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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 （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 

 取引時間 メンテナンス時間 

米 国

標 準

時間 

月曜日 ０７：１０～

土曜日 ０６：５０ 

月曜日 ０６：００～０６：２５ 

火曜日～日曜日 ０６：５０～０

７：１０ 

土曜日 １２：００～１８：００ 

米 国

夏 時

間 

月曜日 ０７：１０～

土曜日 ０５：５０ 

月曜日 ０６：００～０６：２５ 

火曜日～日曜日 ０５：５０～０

６：１０ 

土曜日 １２：００～１８：００ 

※メンテナンス時間は、価格配信を停止しているため、お客

様の注文は約定しません。また、入出金の操作もできませ

ん。 

※土曜日の１２：００～１８：００のメンテナンス時間には、取引

システムにログインすることができません。 

※外国為替市場が休場となる日(元日、クリスマス等)、又は実

質的に外国為替市場が休止となる日、若しくはシステム障害

時等の当社が取引できないとした時間には、取引及び発注

することができません。 

※システム障害等の突発的な事象を除き、取引時間が変更・

休止となる場合は、原則として事前に当社ホームページに掲

載します。 

※システム障害等の突発的な事象が発生した場合は、原則

として当社ホームページに当社の突発的な事象への対応に

関し掲載します。 

※「みんなのシストレ」において、お客様が選択したストラテ

ジーの売買シグナルに準ずる及び自動建玉決済の注文が

約定する前にメンテナンス時間となった場合、当該注文が新

規注文のときはその注文は不成立となり、当該注文が決済注

文のときはメンテナンス時間終了後の取引開始後に発注され

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（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 

 取引時間 メンテナンス時間 

米 国

標 準

時間 

月曜日 ０７：００～

土曜日 ０６：４０ 

月曜日 ０６：００～０６：２５ 

火曜日～日曜日 ０６：４０～０

７：００ 

土曜日 １２：００～１８：００ 

米 国

夏 時

間 

月曜日 ０７：００～

土曜日 ０５：４０ 

月曜日 ０６：００～０６：２５ 

火曜日～日曜日 ０５：４０～０

６：００ 

土曜日 １２：００～１８：００ 

※メンテナンス時間は、価格配信を停止しているため、お客

様の注文は約定しません。また、入出金の操作もできませ

ん。 

※土曜日の１２：００～１８：００のメンテナンス時間には、取引

システムにログインすることができません。 

※外国為替市場が休場となる日(元日、クリスマス等)、又は実

質的に外国為替市場が休止となる日、若しくはシステム障害

時等の当社が取引できないとした時間には、取引及び発注

することができません。 

※システム障害等の突発的な事象を除き、取引時間が変更・

休止となる場合は、原則として事前に当社ホームページに掲

載します。 

※システム障害等の突発的な事象が発生した場合は、原則

として当社ホームページに当社の突発的な事象への対応に

関し掲載します。 

※「みんなのシストレ」において、お客様が選択したストラテ

ジーの売買シグナルに準ずる及び自動建玉決済の注文が

約定する前にメンテナンス時間となった場合、当該注文が新

規注文のときはその注文は不成立となり、当該注文が決済注

文のときはメンテナンス時間終了後の取引開始後に発注され

ます 
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2.～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、ZAR/JPY及び

MXN/JPYにおいては2,000,000通貨（200Lot）、その他通貨

ペアにおいては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（建玉数量制限）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、最大取引件数に係る制限（建玉件数制限）

は、建玉数量にかかわらず全通貨ペアの売建玉と買建玉を

合計して500件までとなります。また、USD/JPY、ZAR/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。 

同一営業日内の新規取引数量上限は、為替相場の変動状

況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じて、

通貨ペア毎に随時変更いたします。詳細はホームページの

サービス概要をご覧ください。なお、決済注文数量の上限は

ありません。 

(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（建玉数量制限）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.～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 

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

2.～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、ZAR/JPY及び

MXN/JPYにおいては2,000,000通貨（200Lot）、その他通貨

ペアにおいては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（建玉数量制限）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、最大取引件数に係る制限（建玉件数制限）

は、建玉数量にかかわらず全通貨ペアの売建玉と買建玉を

合計して500件までとなります。また、USD/JPY、ZAR/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。 

（追加） 

 

 

 

 

(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（建玉数量制限）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.～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 

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



- 3 - 

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、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

紐づく合計損益額（決済

損益額＋評価損益額）

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

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、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
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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

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。当

該ストラテジーの紐づけ

を停止しお客様の任意

の判断にて手動決済す

る方法を選択した建玉に

ついても決済の対象とな

ります。なお、同時に、

当該ストラテジーのセレ

クトを解除します。 

※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益額（決済

損益額＋評価損益額）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。当該ストラテジーの紐づけを停

止しお客様の任意の判断にて手動決済する方法を選

択した建玉についても決済の対象となります。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セレクトを解除しま

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.～24.（省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて（省略） 

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

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。当

該ストラテジーの紐づけ

を停止しお客様の任意

の判断にて手動決済す

る方法を選択した建玉に

ついても決済の対象とな

ります。なお、同時に、

当該ストラテジーのセレ

クトを解除します。 

※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。当該ストラテジーの紐づけを停

止しお客様の任意の判断にて手動決済する方法を選

択した建玉についても決済の対象となります。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セレクトを解除しま

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.～24.（省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて（省略） 
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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） 

 

令和３年１月30日 改訂 

以上 

 

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 

 


