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有価証券関連店頭 CFD 取引（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 

 

e ワラント証券株式会社 宛 

 

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 

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。 
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【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＞ 

・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
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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。 

＜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

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。 

＜証拠金の管理＞ 

当社は、お客様からお預かりした証拠金について、日証金信託銀行の信託口座に

おいて当社の固有財産とは分別して管理しております。 

＜クーリング・オフ＞ 

証券 CFD 取引については、金融商品取引法第 37 条の 6（クーリング・オフ）の適

用はありません。 

 

【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
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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。 

◆価格変動リスク 

マーケットでは、常に価格が変動しています（土日・一部の休日を除く）。価格

の変動は各国の経済、社会情勢等により変動します。また、取引時間中での急激

な変動や、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が乖離する場

合等があります。価格の変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、差損が

発生します。また、その損失はお客様が当社に預託した証拠金以上になる可能性

があります。 

◆レバレッジによるリスク 

本取引は、レバレッジ効果（てこの作用）により比較的少額の証拠金を差し入れ

ることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の証券 CFD 取引が可能となっていま

す。このため、少額の証拠金によりわずかな価格の変動で大きな利益を得ること

が可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。 

◆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。 
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◆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。 

◆流動性リスク 

主要国での祝日や、マーケットクローズ間際・週明けのマーケットオープンにお

ける取引、あるいは通常の取引時間においても重要な経済指標の発表・要人発

言・重要なイベントや市場間の間隙では極端に取引の流動性が低下し、レートの

提示やお客様の新規・決済注文取引が困難となり、注文が執行されるまでに思い

がけない時間を要する場合や、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）、銘柄、注文の数量、売買の区別、注文

の種類、注文の有効期限等によってはお取引が不可能となる場合があり、意図し

ていない損失を被ることがあります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政

策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、各種規制等により、お客様のお取

引が困難又は不可能となるおそれもあります。参照市場の流動性が低下した場

合、スプレッドを拡大して提供することや意図した取引ができない可能性があ

り、その損失はお客様が当社に預託した金額以上になる場合があります。さら

に、銘柄、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によって

は、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや当社レート

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。 

◆金利変動リスク 
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金利は、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映した市場金利

の変化に応じて日々変化します。金利の動向によって、お客様に不利な価格変動

が生じることがあります。 

◆信用リスク 

証券 CFD 取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。こ

のため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。ま

た、当社はお客様からの注文を、カバー先との間でカバー取引を行うことにより

リスク管理を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が

損失を被る可能性、或いはカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場

合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。 

◆当社証券 CFD 取引システムの利用に係るリスクについて 

当社証券 CFD 取引システムを利用したお取引には、証券 CFD 取引一般に係るリス

クに加え、当社システムをご利用いただいた場合には以下のリスクが存在しま

す。お客様にはお取引を開始される前に当社システム利用に伴うリスクについ

て、十分にご理解をいただく必要がございます。下記内容を熟読し、リスクにつ

いて十分に理解、納得された上で口座開設の手続き及びお取引を行っていただき

ますようお願いいたします。 

（1）当社の提示レート生成方法について 

当社の証券 CFD 取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引では

ありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成し

た独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレート

は、カバー先や同業他社が提示しているレートと必ずしも一致するものではな

く、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。ま

た、場合によっては、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、

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。これらの

約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではあ

りません。なお、カバー先から異常レートの配信があった場合や、カバー先から

のレート配信がない場合、システム障害等が発生した場合、相場急変動時等にお

いてレートの提示が困難と当社が判断した場合等には、当社はレート配信を一時

停止し、受注を行わない場合があります。また、経済指標の発表時など相場が急

変するおそれがある場合には、カバー先からのレート配信の有無にかかわらず、

当社の判断により、その前後においてレート配信を停止し、受注を行わない場合

があります。 
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（2）注文方法の差異による約定レートに係るリスク 

A 成行注文 

本取引サービスにおいて、成行注文は、取引時間帯、注文価格、銘柄、取引数

量、売買の区別等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場

合があります。 

B 逆指値注文 

本取引サービスにおいて、逆指値注文は損失の拡大を防ぐための注文方法として

利用されることが多い注文方法ですが、買い注文の場合はレートの Ask がお客様

の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートの Bid がお客様の指定し

た価格以下になることで、原則としてその時の最新レートで約定します（約定処

理に時間を要する場合、当該レートで約定しない場合があります）。また、週明

けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行の条件を満たして

いる場合は、原則として、当該初めて配信する取引レートで約定します。従っ

て、逆指値注文はお客様が指定された注文価格での約定を保証するものではな

く、相場の状況によっては、お客様が意図しない損失を被る可能性があり、お客

様にとって約定価格が注文価格よりも不利な価格となる場合があることに注意が

必要です。また、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、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定する

ことがあり、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。この際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水

準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大したり、お客様

の預託した証拠金を上回る損失が発生したりすることがあります。 

C 指値注文 

本取引サービスにおいて、指値注文は、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、指値注文が有効な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い

ても、原則として指値価格での約定となるため、当社レート履歴に記載のないレ

ートで約定することがあります（週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様

の指値注文の価格に達していた場合のみ、当該初めて配信する取引レートで約定

します）。また、指値注文は、相場状況または取引方法並びに取引数量等によっ

て、指定の価格に達しても約定しない場合があります。 
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（3）ロスカットに伴うリスク 

本取引サービスにおいては、証拠金維持率が 100％以下となった段階で保有してい

る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。原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価格で約定しま

すが、ロスカット注文や他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要す場

合があります。かかる注文については、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、提示されているレートよりもお客様

にとって不利なレートで約定することや、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。また、証拠金維持率が 100％以下となった時点

で、有効なレートが配信されていない場合、有効なレートが配信されるまでロス

カット処理に時間を要することや、実際にロスカットが行われた場合に、お客様

の預託した証拠金を上回る損失が発生することがあります。 

（4）システムリスク 

当社の証券 CFD 取引は、インターネットによる取引であるため、通信回線の状

態、プロバイダー環境等によって、本取引システムとお客様を結ぶ通信回線等が

正常に作動しないこと、及び当社のサーバの稼働状況により、注文の発注、約

定、確認、取消等が行えない可能性や約定が遅延する可能性があります。 

（5）総合口座への振込入金に伴うリスク 

総合口座への振込入金の際に、ご登録名と振込名義人名に相違があることが判明

した場合には、お客様の取引及び出金を制限させていただくことがあります。ま

た、本取引システムにおける入金処理が完了し、取引をされた場合でも、原則と

して当該振込入金の取消を行うこととします。この場合に生じた損失、機会利益

の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。また、クイック入金

のご利用に際し、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手

続き完了前にブラウザを「閉じる」ボタンにて閉じてしまった場合などには、ク

イック入金がエラーとなり、お取引口座にご入金が即座に反映されない場合があ

ります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一

切の責任を負いません。 

（6）スリッページリスク 
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お客様が成行注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格

と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該差は、お客様端末

と当社システムの間の通信及び、お客様の注文を受け付けた後の当社システムに

おける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる

場合もあれば、不利になる場合もあります。また、逆指値注文においても注文価

格と約定価格との間に差が生じることがあります。逆指値注文においては、買い

注文の場合はレートの Ask がお客様の指定した価格以上になること、売り注文の

場合はレートの Bid がお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時

の最新レートで約定します。従って、お客様の指定した価格と同一のレート配信

がない場合は、スリッページが発生することがあります。当社の指値注文は、お

客様が指定した価格では約定しない場合があり、お客様にとって有利又は不利と

なるスリッページが発生する可能性があります。 

◆法令規則等の変更によるリスク 

当社の証券 CFD 取引に係る税制及び関連法規の変更等により、現状より不利な条

件での取引となる可能性があります。 

 

 

 

■「証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」のご紹介 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）は、株式、

債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛

争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に

関する法律（ADR 促進法）に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解

決します。 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）は、 

（1）お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口 

（2）金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口 
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として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や

紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。（あっせんは、損害賠償請

求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。） 

あっせん手続き実施者（あっせん委員）は、公正・中立な立場の弁護士が担当

し、迅速、かつ透明度の高い解決を図ります。 

 

名称 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

所在地 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

電話番号 0120-64-5005 

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く） 

以上 

2020 年 3 月 16 日 

2020 年 12 月 7 日改訂 

2021 年 4 月 16 日改訂 


