無料です。 
 
 
 

＜カバー取引について＞ 

当社は、お客様との取引から生じるリスク

管理のため、次の業者との間でカバー取引

を行っています。 

・Interactive Brokers LLC    

監督機関 米国 SEC(U.S. Securities and 
Exchange Commission) 

・IG Markets Ltd. 

監督機関 英国 FCA(The Financial Conduct 
Authority)  

・Jump Trading Pacific Pte.Ltd. 

シンガポールの金融に関する法律 ”The 

Singapore Securities and Futures Act” に規定

３． 勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取

引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決

済の残高をお持ちの場合。 

当社の店頭デリバティブ取引に係る契約は

適用例外すべて該当する場合をのぞいて、

お客様からの明確な勧誘要請がない場合は

勧誘行為を行わないこと。 
 

【店頭 CFD 取引のリスク等重要事項につ

いて】 

【店頭 CFD 取引のリスク等重要事項につ

いて】 

＜店頭 CFD 取引のリスク＞ 

（略） 

・お客様が行う店頭 CFD 取引では、損失

額が一定の水準を超えた場合、当社が定め

た方法により、お客様のポジションを自動

で決済するロスカット制度が設けられてい

ますが、当該制度はお客様資産の一定額を

保証するものではなく、相場状況によりお

客様の損失の額が、お客様の預託した証拠

金の額を上回る可能性があります。 

（略） 
 

＜手数料の概要＞ 

取引手数料は無料です。ただし、お取引さ

れる店頭 CFD 取引によっては、別途、金

利調整額等が加味される場合がございま

す。詳細は、下記をご参照ください。 

＜カバー取引について＞ 

当社は、お客様との取引から生じるリスク

管理のため、次の業者との間でカバー取引

を行っています。 

Interactive Brokers 証券 

IG 証券 
Jump Trading Pacific 
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される“the Second Schedule of the Securities 
and Futures (Licensing and Conduct of 

Business) Regulations”に基づき、当社との

取引に関連するライセンス取得が免除され

ている法人。 

（略） 
 

【証券 CFD 取引のリスクについて】 

証券 CFD 取引は全てのお客様に無条件に

適しているものではなく、以下に掲げるよ

うな固有リスクが存在し、その他様々なリ

スクが想定されます。お客様の知識、経

験、財産の状況、および取引の目的等、

様々な観点から、お客様ご自身がお取引を

開始されることが適切であるかについて十

分にご検討していただきますようお願いい

たします。 

証券 CFD 取引には様々なリスクが存在し

ます。お客様はお取引を開始される前に当

社の提供する証券 CFD 取引（以下「本取

引」といいます。）に伴うリスクについて

十分にご理解していただく必要がございま

す。下記の内容をお読みになり、リスクに

ついて理解、納得された上で口座開設の手

続きを行っていただき、自己の判断と責任

において取引を行うことが肝要となりま

す。お客様ご自身が本取引を開始されるこ

とが適切であるかどうかについて十分ご検

討していただきますようお願いいたしま

す。なお、下記のリスクは、本取引の典型

的なリスクを示したもので、すべてのリス

クを示すものではありません。 

（略） 

◆ロスカットにおけるリスク 

本取引では、余剰証拠金が 0（ゼロ）以下

になった場合（有効証拠金の額が必要証拠

金の額以下となった状態であり、証拠金維

持率が 100％以下になった場合）、お客様

の未決済ポジションが評価損の大きいポジ

ションから順に、余剰証拠金が 0（ゼロ）

を上回るまで、自動的に成行注文による反

対売買により決済されます。この一連の処

 
 
 
 
 

（略） 
 

【店頭 CFD 取引のリスクについて】 

店頭 CFD 取引は全てのお客様に無条件に

適しているものではなく、以下に掲げるよ

うな固有リスクが存在し、その他様々なリ

スクが想定されます。お客様の知識、経

験、財産の状況、および取引の目的等、

様々な観点から、お客様ご自身がお取引を

開始されることが適切であるかについて十

分にご検討していただきますようお願いい

たします。 

店頭 CFD 取引には様々なリスクが存在し

ます。お客様はお取引を開始される前に当

社の提供する店頭 CFD 取引（以下「本取

引」といいます。）に伴うリスクについて

十分にご理解していただく必要がございま

す。下記の内容をお読みになり、リスクに

ついて理解、納得された上で口座開設の手

続きを行っていただき、自己の判断と責任

において取引を行うことが肝要となりま

す。お客様ご自身が本取引を開始されるこ

とが適切であるかどうかについて十分ご検

討していただきますようお願いいたしま

す。なお、下記のリスクは、本取引の典型

的なリスクを示したもので、すべてのリス

クを示すものではありません。 

（略） 

◆ロスカットにおけるリスク 

本取引では、リアルタイムで行われる値洗

いの結果、余剰証拠金が 0（ゼロ）以下に

なった場合（有効証拠金の額が必要証拠金

の額以下となった状態であり、証拠金維持

率が 100％以下になった場合）、お客様の

未決済ポジションが評価損の大きいポジシ

ョンから順に、余剰証拠金が 0（ゼロ）を

上回るまで、自動的に成行注文による反対
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理をロスカットと呼び、この処理は事前の

通知なく行われます。 

なお、この制度は、お客様の資産を保全す

ることを目的とした制度ですが、市場の動

向によりお客様が預託された取引証拠金を

超える損失が生じる可能性があります。 
 

◆逆指値注文リスク及びロスカットリスク 

逆指値注文はお客様の損失を限定する効果

があるものと考えられますが、市場レート

がお客様のポジションに対し急激にかつ大

きく変動した場合や、逆指値注文が出てい

る状態で営業日をまたぎ、前営業日のクロ

ーズレートと翌営業日のオープンレートで

乖離がある場合等に、お客様が指定された

レートよりも不利なレートで約定する可能

性（スリッページの発生）があり、意図し

ていない損失を被ることがあります。ま

た、当社がシステム的に設定した『ロスカ

ットルール』についても同様に、取引にお

けるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的

ではありますが、市場レートの急激な変動

により預託した証拠金以上の損失を被る可

能性があります。なお、逆指値注文及びロ

スカットは、約定を優先させる取引である

ため、複数のカバー先からの配信レートの

中から、約定の可能性が高いと考えられる

レートを選択し適用することがあります。

そのため、お客様にとって不利なレートで

約定することがあること、また、当社レー

ト履歴に記載のない不利なレートで約定す

ることがあります。 

（略） 
 
 

2020 年 3 月 16 日 

2020 年 12 月 7 日改訂 

2021 年 4 月 16 日改訂 
 

売買により決済されます。この一連の処理

をロスカットと呼び、この処理は事前の通

知なく行われます。 

なおこの制度は、お客様の資産を保全する

ことを目的とした制度ですが、市場の動向

によりお客様が預託された取引証拠金を超

える損失が生じる可能性があります 

◆逆指値注文リスク及びロスカットリスク 

逆指値注文はお客様の損失を限定する効果

があるものと考えられますが、市場レート

がお客様のポジションに対し急激にかつ大

きく変動した場合や、逆指値注文が出てい

る状態で営業日をまたぎ、前営業日のクロ

ーズレートと翌営業日のオープンレートで

乖離がある場合等に、お客様が指定された

レートよりも不利なレートで約定する可能

性（スリッページの発生）があり、意図し

ていない損失を被ることがあります。ま

た、システム的に設定されている『ロスカ

ットルール』についても同様に、取引にお

けるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的

ではありますが、市場レートの急激な変動

により預託した証拠金以上の損失を被る可

能性があります。なお、逆指値注文及びロ

スカットは、約定を優先させる取引である

ため、複数のカバー先からの配信レートの

中から、約定の可能性が高いと考えられる

レートを選択し適用することがあります。

そのため、お客様にとって不利なレートで

約定することがあること、また、当社レー

ト履歴に記載のない不利なレートで約定す

ることがあります。 

（略） 
 
 

2020 年 3 月 16 日 

2020 年 12 月 7 日改訂 
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