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取引情報開示及び提供についての留意点並びに同意規約（新旧対照表） 

（下線部分変更） 

改訂後 現行 

 

取引情報開示及び提供についての留意点 

 

お客様は、店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」にお

ける取引情報及び店頭外国為替証拠金取引「みんなのシス

トレ」における損益情報等を「みんなのシストレ」にご提供い

ただく場合、お客様にとって各種利点がある反面、お客様が

意図しない損害又は不利益を被る可能性があります。 

 （省略） 

 

 

取引情報開示及び提供についての同意規約 

 

取引情報提供及び開示についての同意規約（以下、「本

規約」という。）は、トレイダーズ証券株式会社（以下、「当社」

という。）が提供する本サービス（第１条にて定義する。）の利

用について、その権利・義務関係を明確にすることを目的と

して規定します。 

 

第１条 定義  

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使

用します。  

（１）「本サービス」とは、当社が提供する店頭外国為替証拠

金取引「みんなのシストレ」（以下、「本商品」という。）におい

て、お客様の店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」（以

下、「みんなのＦＸ」という。）における取引情報等をストラテジ

ーとしてランキングページ等に公開し、その取引情報を当社

が分析し、投資助言情報（シグナル）として本商品を利用す

るお客様へ提供するサービス、及びお客様の本商品におけ

る損益情報等をセレクターとしてランキングページ等に公開

し、その損益情報につき本商品を利用するお客様へ提供す

るサービスをいいます。 

（２）「トレーダー」とは、本規約の同意及び当社が別途規定

する本商品に係る約款、契約、その他規程を締結し、当社に

対し「みんなのＦＸ」の取引情報等を開示及び提供する当社

のお客様をいいます。 

（３）「セレクター」とは、本規約の同意及び当社が別途規定

する本商品に係る約款、契約、その他規程を締結し、当社に

対し本商品の損益情報等を開示及び提供する当社のお客

様をいいます。 

（４）「本サイト」とは、当社が提供する本商品の取引システム

及びホームページにおけるトレーダー並びにセレクターの

 

取引情報開示及び提供についての留意点 

 

お客様は、店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」にお

ける取引情報を店頭外国為替証拠金取引「みんなのシスト

レ」にご提供いただく場合、お客様にとって各種利点がある

反面、お客様が意図しない損害又は不利益を被る可能性が

あります。 

 （省略） 

 

 

取引情報開示及び提供についての同意規約 

 

取引情報提供及び開示についての同意規約（以下、「本

規約」という。）は、トレイダーズ証券株式会社（以下、「当社」

という。）が提供する本サービス（第１条にて定義する。）の利

用について、その権利・義務関係を明確にすることを目的と

して規定します。 

 

第１条 定義  

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使

用します。  

（１）「本サービス」とは、当社が提供する店頭外国為替証拠

金取引「みんなのシストレ」（以下、「本商品」という。）におい

て、お客様の店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」にお

ける取引情報をストラテジーとしてランキングページ等に公

開し、その取引情報を当社が分析し、投資助言情報（シグナ

ル）として「みんなのシストレ」を利用するお客様へ提供する

サービスをいいます。 

 

 

 

（２）「トレーダー」とは、本規約の同意および当社が別途規定

する本商品に係る約款、契約、その他規程を締結し、当社に

対し「みんなのＦＸ」の取引情報を開示及び提供する当社の

お客様をいいます。 

（追加） 

 

 

 

（３）「本サイト」とは、当社が提供する「みんなのシストレ」のシ

ステムおよびホームページにおけるトレーダーの開示情報
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開示情報を公開するページをいいます。  

（５）「開示情報」とは、トレーダー及びセレクターが当社に提

供する情報をいいます。具体的には、次の情報をいいます。 

イ．トレーダー及びセレクターが任意に設定したニックネー

ム 

ロ．本商品におけるトレーダーの取引情報等（通貨ペア、売

買区分、取引数量、新規・決済区分、証拠金残高等） 

ハ．本商品におけるセレクターの損益情報等（1Lotあたりの

想定損益、獲得Pips、セレクトリスト、ランキング推移等） 

ニ．トレーダー及びセレクターが任意に設定したプロフィー

ル画像 

ホ．トレーダーが任意に設定した投資情報 

 

第２条 本サービスへの登録及び審査 

トレーダー及びセレクターは、本商品の口座開設申込時

において、当該申込ページ上の本規約に同意し、かつ当社

による当該口座開設の審査を経た上で、当該口座開設を完

了し、その後、本サービスへ開示情報の登録を以て本サー

ビスの登録を完了するものとします。また、既に口座開設を

完了しているお客様は、本規約に同意し、本サービスへ開

示情報の登録を以て本サービスの登録を完了するものとし

ます。 

２．次の事由に該当すると当社が判断した場合、当社は取引

情報の公開を拒否することできるものとします。 

（１）ニックネーム及びプロフィール画像が、トレーダー及び

セレクター本人を特定できるおそれがある場合 

（２）～（４） （省略） 

 

第３条 トレーダー及びセレクターへの登録料及び報酬 

トレーダー及びセレクターへの登録は無料となります。ま

た、本サービスにおいてトレーダー及びセレクターに対する

報酬は一切発生しないものとします。 

 

第４条 トレーダーの責務 

（省略） 

 

第５条 禁止事項 

トレーダー及びセレクターは、本サービスの利用にあた

り、本項各号に該当する又はそのおそれのある行為を行っ

てはならないものとし、そのことに予め同意するものとしま

す。 

（１）～（10） （省略） 

 

第６条 開示情報の取扱い  

当社は、トレーダー及びセレクターの同意をもって、開示

情報を本サイトに公開することができるものとし、トレーダー

を公開するページをいいます。  

（４）「開示情報」とは、トレーダーが当社に提供する情報をい

います。具体的には、次の情報をいいます。 

イ．トレーダーが任意に設定したニックネーム 

 

ロ．本商品におけるトレーダーの取引情報（通貨ペア、売買

区分、取引数量、新規・決済区分、証拠金残高等） 

（追加） 

 

ハ．トレーダーが任意に設定したプロフィール画像、及び投

資情報 

（追加） 

 

第２条 本サービスへの登録及び審査 

トレーダーは、本商品の口座開設申込時において、当該

申込ページ上の本規約に同意し、かつ当社による当該口座

開設の審査を経た上で、当該口座開設を完了し、その後、

本サービスへ開示情報の登録を以て本サービスの登録を完

了するものとします。また、既に口座開設を完了しているお

客様は、本規約に同意し、本サービスへ開示情報の登録を

以て本サービスの登録を完了するものとします。 

 

２．次の事由に該当すると当社が判断した場合、当社は取引

情報の公開を拒否することできるものとします。 

（１）ニックネーム及びプロフィール画像が、トレーダー本人

を特定できるおそれがある場合 

（２）～（４） （省略） 

 

第３条 トレーダーへの登録料及び報酬 

トレーダーへの登録は無料となります。また、本サービス

においてトレーダーに対する報酬は一切発生しないものとし

ます。 

 

第４条 トレーダーの責務 

（省略） 

 

第５条 禁止事項 

トレーダーは、本サービスの利用にあたり、本項各号に該

当する又はそのおそれのある行為を行ってはならないものと

し、そのことに予め同意するものとします。 

 

（１）～（10） （省略） 

 

第６条 開示情報の取扱い  

当社は、トレーダーの同意をもって、開示情報を本サイト

に公開することができるものとし、トレーダーは予め同意する
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及びセレクターは予め同意するものとします。 

２．当社は開示情報を善良なる管理者の注意義務をもって、

適切に管理するものとします。 

３．当社は本サービスを提供するにあたり、システムの委託

先である当社グループ会社（以下、「委託先」という。）へ開

示情報を開示できるものとし、トレーダー及びセレクターは

予め同意するものとします。 

４．委託先は、当社から受領する開示情報を、当社と同等の

注意義務をもって、適切に管理するものとします。 

 

第７条 本サービスの変更、中断、追加及び廃止等 

当社は、トレーダー及びセレクターに事前の通知をするこ

となく、当社の判断で本サービスの内容の全部又は一部を

変更、中断、追加、廃止することができるものとします。 

２．前項に関し、当社はトレーダー及びセレクターに対して

損害賠償、その他一切の責任を負担しないものとし、トレー

ダー及びセレクターは予め同意するものとします。 

 

第８条 著作権等の帰属 

本サービスにおける知的財産権は、当社又は委託先に帰

属し、トレーダー及びセレクターは、当社及び委託先の承諾

を得ずにランキング等の情報をその他の第三者に使用、又

は公開させたりすることを禁止します。また、トレーダー及び

セレクターは、著作権法に定める私的使用の範囲を超えて

当社及び委託先が提供するランキング等の情報を使用する

ことを禁止します。 

２．本条の規定に違反して問題が生じた場合、トレーダー及

びセレクターは、自己の責任と負担において問題を解決す

るものとし、当社及び委託先に迷惑及び損害を与えないもの

とします。 

 

第９条 免責事項 

当社及び委託先は、本サービスによりトレーダー及びセレ

クターに生じた直接的損害、間接的損害、派生的損害又は

その他いかなる損害についても、一切の責任を負いませ

ん。 

 

第１０条 損害賠償 

トレーダー及びセレクターは、当社に損害を与えた場合、

その損害を賠償するものとします。 

２．トレーダー及びセレクターは第三者との間でトラブルが発

生した場合、当該トレーダー及びセレクターの責任と費用負

担により解決するものとし、当該トラブル等により当社に損害

が生じた場合、その損害を賠償するものとします。 

 

第１１条 トレーダー及びセレクターが行う登録の解除 

ものとします。 

２．当社は開示情報を善良なる管理者の注意義務をもって、

適切に管理するものとします。 

３．当社は本サービスを提供するにあたり、システムの委託

先である当社グループ会社（以下、「委託先」という。）へ開

示情報を開示できるものとし、トレーダーは予め同意するも

のとします。 

４．委託先は、当社から受領する開示情報を、当社と同等の

注意義務をもって、適切に管理するものとします。 

 

第７条 本サービスの変更、中断、追加及び廃止等 

当社は、トレーダーに事前の通知をすることなく、当社の

判断で本サービスの内容の全部又は一部を変更、中断、追

加、廃止することができるものとします。 

２．前項に関し、当社はトレーダーに対して損害賠償、その

他一切の責任を負担しないものとし、トレーダーは予め同意

するものとします。 

 

第８条 著作権等の帰属 

本サービスにおける知的財産権は、当社又は委託先に帰

属し、トレーダーは、当社及び委託先の承諾を得ずにランキ

ング等の情報をその他の第三者に使用、又は公開させたり

することを禁止します。また、トレーダーは、著作権法に定め

る私的使用の範囲を超えて当社及び委託先が提供するラン

キング等の情報を使用することを禁止します。 

 

２．本条の規定に違反して問題が生じた場合、トレーダー

は、自己の責任と負担において問題を解決するものとし、当

社及び委託先に迷惑及び損害を与えないものとします。 

 

 

第９条 免責事項 

当社及び委託先は、本サービスによりトレーダーに生じた

直接的損害、間接的損害、派生的損害又はその他いかなる

損害についても、一切の責任を負いません。 

 

 

第１０条 損害賠償 

トレーダーは、当社に損害を与えた場合、その損害を賠

償するものとします。 

２．トレーダーは第三者との間でトラブルが発生した場合、当

該トレーダーの責任と費用負担により解決するものとし、当

該トラブル等により当社に損害が生じた場合、その損害を賠

償するものとします。 

 

第１１条 トレーダーが行う登録の解除 
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トレーダー及びセレクターは、当社の指定する方法に従

い、本サービスの利用を停止することができるものとします。 

２．トレーダー及びセレクターは、本サービスの利用を停止

後も当社及び他の第三者に対する一切の義務及び債務を

免れるものではないことに予め同意するものとします。 

３．当社は、トレーダー及びセレクターが本サービスの利用

を停止した場合でも、その開示情報を返還しないものとし、

予め同意するものとします。 

 

第１２条 利用停止等 

当社は、トレーダー及びセレクターが以下の各号のいず

れかの事由に該当する場合は、事前の通知、又は催告を要

せずに直ちに本サービスの利用を停止又は本商品の契約

を解約することができるものとします。 

（１）～（４） （省略） 

（５）当社が別途規定する本商品に係る約款第22条、又は第

23条の条項に該当した場合 

 

第１３条 規約の変更等 

（省略） 

 

第１４条 準拠法及び合意管轄 

（省略） 

 

第１５条 協議事項 

本規約に定めのない事項について疑義が生じ、または本

規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社、トレーダ

ー及びセレクターはお互いに誠意をもって協議し、これを解

決するものとします。 

以上 

 

平成30年9月29日 改訂 

 

トレーダーは、当社の指定する方法に従い、本サービス

の利用を停止することができるものとします。 

２．トレーダーは、本サービスの利用を停止後も当社及び他

の第三者に対する一切の義務及び債務を免れるものではな

いことに予め同意するものとします。 

３．当社は、トレーダーが本サービスの利用を停止した場合

でも、その開示情報を返還しないものとし、トレーダーは予

め同意するものとします。 

 

第１２条 利用停止等 

当社は、トレーダーが以下の各号のいずれかの事由に該

当する場合は、事前の通知、又は催告を要せずに直ちに本

サービスの利用を停止又は本商品の契約を解約することが

できるものとします。 

（１）～（４） （省略） 

（５）当社が別途規定する本商品に係る店頭デリバティブ取

引約款第22条、又は第23条の条項に該当した場合 

 

第１３条 規約の変更等 

（省略） 

 

第１４条 準拠法及び合意管轄 

（省略） 

 

第１５条 協議事項 

本規約に定めのない事項について疑義が生じ、または本

規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社およびトレ

ーダーはお互いに誠意をもって協議し、これを解決するもの

とします。 

以上 

 

 

 

 


