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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 

【みんなのＦＸ・みんなのシストレ】 

 

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。 

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略と相違する取引を

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。 

「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

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】 

 

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。 

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略と相違する取引を

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。 

「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
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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。 

当社のシステムトレードにおけるリスクコントロール設定

は、外国為替相場の変動によっては、設定した損失許容額を

下回る水準又は上回る水準となる可能性があり、損失額を保

証するものではなく、預託された証拠金を上回る損失が発生

することがあります。この場合、お客様は速やかに当社へ弁

済を行わなければなりません。 

（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.取引時間 （省略） 

 

2.取引通貨 

通貨ペアとは、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23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 MXN/JPY CNHJPY HKDJPY 

SGDJPY 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、

CNH＝中国人民元、EUR =ユーロ、GBP=英ポンド、HKD＝

香港ドル、JPY＝日本円、MXN＝メキシコペソ、NZD＝ニュー

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。 

（追加） 

 

 

 

 

 

（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.取引時間 （省略） 

 

2.取引通貨 

通貨ペアとは、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20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 MXN/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、MXN＝メキシ

コペソ、NZD＝ニュージーランドドル、TRY=トルコリラ、USD
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ジーランドドル、SGD＝シンガポールドル、TRY=トルコリラ、

USD＝米ドル、ZAR＝南アフリカランド 

 

3.～9.  （省略） 

 

10.注文の執行方法 

（１）みんなのＦＸ （省略） 

 

(２) みんなのシストレ 

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。 

ロス

カット 

「シストレ口座」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、お客様の建玉の全

部に対して決済注文を執行します。 

※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、最初に約定処理し

た建玉の決済時の約定価格を、他の同一

通貨ペアの建玉の決済約定価格に用いま

す。 

リスク

コント

ロー

ル設

定 

「みんなのシストレ」において、お客様がセ

レクトしているストラテジー毎に損失許容額

を設定することができます。お客様の当該

ストラテジーに紐づく合計損失額（決済損

失額＋評価損失額）が、設定した損失許容

額以上となっていることを当社システムが検

知したときに成行注文を行い、当該注文を

＝米ドル、ZAR＝南アフリカランド 

 

 

3.～9.  （省略） 

 

10.注文の執行方法 

（１）みんなのＦＸ （省略） 

 

(２) みんなのシストレ 

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。 

ロス

カット 

「シストレ口座」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、お客様の建玉の全

部に対して決済注文を執行します。 

※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、最初に約定処理し

た建玉の決済時の約定価格を、他の同一

通貨ペアの建玉の決済約定価格に用いま

す。 

（追

加） 

 

 

 

（追加） 
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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、お客様の当該

ストラテジーに紐づく建玉の全部に対して

決済注文を執行します。なお、同時に、当

該ストラテジーの新規注文に係る売買シグ

ナルは停止します。 

※リスクコントロール設定は「みんなのシスト

レ」でのみ設定可能です。  

 

11.～13. （省略） 

 

14.リスクコントロール設定 

お客様は「みんなのシストレ」において、セレクトしているス

トラテジー毎に損失許容額を設定することができます。当社

はお客様の損失の拡大防止を目的として、お客様の当該スト

ラテジーに紐づく合計損失額（決済損失額＋評価損失額）が

設定した損失許容額以上となった場合、お客様の当該ストラ

テジーに紐づく建玉の全部をお客様の計算において自動的

に決済注文を発注し、差金決済します。ただし、為替相場が

急激に変動した場合等には、当該設定が適用されても、設定

した損失許容額を下回る水準又は上回る水準で約定する可

能性があり、損失額を保証するものではありません。したがっ

て、お客様は預託された証拠金を上回る損失が発生する可

能性があり、この場合、お客様は速やかに当社へ弁済を行わ

なければなりません。 

なお、同時に、当該ストラテジーの新規注文に係る売買シ

グナルは停止します。 

※リスクコントロール設定は「みんなのシストレ」でのみ設定可

能です。 

 

15.差金決済 （省略） 

 

16.決済に伴う金銭の計算 （省略） 

 

17.取引に伴う金銭の授受 （省略） 

 

18.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 19.証拠金の入金・出金」を

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.～13.  （省略） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.差金決済 （省略） 

 

15.決済に伴う金銭の計算 （省略） 

 

16.取引に伴う金銭の授受 （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。 
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19.証拠金の入金・出金 （省略） 

 

20．約定の訂正等 （省略） 

 

21．カバー取引 （省略） 

 

22. 推奨環境 （省略） 

 

23. 課税上の取扱い （省略） 

 

24. 取引終了の事由 （省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて 

(1)～(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を二重に負担するこ

とや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 

 お客様が取引を実行しているストラテジーが差金決済に係

る売買シグナルを配信した場合、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。 

お客様が一部又は全てのストラテジーを、「セレクト解除」

又は「取引停止」を選択した場合には、当該ストラテジーに紐

づくお客様の建玉は、即時に成行による差金決済注文が行

われます。また、ストラテジーが差金決済に係る売買シグナ

ルを配信する前に、お客様は決済する建玉を指定し、手動

（お客様がご自身の裁量）にて差金決済の注文を行うことが

できます。  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

18.証拠金の入金・出金 （省略） 

 

19．約定の訂正等 （省略） 

 

20．カバー取引 （省略） 

 

21.推奨環境 （省略） 

 

22. 課税上の取扱い （省略） 

 

23.取引終了の事由 （省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて 

(1)～(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 

 お客様が取引を実行しているストラテジーが差金決済に係

る売買シグナルを配信した場合、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。 

また、お客様が一部又は全てのストラテジーを、「セレクト

解除」又は「取引停止」を選択した場合には、当該ストラテジ

ーに紐づくお客様の建玉は、即時に成行による差金決済注

文が行われます。 

取引の実行中にお客様の建玉が存在する場合でも、お客

様は、お客様の判断で、ストラテジー毎に「新規取引停止」を

選択し、当該ストラテジーの新規注文に係る売買シグナルを

停止することができます。「新規取引停止」を選択する前に、

当該ストラテジーに紐づくお客様の建玉が存在している場

合、当該建玉は、引き続きストラテジーの売買シグナルに準

じて自動的に成行注文にて差金決済の注文が行われます。

また、ストラテジーが差金決済に係る売買シグナルを配信す

る前に、お客様は決済する建玉を指定し、手動（お客様がご

自身の裁量）にて差金決済の注文を行うことができます。 

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
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合、そのストラテジーに紐づく全ての建玉は、毎時の判定に

より、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。 

 

（5）～（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 （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） 
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以上 

合、そのストラテジーに紐づく全ての建玉は、毎時の判定に

より、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。 

 

（5）～（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 （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 

 


