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店頭デリバティブ取引説明書 

【みんなのＦＸ・みんなのシストレ・みんなのオプション】（新旧対照表） 

（下線部分変更） 

改訂後 現行 

本件店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について 

本件店頭デリバティブ取引は、その取引の仕組みやリス

クが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨

預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書

及び別途規定する「店頭デリバティブ取引約款【みんな

のＦＸ・みんなのシストレ・みんなのオプション】」等

を十分に読み、それら内容を理解し、かつ承諾する必要

があります。 

 

1.（省略） 

 

2．本件店頭デリバティブ取引を行うためには、別途、当

社との間で、投資顧問契約を締結していただく必要があ

ります。当社は、お客様との間で締結した投資顧問契約

に基づき、「みんなのシストレ」におけるＦＸ取引にお

いては助言報酬として、「片道：0.2pips」に「お客様の

取引数量」を乗じて得た金額（税込）を徴収します。た

だし、助言報酬は、「みんなのシストレ」で提供する価

格のスプレッドに含まれております。助言報酬は、「み

んなのシストレ」でのＦＸ取引の約定時毎に発生し、そ

の約定時毎に徴収します。 

 

3.～8. （省略） 

 

本件店頭デリバティブ取引のリスクについて 

（省略） 

 

当社のＦＸ取引にかかるリスクについて 

1.（省略） 

 

2．各注文方法による約定価格にかかるリスク 

(1)～(2)（省略） 

 

(3)指値注文 

当社の指値注文は、「■ＦＸ取引の概要 ８.注文の執行

方法 指値注文」のとおりとなりますが、経済指標の発

表時等に当社の提示価格が大きく変動し、お客様の指値

価格より有利な水準となった場合でもお客様の指値価格

で約定するため、約定価格が成行注文による場合に比べ

て大幅に不利な価格となることがあります。 

本件店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について 

本件店頭デリバティブ取引は、その取引の仕組みやリス

クが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨

預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書

及び別途規定する「店頭デリバティブ取引約款【みんな

のＦＸ・みんなのシストレ・みんなのオプション】」等

を十分に読み、それら内容を理解し、かつ承諾する必要

があります。 

 

1.（省略） 

 

2．本件店頭デリバティブ取引を行うためには、別途、当

社との間で、投資顧問契約を締結していただく必要があ

ります。当社は、お客様との間で締結した投資顧問契約

に基づき、「みんなのシストレ」におけるＦＸ取引にお

いては助言報酬として、「片道：0.1pips」に「お客様の

取引数量」を乗じて得た金額（税込）を徴収します。た

だし、助言報酬は、「みんなのシストレ」で提供する価

格のスプレッドに含まれております。助言報酬は、「み

んなのシストレ」でのＦＸ取引の約定時毎に発生し、そ

の約定時毎に徴収します。 

 

3.～8. （省略） 

 

本件店頭デリバティブ取引のリスクについて 

（省略） 

 

当社のＦＸ取引にかかるリスクについて 

1.（省略） 

 

2．各注文方法による約定価格にかかるリスク 

(1)～(2)（省略） 

 

(3)指値注文 

当社の指値注文は、「■ＦＸ取引の概要 ８.注文の執行

方法 指値注文」のとおりとなりますが、週明けあるい

は経済指標の発表時等に当社の提示価格が大きく変動

し、お客様の指値価格より有利な水準となった場合でも

お客様の指値価格で約定するため、約定価格が成行注文

による場合に比べて大幅に不利な価格となることがあり
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ただし、週明けの取引開始後、当社の最初の提示価格が

お客様の指値価格より有利な水準となっていた場合、お

客様の指値注文は、成行注文となり、指値価格と約定価

格との間に価格差が生じることがあり、お客様に有利又

は不利な価格で約定することがあります。 

 

(4)（省略） 

 

3．ロスカット取引の約定価格にかかるリスク 

（省略） 

 

４．システムトレードに伴うリスク 

当社の提供するシステムトレードをお客様が利用する場

合、お客様の取引は、お客様が選択したストラテジー（投

資戦略を搭載した自動売買プログラム（以下、「プログ

ラム」といいます。）、または「みんなのFX」にて手動

で売買取引を行う他のお客様 (以下、「トレーダー」と

いいます。)のことをいいます。）の取引に依拠したシグ

ナルに従って、システム上自動的に新規注文及び決済注

文が行われます（お客様の判断で、手動（お客様がご自

身の裁量）で売買取引を行うわけではありません。）。

そのため、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その

結果不測の損失が生じる場合があります。 

当社は、プログラムの作成者（自動売買プログラムを作

成した者をいい、以下、「プログラム提供会社」といい

ます。）による当該プログラム提供会社独自の審査基準

に適合し、かつ当社の審査基準に適合したプログラムに

依拠したシグナルをお客様に提供します。 

 

当社は、当社の口座開設審査基準に適合し、本説明書等

の他、ランキングの公開に係る規約を承諾しランキング

に公開したトレーダーに依拠したシグナルをお客様に提

供します。お客様がトレーダーを選択した場合、プログ

ラムを選択することに比べ、以下のようなリスクが発生

する恐れがあり、その結果不測の損失が生じる場合があ

ります。 

（１）トレーダーは顧客自身が手動で売買取引を行うス

トラテジーのため、合理性に欠く取引が行われることや

取引が停止される場合があること。 

（２）トレーダーが事前に申告した投資戦術と相違する

取引を行う可能性があり、お客様の意図とは異なる取引

が行われる場合があること。 

（３）トレーダーは事前告知なく、ランキングの公開を

停止すること。 

 

ます。 

(追加) 

 

 

 

 

 

(4)（省略） 

 

3．ロスカット取引の約定価格にかかるリスク 

（省略） 

 

４．システムトレードに伴うリスク 

当社の提供するシステムトレードをお客様が利用する場

合、お客様の取引は、お客様が選択したストラテジーの

取引に依拠したシグナルに従って、システム上自動的に

新規注文及び決済注文が行われます（お客様の判断で、

手動（お客様がご自身の裁量）で売買取引を行うわけで

はありません。）。 

 

 

 

そのため、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その

結果不測の損失が生じる場合があります。  

当社は、ストラテジーの作成者（自動売買プログラムを

作成した者をいい、以下、 「ストラテジー提供会社」と

いいます。）による当該ストラテジー提供会社独自の審

査 基準に適合し、かつ当社の審査基準に適合したストラ

テジーをお客様に提供いたします。  

 

(追加) 
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「みんなのＦＸ」と「みんなのシストレ」ではスプレッ

ドが異なります。お客様がシステムトレードを行うのは

「みんなのシストレ」であり、プログラムが取引を行う

のも「みんなのシストレ」となるため、お客様とプログ

ラムのスプレッドは同じになります。一方、トレーダー

が取引を行うのは「みんなのＦＸ」であるため、お客様

とトレーダーの取引価格やスプレッドは異なります。ス

トラテジーの取引に依拠したシグナルによりお客様の成

行注文が発注されるため、ストラテジーの取引が利益と

なった場合でも、お客様の取引では損失となる場合があ

ります。さらに、一つのストラテジーに対し多数のお客

様が取引を実行している場合には、当社は原則としてお

客様からの注文を当社が受注した順番にしたがい注文を

執行するため、お客様の注文の受注順位が他のお客様に

比して劣後し、その結果ストラテジーの約定価格と差異

が生じる場合があります。 

お客様が取引を実行しているストラテジーが最終取引日

時から90日後までに、新たに売買シグナルを配信しなか

った場合、そのストラテジーに紐づく全ての建玉はお客

様の計算において自動的に成行注文にて差金決済の注文

が発注されます(以下、「自動建玉決済」といいます。)。

そのため、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その

結果不測の損失が生じる場合があります。 

お客様が複数のストラテジーを選択し、取引を実行した

場合、取引頻度や利益が大きくなる可能性がある一方、

損失が大きくなる可能性があります。 

なお、お客様が取引を実行している場合には、本取引シ

ステムからお客様がログアウトしている間も当該取引は

実行されます。そのため、システムトレードを利用しな

い場合と比較してお客様に不測の損失が生じる場合があ

る一方、予期せぬ利益を得る場合もあります。 

当社やプログラム提供会社及びトレーダーの判断によ

り、ストラテジーの提供をお客様に予告なく休止または

廃止することや、ストラテジーの取引方針（投資戦略）

が予告なく変更されることがあります。また、ストラテ

ジーの証拠金はお客様に予告なく差入れること、または

差引くことがあります。そのため、シグナル配信がされ

なくなることや、注文数量が変動することがあり、お客

様の意図とは異なる取引が行われ、その結果不測の損失

が生じる場合があります。 

 

当社のオプション取引にかかるリスクについて 

（省略） 

 

ＦＸ取引の仕組みについて 

■ＦＸ取引について （省略） 

「みんなのＦＸ」と「みんなのシストレ」ではスプレッ

ドが異なります。お客様がシステムトレードを行うのは

「みんなのシストレ」となり、ストラテジーが取引を行

うのも「みんなのシストレ」です。したがって、お客様

とストラテジーのスプレッドは同じになります。 ただ

し、ストラテジーの取引に依拠したシグナルによりお客

様の成行注文が発注されるため、ストラテジーの取引が

利益となった場合でも、お客様の取引では損失となる場

合があります。さらに、一つのストラテジーに対し多数

のお客様が取引を実行している場合には、当社は原則と

してお客様からの注文を当社が受注した順番にしたがい

注文を執行するため、お客様の注文の受注順位が他のお

客様に比して劣後し、その結果ストラテジーの約定価格

と差異が生じる場合があります。 

 

 

お客様が取引を実行しているストラテジーが最終取引日

時から90日後までに、新 たに売買シグナルを配信しなか

った場合、そのストラテジーに紐づく全ての建玉は お客

様の計算において自動的に成行注文にて差金決済の注文

が発注されます(以下、「自動建玉決済」といいます。)。

そのため、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その

結果不測の損失が生じる場合があります。 

 お客様が複数のストラテジーを選択し、取引を実行した

場合、取引頻度や利益が大きくなる可能性がある一方、

損失が大きくなる可能性があります。  

なお、お客様が取引を実行している場合には、本取引シ

ステムからお客様がログアウトしている間も当該取引は

実行されます。そのため、システムトレードを利用しな

い場合と比較してお客様に不測の損失が生じる場合があ

る一方、予期せぬ利益を得る場合もあります。 

当社やストラテジー提供会社の判断により、個々のスト

ラテジーの提供をお客様に予告なく休止または廃止する

ことや、ストラテジーの方針が予告なく変更されること 

があります。また、ストラテジーの証拠金はお客様に予

告なく差入れることがあります。 そのため、シグナル配

信がされなくなることや、注文数量が変動することがあ

り、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その結果不

測の損失が生じる場合があります。  

 

 

当社のオプション取引にかかるリスクについて 

（省略） 

 

ＦＸ取引の仕組みについて  

■ＦＸ取引について（省略） 



- 4 - 

 

 

■ＦＸ取引の概要 

1.取引時間（省略） 

2.取引通貨 

通貨ペアとは、店頭外国為替証拠金取引の対象となる一

対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に

対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示され

ます。下表に記載する19通貨ペアの取引ができます。 

 

USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY 

NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY ZAR/JPY 

TRY/JPY EUR/USD GBP/USD AUD/USD 

NZD/USD USD/CHF EUR/GBP EUR/AUD 

EUR/CHF GBP/AUD GBP/CHF  

 

AUD＝豪ドル、CAD＝カナダドル、CHF＝スイスフラン、EUR 

=ユーロ、GBP=英ポンド、JPY＝日本円、NZD＝ニュージー

ランドドル、TRY=トルコリラ、USD＝米ドル、ZAR＝南ア

フリカランド 

 

3.～5.（省略） 

 

6.取引価格 

当社は通常、複数のカバー取引先から配信された価格

を参考にして、当社基準にて決定されたビッド価格とア

スク価格をお客様に同時に提示します。 

ビッド価格とアスク価格にはスプレッド（価格差）が

あり、通常、ビッド価格はアスク価格より高くなってい

ます。スプレッドは、為替相場動向の急変及び市場の流

動性の減少等により変動する場合があります。また、「み

んなのＦＸ」と「みんなのシストレ」では、それぞれの

口座で提示する価格およびスプレッドも異なります。原

則として「みんなのシストレ」は「みんなのＦＸ」と比

してスプレッドが広くなります。  

お客様がシステムトレードを行うのは「みんなのシス

トレ」であり、プログラムが取引を行うのも「みんなの

シストレ」となるため、お客様とプログラムのスプレッ

ドは同じになります。一方、トレーダーが取引を行うの

は「みんなのＦＸ」であるため、お客様とトレーダーの

取引価格やスプレッドは異なります。ストラテジーのシ

グナル配信に起因してお客様の成行注文が発注されるた

め、ストラテジーの取引が利益となった場合でも、お客

様の取引では損失となることがあります。また、ストラ

テジーの収益率とお客様の収益率は、必ずしも一緒には

なりません。 

「みんなのシストレ」において、一つのストラテジー

 

■ＦＸ取引の概要 

1.取引時間（省略） 

2.取引通貨 

通貨ペアとは、店頭外国為替証拠金取引の対象となる一

対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に

対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示され

ます。下表に記載する18通貨ペアの取引ができます。 

 

USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY 

NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY ZAR/JPY 

EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD 

USD/CHF EUR/GBP EUR/AUD EUR/CHF 

GBP/AUD GBP/CHF   

 

AUD＝豪ドル、CAD＝カナダドル、CHF＝スイスフラン、EUR 

=ユーロ、GBP=英ポンド、JPY＝日本円、NZD＝ニュージー

ランドドル、USD＝米ドル、ZAR＝南アフリカランド 

 

 

3.～5.（省略） 

 

6.取引価格 

当社は通常、複数のカバー取引先から配信された価格を

参考にして、当社基準にて決定されたビッド価格とアス

ク価格をお客様に同時に提示します。 

ビッド価格とアスク価格にはスプレッド（価格差）が

あり、通常、ビッド価格はアスク価格より高くなってい

ます。スプレッドは、為替相場動向の急変及び市場の流

動性の減少等により変動する場合があります。また、「み

んなのＦＸ」と「みんなのシストレ」では、それぞれの

口座で提示する価格は異なり、スプレッドも異なります。

原則として「みんなのシストレ」は「みんなのＦＸ」と

比してスプレッドが広くなります。 

お客様がシステムトレードを行うのは「みんなのシス

トレ」となり、ストラテジーが取引を行うのも「みんな

のシストレ」です。したがって、お客様とストラテジー

のスプレッドは同じになります。ただし、ストラテジー

のシグナル配信に起因してお客様の成行注文が発注され

るため、ストラテジーの取引が利益となった場合でも、

お客様の取引では損失となることがあります。また、ス

トラテジーの収益率とお客様の収益率は、必ずしも一緒

にはなりません。 

 

 

「みんなのシストレ」において、一つのストラテジー
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に対し多数のお客様が取引を実行している場合、お客様

の注文の受注順位が他のお客様に比して劣後し、その結

果ストラテジーの約定価格と差異が生じる場合がありま

す。 

当社は相場急変時、市場の流動性が乏しい状況等によ

り、複数のカバー取引先から最新の価格を安定的に参照

できなくなった場合や、価格が市場実勢を反映してない

と当社が判断した場合、お客様への価格配信及び注文執

行を一時停止することがあります。その後、複数のカバ

ー取引先から継続的かつ安定的に参照することが可能と

なり、また、それらの価格が市場実勢を反映した価格で

あると当社が判断した場合、お客様への価格配信及び注

文執行を再開します。価格配信を停止している間の指値

注文、逆指値注文、IFD注文、OCO注文、IFO注文につい

ては、価格配信の停止時の価格を基準として注文が可能

です。また、注文の取消及び変更も可能となります。た

だし、価格配信が停止している間は注文執行が停止して

いるため、再開前に受付けた注文及びロスカット取引は、

価格配信の再開後の価格を基準として注文執行がされま

す。各注文は「■ＦＸ取引の概要 ８.注文の執行方法」

によるため、価格配信を停止している間の相場の動向に

よっては、お客様にとって大きく不利な価格で約定する

ことがあります。これにより、お客様は大きな損失が発

生する可能性があり、預託された証拠金を上回る損失が

発生する場合があります。 

 

7. 注文の種類（省略） 

 

8.注文の執行方法 

(1)みんなのＦＸ 

 

注文

種類 

執行方法 

成行

注文 

成行注文は、お客様が注文価格を指定せ

ずに行う注文方法で、お客様の注文を当社

システムで受付け、受付（受注）順に執行致

します。約定価格は、実際にお客様の注文

を約定処理する時点において、お客様向

けに配信した価格※となります。 

※当該配信価格が、お客様の画面に表示

されるまでにはお客様端末と当社システム

の間の通信に伴う時間差が発生致します。 

【スリッページ】 

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価格差が生じて

に対し多数のお客様が取引を実行している場合、お客様

の注文の受注順位が他のお客様に比して劣後し、その結

果ストラテジーの約定価格と差異が生じる場合がありま

す。 

当社は相場急変時、市場の流動性が乏しい状況等により、

複数のカバー取引先から最新の価格を安定的に参照でき

なくなった場合や、価格が市場実勢を反映してないと当

社が判断した場合、お客様への価格配信及び注文執行を

一時停止することがあります。その後、複数のカバー取

引先から継続的かつ安定的に参照することが可能とな

り、また、それらの価格が市場実勢を反映した価格であ

ると当社が判断した場合、お客様への価格配信及び注文

執行を再開します。価格配信を停止している間の指値注

文、逆指値注文、IFD注文、OCO注文、IFO注文については、

価格配信の停止時の価格を基準として注文が可能です。

また、注文の取消及び変更も可能となります。ただし、

価格配信が停止している間は注文執行が停止しているた

め、再開前に受付けた注文及びロスカット取引は、価格

配信の再開後の価格を基準として注文執行がされます。

各注文は「■ＦＸ取引の概要 ８.注文の執行方法」によ

るため、価格配信を停止している間の相場の動向によっ

ては、お客様にとって大きく不利な価格で約定すること

があります。これにより、お客様は大きな損失が発生す

る可能性があり、預託された証拠金を上回る損失が発生

する場合があります。 

 

7. 注文の種類（省略） 

 

8.注文の執行方法 

(1)みんなのＦＸ 

 

注文

種類 

執行方法 

成行

注文 

成行注文は、お客様が注文価格を指定せ

ずに行う注文方法で、お客様の注文を当社

システムで受付け、受付（受注）順に執行致

します。約定価格は、実際にお客様の注文

を約定処理する時点において、お客様向

けに配信した価格※となります。 

※当該配信価格が、お客様の画面に表示

されるまでにはお客様端末と当社システム

の間の通信に伴う時間差が発生致します。 

【スリッページ】 

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価格差が生じて
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いる場合があります。当該価格差は、お客

様端末と当社システムの間の通信に伴う時

間及び当社システムの約定処理に要する

時間により発生するもので、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。 

ストリ

ーミ

ング

注文 

ストリーミング注文は、お客様がスリッペー

ジの許容範囲を設定し、発注時の提示価格

を注文価格として成行注文を行う注文方法

で、お客様の注文を当社システムで受け付

け、受付（受注）順に執行致します。約定価

格は、実際にお客様の注文を約定処理す

る時点において、お客様向けに配信した価

格※となります。 

※当該配信価格が、お客様の画面に表示

されるまでにはお客様端末と当社システム

の間の通信に伴う時間差が発生致します。 

【スリッページ】 

お客様がストリーミング注文を行う場合、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価格差

が生じている場合があります。当該価格差

は、お客様端末と当社システムの間の通信

に伴う時間及び当社システムの約定処理に

要する時間により発生するもので、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。 

※お客様がスリッページ設定を指定する場

合、この価格差の部分が、指定された限度

幅を超えた場合、その注文を失効すること

となります。 

指値

注文 

指値注文は、お客様が注文価格を指定し

て行う注文方法で、当社がお客様に配信す

る価格が、売り注文の場合はお客様が指定

した価格以上、買い注文の場合はお客様

が指定した価格以下になったときに、お客

様の指定した価格を以て約定します。その

ため、お客様が指定した注文価格（約定価

格）は、当社がお客様に配信した価格と比

べて、お客様にとって不利に約定する場合

がある一方で、有利に約定することはありま

せん。 

ただし、週明けの取引開始後、当社の最初

の提示価格がお客様の指値価格より有利

な水準となっていた場合、お客様の指値注

文は、成行注文を行い、当該注文を実際に

いる場合があります。当該価格差は、お客

様端末と当社システムの間の通信に伴う時

間及び当社システムの約定処理に要する

時間により発生するもので、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。 

ストリ

ーミ

ング

注文 

ストリーミング注文は、お客様がスリッペー

ジの許容範囲を設定し、発注時の提示価格

を注文価格として成行注文を行う注文方法

で、お客様の注文を当社システムで受け付

け、受付（受注）順に執行致します。約定価

格は、実際にお客様の注文を約定処理す

る時点において、お客様向けに配信した価

格※となります。 

※当該配信価格が、お客様の画面に表示

されるまでにはお客様端末と当社システム

の間の通信に伴う時間差が発生致します。 

【スリッページ】 

お客様がストリーミング注文を行う場合、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価格差

が生じている場合があります。当該価格差

は、お客様端末と当社システムの間の通信

に伴う時間及び当社システムの約定処理に

要する時間により発生するもので、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。 

※お客様がスリッページ設定を指定する場

合、この価格差の部分が、指定された限度

幅を超えた場合、その注文を失効すること

となります。 

指値

注文 

指値注文は、お客様が注文価格を指定し

て行う注文方法で、当社がお客様に配信す

る価格が、売り注文の場合はお客様が指定

した価格以上、買い注文の場合はお客様

が指定した価格以下になったときに、お客

様の指定した価格を以て約定します。その

ため、お客様が指定した注文価格（約定価

格）は、当社がお客様に配信した価格と比

べて、お客様にとって不利に約定する場合

がある一方で、有利に約定することはありま

せん。 

(追加) 
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約定処理する時点においてお客様向けに

配信した価格を以て執行します。成行注文

になった場合、指値価格と約定価格との間

に価格差が生じることがあり、お客様に有

利又は不利な価格で約定することがありま

す。 

逆指

値注

文 

逆指値注文は、お客様が注文価格（逆指値

価格）を指定して行う注文方法で、当社が

お客様に配信する価格が、売り注文の場合

はお客様が指定した価格以下、買い注文

の場合はお客様が指定した価格以上にな

った時点のお客様に配信した価格を以て

約定します。そのため、当社がお客様に配

信した価格（約定価格）が、お客様が指定し

た注文価格（逆指値価格）と比べて、お客

様にとって不利に約定する場合がある一方

で、有利に約定することはありません。 

※特に、為替相場の急変時や、メンテナン

ス時間終了後及び週明け月曜日の始値に

は十分にご注意ください。 

【スリッページ】 

お客様が逆指値注文を行う場合、お客様の

注文価格（逆指値価格）と、実際の約定価

格との間に価格差が生じている場合があり

ます。当該価格差は、当社システムの仕様

により発生するものであります。 

IFD

注文 

「新規注文」と「決済注文」の２つの連続する

注文を同時に設定し、新規 注文が約定し

たら決済注文が自動的に有効になる注文

方法です。IFD 注文の個別の執行方法は、

指値注文、逆指値注文の執行方法に従い

ます。 

OCO

注文 

２つの注文を同時に設定し、一方が約定し

たら場合、他方が自動的に取消される注文

方法です。OCO 注文の個別の執行方法

は、指値注文、逆指値注文の執行方法に

従います。 

IFO

注文 

「新規注文」と「決済注文」（OCO 注文）の

連続する注文を同時に設定し、新規注文が

約定したら決済注文（OCO 注文）が自動

的に有効になる注文方法です。IFO注文の

個別の執行方法は、指値注文、逆指値注

文の執行方法に従います。 

時間

成行

注文 

時間成行注文は、お客様が指定した時間

に自動で成行注文を行う注文方法です。時

間成行注文の個別の執行方法は、成行注

 

 

 

 

 

 

逆指

値注

文 

逆指値注文は、お客様が注文価格（逆指値

価格）を指定して行う注文方法で、当社が

お客様に配信する価格が、売り注文の場合

はお客様が指定した価格以下、買い注文

の場合はお客様が指定した価格以上にな

った時点のお客様に配信した価格を以て

約定します。そのため、当社がお客様に配

信した価格（約定価格）が、お客様が指定し

た注文価格（逆指値価格）と比べて、お客

様にとって不利に約定する場合がある一方

で、有利に約定することはありません。 

※特に、為替相場の急変時や、メンテナン

ス時間終了後及び週明け月曜日の始値に

は十分にご注意ください。 

【スリッページ】 

お客様が逆指値注文を行う場合、お客様の

注文価格（逆指値価格）と、実際の約定価

格との間に価格差が生じている場合があり

ます。当該価格差は、当社システムの仕様

により発生するものであります。 

IFD

注文 

「新規注文」と「決済注文」の２つの連続する

注文を同時に設定し、新規 注文が約定し

たら決済注文が自動的に有効になる注文

方法です。IFD 注文の個別の執行方法は、

指値注文、逆指値注文の執行方法に従い

ます。 

OCO

注文 

２つの注文を同時に設定し、一方が約定し

たら場合、他方が自動的に取消される注文

方法です。OCO 注文の個別の執行方法

は、指値注文、逆指値注文の執行方法に

従います。 

IFO

注文 

「新規注文」と「決済注文」（OCO 注文）の

連続する注文を同時に設定し、新規注文が

約定したら決済注文（OCO 注文）が自動

的に有効になる注文方法です。IFO注文の

個別の執行方法は、指値注文、逆指値注

文の執行方法に従います。 

時間

成行

注文 

時間成行注文は、お客様が指定した時間

に自動で成行注文を行う注文方法です。時

間成行注文の個別の執行方法は、成行注
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文の執行方法に従います。 

一括

決済

注文 

一括決済注文は、「買」または「売」のどちら

か一方の建玉全てに対し、決済注文にお

いて一括で成行注文を行う注文方法です。

このとき、一括決済注文を行う建玉に対し、

既にお客様が決済注文を発注し、当該注

文が未約定である場合、その注文を自動的

に取消した後に一括決済注文を行います。

一括決済注文の個別の執行方法は、成行

注文の執行方法に従います。 

※一括決済注文が不成立となった場合、自

動的に取消したお客様の決済注文（未約

定）は、取消しのままとなります。 

※一括決済注文において複数の建玉が存

在する場合、それぞれの建玉に対して約定

処理をするため、同一の決済約定価格にな

りません。 

ロス

カット 

「ＦＸ口座」の証拠金維持率が 100％以下と

なっていることを当社システムが検知したと

きに、未約定の新規注文を取消した後に成

行注文を行い、当該注文を実際に約定処

理する時点においてお客様向けに配信し

た価格を以て執行します。なお、「ＦＸ口座」

における「未約定」の注文は、自動的に全

て取消され、その後にロスカット取引となり

ます。 

※同一通貨ペアにおいて複数の建玉が存

在する場合、当注文は、それぞれの建玉に

対して約定処理をするため、同一の決済約

定価格になりません。 

 

9.～22.（省略） 

 

ＦＸ取引の手続きについて 

（省略） 

 

オプション取引の仕組みについて 

 

 

ＦＸ取引の手続きについて  

（省略） 

 

オプション取引の仕組みについて 

（省略） 

 

オプション取引の手続きについて 

文の執行方法に従います。 

一括

決済

注文 

一括決済注文は、「買」または「売」のどちら

か一方の建玉全てに対し、決済注文にお

いて一括で成行注文を行う注文方法です。

このとき、一括決済注文を行う建玉に対し、

既にお客様が決済注文を発注し、当該注

文が未約定である場合、その注文を自動的

に取消した後に一括決済注文を行います。

一括決済注文の個別の執行方法は、成行

注文の執行方法に従います。 

※一括決済注文が不成立となった場合、自

動的に取消したお客様の決済注文（未約

定）は、取消しのままとなります。 

※一括決済注文において複数の建玉が存

在する場合、それぞれの建玉に対して約定

処理をするため、同一の決済約定価格にな

りません。 

ロス

カット 

「ＦＸ口座」の証拠金維持率が 100％以下と

なっていることを当社システムが検知したと

きに、未約定の新規注文を取消した後に成

行注文を行い、当該注文を実際に約定処

理する時点においてお客様向けに配信し

た価格を以て執行します。なお、「ＦＸ口座」

における「未約定」の注文は、自動的に全

て取消され、その後にロスカット取引となり

ます。 

※同一通貨ペアにおいて複数の建玉が存

在する場合、当注文は、それぞれの建玉に

対して約定処理をするため、同一の決済約

定価格になりません。 

 

9.～22.（省略） 

 

ＦＸ取引の手続きについて 

（省略） 

 

オプション取引の仕組みについて 

 

 

ＦＸ取引の手続きについて  

（省略） 

 

オプション取引の仕組みについて 

（省略） 

 

オプション取引の手続きについて 
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（省略） 

店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 

【当社の概要】 

（省略） 

 

【指定紛争解決機関の連絡先】 

（省略） 

 

ＦＸ取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

オプション取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

平成30年1月27日改訂 

以上 

（省略） 

店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 

【当社の概要】 

（省略） 

 

【指定紛争解決機関の連絡先】 

（省略） 

 

ＦＸ取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

オプション取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

 

以上 

 


