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店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのＦＸ・みんなのシストレ】（新旧対照表） 

（下線部分変更） 

改訂後 現行 

店頭外国為替証拠金取引説明書 

 

 

本件ＦＸ取引のリスク等重要事項について 

（省略） 

 

本件ＦＸ取引のリスクについて 

（省略） 

 

本取引システムを利用した本件ＦＸ取引にかかるリスクにつ

いて  

１．～３．（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、ストラテジー提供会社が作成したプログラムにつ

いては、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

お客様に提供いたします。当社が作成したプログラムについ

ては、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。 

（省略） 

 

本件ＦＸ取引の仕組みについて 

■本件ＦＸ取引について 

（省略） 

 

■本件ＦＸ取引の概要 

1.～5.（省略） 

 

6.取引上限・建玉上限 

(1)みんなのＦＸ 

１度に発注できる最大取引通貨単位は、1,000,000通貨

（100Lot）単位となります。ただし、ロスカット取引執行時は除

きます。 

店頭外国為替証拠金取引説明書 

 

 

本件ＦＸ取引のリスク等重要事項について 

（省略） 

 

本件ＦＸ取引のリスクについて 

（省略） 

 

本取引システムを利用した本件ＦＸ取引にかかるリスクにつ

いて 

１．～３．（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

お客様に提供いたします。 

 

（省略） 

 

本件ＦＸ取引の仕組みについて 

■本件ＦＸ取引について  

（省略） 

 

■本件ＦＸ取引の概要 

1.～5.（省略） 

 

6.取引上限・建玉上限 

（追加） 

１度に発注できる最大取引通貨単位は、1,000,000通貨

（100Lot）単位となります。ただし、ロスカット取引執行時は除

きます。 
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最大取引通貨単位に係る制限（建玉制限）は、全通貨ペア

の売建玉と買建玉を合計して50,000,000 通貨（5,000Lot）ま

でとなります。また、USD/JPY、ZAR/JPY、TRY/JPY及び

MXN/JPYにおいては売建玉と買建玉それぞれ10,000,000 

通貨（1,000Lot）まで、その他通貨ペアにおいては売建玉と

買建玉それぞれ5,000,000 通貨（500Lot）までとなります。 

(2)みんなのシストレ 

１度に発注できる最大取引通貨単位は、1,000,000通貨

（100Lot）単位となります。ただし、ロスカット取引執行時は除

きます。 

最大取引通貨単位に係る制限（建玉制限）は、必要な証拠

金は円換算して表記されるものとし、原則として5,000万円ま

でとなります。 

 

7.～16.（省略） 

 

17. 証拠金 

(1)～(6) （省略） 

 

(7)証拠金の追加差入れ 

証拠金の追加差入れは、「ダイレクト入金」又は「振込入

金」による入金及び、「ＦＸ口座」「シストレ口座」「入出金口座」

間の振替にて自由に行うことができます。なお、「ＦＸ口座」

「シストレ口座」「入出金口座」間の振替はほぼリアルタイムで

反映されます。 

 

※入出金の詳細や注意事項は、「本件ＦＸ取引の仕組みに

ついて ■本件ＦＸ取引の概要 18.証拠金の入金・出金」を

ご確認ください。 

 

(8)～(11) （省略） 

 

18.証拠金の入金・出金 

(1)「入出金口座」について 

入出金口座は、金融機関口座から当社への証拠金の入

金、及び当社から金融機関口座への証拠金の出金を行う際

に使用する口座です。入出金口座では「マイページ」のプラ

ットフォームを用意しております。 

 

 

 

 

(2)証拠金の入金について 

イ．証拠金の入金は、円貨のみの取扱いとなります。（削除） 

 

 

 

 

最大取引通貨単位に係る制限（建玉制限）は、「みんなのＦ

Ｘ」「みんなのシストレ」各々で算出します。「みんなのＦＸ」に

おいては、全通貨ペアの売建玉と買建玉を合計して

50,000,000 通貨（5,000Lot）までとなり、「みんなのシストレ」

においては、必要な証拠金は円換算して表記されるものと

し、原則として5,000万円までとなります。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

7.～16.（省略） 

 

17. 証拠金 

(1)～(6) （省略） 

 

(7)証拠金の追加差入れ 

証拠金の追加差入れは、当社指定銀行口座への振込にて

自由に行うことができます。なお、｢ダイレクト入金｣による「入

出金口座」への振込については、ほぼリアルタイムでご入金

が反映されます。また、「ＦＸ口座」「シストレ口座」「入出金口

座」間の振替については、ほぼリアルタイムで出入金が反映

されます。 

※入出金に関する注意事項は、「本件ＦＸ取引の仕組みにつ

いて ■本件ＦＸ取引の概要 18.証拠金の入金・出金」をご

確認ください。 

 

(8)～(11) （省略） 

 

18.証拠金の入金・出金 

(1)「入出金口座」について 

入出金口座では、「マイページ」のプラットフォームを用意

しております。金融機関口座から当社への証拠金の入金、及

び当社から金融機関口座への証拠金の出金は、「入出金口

座」で行われます。金融機関口座から、「ＦＸ口座」「シストレ

口座」への直接の入金又は出金はできません。また、「ＦＸ口

座」「シストレ口座」「入出金口座」間の振替については、ほぼ

リアルタイムで反映されます。 

 

(2)証拠金の入金及びご注意 

イ．証拠金の入金は、円貨のみの取扱いとなります。お客様

による証拠金の入金は、当社指定銀行口座への振込に限ら

れます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金について

は、かかる入金を当社が認識した時点でお客様の「入出金口

座」に反映されるため、振込入金から「入出金口座」への反映
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ロ．入金いただく際の「振込名義人」は、本取引システムの

「取引口座名義人」と同一のものに限ります。振込名義人と取

引口座名義人が相違することが判明した場合は、本取引シス

テムにおける入金処理完了後、又は売買発生後といえども当

該振込入金の取消を行います。これにより発生するリスクは、

全てお客様の負担となります。 

ハ．入金方法は、「マイページ」から当社提携金融機関のイン

ターネットバンキングにて操作いただき、お客様のＦＸ口座、

シストレ口座又は入出金口座へ証拠金を反映する「ダイレクト

入金」と、銀行口座やATM等から当社指定銀行口座へお振

込いただき、お客様の入出金口座へ証拠金を反映する「振

込入金」があります。 

 

 

 

 

ニ．本件ＦＸ取引を行うためには、ダイレクト入金にて直接、Ｆ

Ｘ口座又はシストレ口座へご入金いただくか、「ＦＸ口座」「シ

ストレ口座」「入出金口座」間の振替にてＦＸ口座又はシストレ

口座へ証拠金を振替ていただく必要があります。なお、「ＦＸ

口座」「シストレ口座」「入出金口座」間の振替はほぼリアルタ

イムで反映されます。 

 

 

 

 

 

(３)ダイレクト入金について 

イ．ダイレクト入金は5,000円以上の入金においてご利用いた

だけます。 

ロ．ダイレクト入金の場合、お振込みいただいた証拠金はＦＸ

口座、シストレ口座又は入出金口座へ反映されます。証拠金

を反映させる口座は、ダイレクト入金時に「マイページ」にて

選択可能です。また、入金後、「ＦＸ口座」「シストレ口座」「入

出金口座」間の振替が可能となっております。 

ハ．ダイレクト入金の場合、原則、ほぼリアルタイムでご入金

が反映されますが、当社が即時に入金が反映されることを保

証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正

しく完了しなかったこと又は通信回線状況等の不具合により、

反映が遅延し、場合によっては反映が翌営業日以降になる

場合があります。この場合、お客様に生じた損失、機会利益

の逸失、費用負担等について、当社は一切の責任を負いま

せん。 

ニ．ダイレクト入金は、メンテナンス時間にご利用いただくこと

はできません。また、システム障害時や臨時メンテナンス時

間もご利用いただけなくなります。 

ホ．ダイレクト入金の場合、振込手数料は当社負担といたしま

までの間に時間かかる可能性があります。 

ロ．入金いただく際の「振込名義人」は、本取引システムの

「取引口座名義人」と同一のものに限ります。振込名義人と取

引口座名義人が相違することが判明した場合は、本取引シス

テムにおける入金処理完了後、又は売買発生後といえども当

該振込入金の取消を行います。これにより発生するリスクは、

全てお客様の負担となります。 

ハ．5,000円以上の入金の場合、ダイレクト入金（オンライン入

金）をご利用いただけます。ダイレクト入金による入出金口座

への振込については、ほぼリアルタイムでご入金が反映され

ますが、当社が即時に入金が反映されることを保証するもの

ではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了し

なかったこと又は通信回線状況等の不具合により、入出金口

座への反映が遅延し、場合によっては入出金口座への反映

が翌営業日以降になる場合があります。この場合、お客様に

生じた損失、機会利益の逸失、費用負担等について、当社

は一切の責任を負いません。 

ニ．ダイレクト入金は、メンテナンス時間にご利用いただくこと

はできません。また、システム障害時や臨時メンテナンス時

間もご利用いただけなくなります。 

ホ．当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客

様負担といたします。ただし、ダイレクト入金をご利用の際の

振込手数料は当社負担といたします。 

※「ダイレクト入金」とは、オンラインにて当社提携金融機関よ

りお客様の入出金口座にお振込みができるサービスです。 

※「ダイレクト入金」は、個人・法人の別、又はご利用の環境

によってはご利用できない金融機関がございます。 

 

（追加） 
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す。 

ヘ．ダイレクト入金は、個人・法人の別、又はご利用の環境に

よってはご利用できない金融機関がございます。 

 

(４)振込入金について 

イ．振込入金の場合、お振込みいただいた証拠金は入出金

口座へ反映されます。金融機関口座から直接、「ＦＸ口座」

「シストレ口座」へ入金することはできません。入金後、「ＦＸ口

座」「シストレ口座」「入出金口座」間の振替が可能となってお

ります。 

ロ．振込入金の場合、お客様による証拠金の入金は、当社指

定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振

り込まれた証拠金については、かかる入金を当社が認識した

時点でお客様の入出金口座に反映されるため、振込入金か

ら入出金口座への反映までの間に時間かかる可能性があり

ます。 

ハ．振込入金の場合、振込手数料はお客様負担といたしま

す。 

 

(5)証拠金の出金について 

イ．証拠金の出金は、円貨のみの取扱いとなります。お客様

による証拠金の出金は、「入出金口座」の「出金・振替可能

額」範囲内で、お客様のご登録された金融機関口座へ振込

いたします。「ＦＸ口座」「シストレ口座」から直接、金融機関口

座へ出金することはできません。「ＦＸ口座」「シストレ口座」に

証拠金がある場合、「入出金口座」への振替が必要となって

おります。なお、「ＦＸ口座」「シストレ口座」「入出金口座」間の

振替はほぼリアルタイムで反映されます。 

ロ．～ニ．（省略） 

 

19.～23. （省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて 

(1)（省略） 

 

(2)注文の指示事項 

本件ＦＸ取引の注文をするときは、「ＦＸ口座」又は「シストレ

口座」に証拠金がある状態で、当社の取扱い時間内に次の

事項を正確に指示してください。 

 

a. ～ｂ. （省略） 

 

(3)～(8) （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 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)証拠金の出金及びご注意 

イ．証拠金の出金は、円貨のみの取扱いとなります。お客様

による証拠金の出金は、「入出金口座」の「出金・振替可能

額」範囲内で、お客様のご登録された金融機関口座へ振込

いたします。（追加） 

 

 

 

 

ロ．～ニ．（省略） 

 

19.～23. （省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて  

(1)（省略） 

 

(2)注文の指示事項 

本件ＦＸ取引の注文をするときは、「入出金口座」に振込い

ただくお客様の証拠金を、お客様が取引される「ＦＸ口座」又

は「シストレ口座」に振り替えていただき、当社の取扱い時間

内に、次の事項を正確に指示してください。 

a. ～ｂ. （省略） 

 

(3)～(8) （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 
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（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） 

 

平成30年12月22日 改訂 

以上 

（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） 

 

 

以上 
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