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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.～ 6.（省略） 

 

7. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます

(相対取引)。一方で、ＦＸ取引においては、当社はお客

様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバ

ー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー

取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る

危険性があります。下記のカバー取引先はお客様が行う

本件店頭デリバティブ取引において、お客様の取引の相

手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引か

ら発生しうる損失、その他お客様の取引の内容もしくは

決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務につ

いて、何ら責任を負うものではありません。 

 

バークレイズ銀行 (銀行業：英金融行為監督機構及び英

健全性規制機構) 

サクソ銀行 (銀行業：デンマーク金融庁) 

Swissquote Bank SA（銀行業：スイス連邦金融市場監督

機構） 

セントラル短資ＦＸ (金融商品取引業：日本金融庁) 

Forex Capital Markets Limited (金融商品取引業：英金

融行為監督機構) 

Haitong International Financial Services (Singapore) 

Pte. Ltd. (証券業：シンガポール通貨庁) 

LMAX Broker Limited (金融商品取引業：英金融行為監督

機構) 

Sucden Financial Limited (金融商品取引業：英金融行

為監督機構) 

ADS Securities L.L.C (証券業：UAE中央銀行) 

ADS Securities London Limited (金融商品取引業：英金

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.～ 6.（省略） 

 

7. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます

(相対取引)。一方で、ＦＸ取引においては、当社はお客

様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバ

ー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー

取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る

危険性があります。下記のカバー取引先はお客様が行う

本件店頭デリバティブ取引において、お客様の取引の相

手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引か

ら発生しうる損失、その他お客様の取引の内容もしくは

決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務につ

いて、何ら責任を負うものではありません。 

 

バークレイズ銀行 (銀行業：英金融行為監督機構及び英

健全性規制機構) 

サクソ銀行 (銀行業：デンマーク金融庁) 

Swissquote Bank SA（銀行業：スイス連邦金融市場監督
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セントラル短資ＦＸ (金融商品取引業：日本金融庁) 

Forex Capital Markets Limited (金融商品取引業：英金

融行為監督機構) 

Haitong International Financial Services (Singapore) 

Pte. Ltd. (証券業：シンガポール通貨庁) 

LMAX Limited (金融商品取引業：英金融行為監督機構) 

 

Sucden Financial Limited (金融商品取引業：英金融行

為監督機構) 

ADS Securities L.L.C (証券業：UAE中央銀行) 

ADS Securities London Limited (金融商品取引業：英金 
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融行為監督機構) 

AxiCorp Financial Services Pty Ltd (金融商品取引業：

豪証券投資委員会) 

シンプレクスFX・スマートクロス株式会社（事業法人） 

 

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。 

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、お客様にとって有利な価格とな

っていた場合、お客様の約定価格は指定した価格ではな

く、当該週明けの取引開始後、当社が最初に提示した価

格を以て約定します。 

 

(4)（省略） 

 

3.～4.（省略） 

 

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） 

 

■ＦＸ取引の概要 

1.～7.（省略） 

 

8.注文の執行方法 

(1)みんなのＦＸ 

 

融行為監督機構) 

AxiCorp Financial Services Pty Ltd (金融商品取引業：

豪証券投資委員会) 

シンプレクスFX・スマートクロス株式会社（事業法人） 

 

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。 

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.～4.（省略） 

 

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） 

 

■ＦＸ取引の概要 

1.～7.（省略） 

 

8.注文の執行方法 

(1)みんなのＦＸ 
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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

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。 

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

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。 
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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、お客

様にとって有利な価格となっていた場合、

お客様の約定価格は指定した価格ではな

く、当該週明けの取引開始後、当社が最初

に提示した価格を以て約定します。 

 

 

 

 

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

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

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
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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

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。 

 

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

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。 
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9.～22.（省略） 

 

ＦＸ取引の手続きについて 

(1)取引の開始 

. 本説明書の交付を受ける 

はじめに、当社から本説明書が交付されますので、ＦＸ

取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身

の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出く

ださい。 

. 口座の開設 

ＦＸ取引の開始に当たっては、原則として当社Ｗｅｂサ

イト上にある本件店頭デリバティブ取引の「店頭デリバ

ティブ取引お申込フォーム」に必要事項を入力頂きます。

また、当社では口座開設にあたり、ご本人である旨及び

個人番号（法人の場合は、法人番号を含む。）の確認書

類をご提示していただきます。 

なお、当社では口座開設基準を設け、年齢・金融資産・

取引経験等を勘案し、お客様の口座開設につき当社で審

査させていただいた後、当社が承諾した場合にのみ口座

を開設させていただきます。 

※当社における審査の結果、お客様の口座開設を承諾し

なかった場合、その理由についてはいかなる場合でも開

示しないものとします。 

※未成年で未婚のお客様は、別途、追加書類が必要とな

ります。 

※未成年で婚姻されているお客様は、別途、婚姻の事実

を証する書類が必要となります。 

 

（2）～（3）（省略） 

 

(4)建玉の結了 

a．ＦＸ口座の場合 

建玉の結了を行うには、お客様の指示するところに従

い、差金決済をする必要があります。 

なお、同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持

つこと(以下、「両建取引」という。)は可能ですが、両建

取引はお客様にとってビッド価格とアスク価格の差、必

要証拠金及び維持証拠金（必要証拠金及び維持証拠

金については「みんなのシストレ」に限る。）を二重に負

担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワッ

プポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、

経済合理性を欠くおそれがあります。 

 

b．シストレ口座の場合（省略） 

 

(5)～(8) （省略） 

9.～22.（省略） 

 

ＦＸ取引の手続きについて 

(1)取引の開始 

. 本説明書の交付を受ける 

はじめに、当社から本説明書が交付されますので、ＦＸ

取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身

の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出く

ださい。 

. 口座の開設 

ＦＸ取引の開始に当たっては、原則として当社Ｗｅｂサ

イト上にある本件店頭デリバティブ取引の「店頭デリバ

ティブ取引お申込フォーム」に必要事項を入力頂きます。

また、当社では口座開設にあたり、ご本人である旨及び

個人番号（法人の場合は、法人番号を含む。）の確認書

類をご提示していただきます。 

なお、当社では口座開設基準を設け、年齢・金融資産・

取引経験等を勘案し、お客様の口座開設につき当社で審

査させていただいた後、当社が承諾した場合にのみ口座

を開設させていただきます。 

※当社における審査の結果、お客様の口座開設を承諾し

なかった場合、その理由についてはいかなる場合でも開

示しないものとします。 

（追加） 

 

 

 

 

（2）～（3）（省略） 

 

(4)建玉の結了 

a．ＦＸ口座の場合 

建玉の結了を行うには、お客様の指示するところに従い、

差金決済をする必要があります。 

なお、同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこ

と(以下、「両建取引」という。)は可能ですが、両建取

引はお客様にとってビッド価格とアスク価格の差、証拠

金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと

受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデ

メリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。 

 

 

 

b．シストレ口座の場合 （省略） 

 

(5)～(8) （省略） 
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オプション取引の仕組みについて 

■オプション取引について（省略） 

 

■口座開設について 

当社は、社内規程でお客様の口座開設に関する審査基準

を設け、口座開設申込の際にご記入いただいたお客様の

資産の状況・知識・経験・投資目的等の事項を鑑み、適

合性の原則に則って口座開設に関する社内審査を行いま

す。 

そのため、口座開設の可否につきましては、必ずしもお

客様のご意向に添えない場合がありますのでご了承くだ

さい。なお、審査基準及び審査の経緯、口座開設の可否

判断に関する理由等は、当社では一切開示を行わないた

め、予めご了承ください。  社内審査が終了しますと、

お客様に対し速やかにみんなのＦＸ及びみんなのシスト

レの口座開設の可否を通知いたします。みんなのオプシ

ョンの口座を開設するにあたっては、みんなのＦＸ及び

みんなのシストレの口座を開設した後、お客様が個人の

場合に限り、当社が指定したオプション取引に係る知識

確認テストに合格する必要があります。当該テストの合

格を以て、みんなのオプションの口座開設は完了となり

ます。お客様の投資に関する知識・経験によっては、オ

プション取引に係る知識確認テストが行えない場合があ

ります。そのため、みんなのＦＸ及びみんなのシストレ

の口座開設を頂いた場合であっても、オプション口座を

開設頂けない場合があります。また、未成年者（満18歳

以上20未満）のお客様は、オプション取引に係る知識確

認テストが行えません。そのため、みんなのＦＸ及びみ

んなのシストレの口座開設を頂いた場合であっても、オ

プション口座を開設頂けません。 

 

■オプション取引の概要（省略） 

 

オプション取引の手続きについて 

（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 

オプション取引の仕組みについて 

■オプション取引について（省略） 

 

■口座開設について 

当社は、社内規程でお客様の口座開設に関する審査基準

を設け、口座開設申込の際にご記入いただいたお客様の

資産の状況・知識・経験・投資目的等の事項を鑑み、適

合性の原則に則って口座開設に関する社内審査を行いま

す。 

そのため、口座開設の可否につきましては、必ずしもお

客様のご意向に添えない場合がありますのでご了承くだ

さい。なお、審査基準及び審査の経緯、口座開設の可否

判断に関する理由等は、当社では一切開示を行わないた

め、予めご了承ください。  社内審査が終了しますと、

お客様に対し速やかにみんなのＦＸ及びみんなのシスト

レの口座開設の可否を通知いたします。みんなのオプシ

ョンの口座を開設するにあたっては、みんなのＦＸ及び

みんなのシストレの口座を開設した後、お客様が個人の

場合に限り、当社が指定したオプション取引に係る知識

確認テストに合格する必要があります。当該テストの合

格を以て、みんなのオプションの口座開設は完了となり

ます。なお、お客様の投資に関する知識・経験によって

は、オプション取引に係る知識確認テストが行えない場

合があります。そのため、みんなのＦＸ及びみんなのシ

ストレの口座開設頂いた場合であっても、オプション口

座を開設頂けない場合があります。 

 

 

 

 

 

■オプション取引の概要（省略） 

 

オプション取引の手続きについて 

（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 
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（省略） 

 

オプション取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

平成30年3月3日改訂 

以上 

（省略） 

 

オプション取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

 

以上 

 


