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新取引説明書

旧取引説明書

外国 為替証拠 金取引

商 号：株式会社 サイバーエージェント FX

商 号：株式会社 サイバーエージェント FX

のリ スクおよ び財産

登録番号：関東財務局長（金商）第 271 号 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第 271 号 金融商品取引業者

の管 理方法等 重要事

連絡先 ：0120-724-277

連絡先 ：0120-724-277 info@gaikaex.net

項について

加入協会：社団法人金融先物取引業協会 登録番号 1555 号

加入協会：社団法人金融先物取引業協会 登録番号 1555 号

外国為替証拠金取引

7.

7.

のリスクおよび財産

弊社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、弊社は弊社の所

弊社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、弊社は弊社の所

の管理方法等重要事

定の金融機関との間でカバー取引を行っております。

定の金融機関との間でカバー取引を行っております。

カバー取引先（平成 21 年 2 月 16 日現在）

カバー取引先（平成 20 年 12 月 22 日現在）

項について

ドイツ銀行

ドイツ銀行

（Deutsche Bank AG） 銀行業/ドイツ連邦金融監督局

（Deutsche Bank AG） 銀行業/ドイツ連邦金融監督局

ゴールドマン・サックス証券株式会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社

（Goldman Sachs Japan Co.,Ltd.） 証券業/日本 金融庁

（Goldman Sachs Japan Co.,Ltd.） 証券業/日本 金融庁

バークレイズ銀行

バークレイズ銀行

(Barclays Bank PLC) 銀行業/イギリス金融庁

(Barclays Bank PLC) 銀行業/イギリス金融庁

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行

（Sumitomo Mitsui Banking Corporation） 銀行業/日本 金融庁

（Sumitomo Mitsui Banking Corporation） 銀行業/日本 金融庁

ドレスナー・クラインオート証券会社東京支店

ドレスナー・クラインオート証券会社東京支店

（Dresdner Kleinwort(Japan)Limited Tokyo Branch） 証券業/日本 金融庁

（Dresdner Kleinwort(Japan)Limited Tokyo Branch） 証券業/日本 金融庁

ＵＢＳ銀行東京支店

ＵＢＳ銀行東京支店

（UBS AG, Tokyo Branch）銀行業/日本 金融庁

（UBS AG, Tokyo Branch）銀行業/日本 金融庁

外国為替証拠金取引

④流動性リスク

④流動性リスク

のリスクについての

外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を

マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジション（建玉）を決済す

説明

含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での

ることや新たにポジション（建玉）を保有することが困難となることがありま

祝日や、ニューヨーククローズ間際・週始のオープンにおけるお取引、普段か

す。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本

ら流動性の低い通貨でのお取引、あるいはマーケットの変動が激しいためにイ

円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国

ンターバンク間のレートの提示が困難な状況でのお取引においては、弊社の通

での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週始のオープンにおけるお取引、あ

常の営業時間帯であっても、ポジション（建玉）の決済や新たなポジション（建

るいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、弊社の通常の営業時間帯であ

玉）の保有が困難となることがあります。

ってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合もありま

また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況

す。 また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な

下で特定の通貨のお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。

状況下で特定の通貨のお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。

口座開設のお申込は、弊社所定の方法にて受付いたします。お問い合わせ等は

口座開設のお申込は、弊社所定の方法にて受付いたします。お問い合わせ等は

サイバーエージェント FX お客様サービスセンターでお受けいたします。

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター（0120-724-277）もしくは、

2. 口座開設について

外国為替証拠金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被るおそれがあります。 メール（info@gaikaex.net）でお受けいたします。
弊社で外国為替証拠金取引口座を開設して頂くにあたっては、原則として次の

外国為替証拠金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被るおそれがあります。

要件を満たして頂くことが必要となります。

弊社で外国為替証拠金取引口座を開設して頂くにあたっては、原則として次の
要件を満たして頂くことが必要となります。

2. 口座開設について

弊社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。 弊社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
＜取引担当者基準＞

＜取引担当者基準＞

・取引担当者は 1 口座につき 1 名。

・取引担当者は 1 口座につき 1 名。

・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。

・取引担当者と法人代表者と同一でも可能。

・法人代表者に代わり弊社との取引について、責任及び権限があること。

・法人代表者に代わり弊社との取引について、責任及び権限があること。

・日本国内に居住する 20 才以上の行為能力を有する個人であること。

・日本国内に居住する 20 才以上の行為能力を有する個人であること。

・口座名義人である法人に籍があること。

・口座名義人である法人に籍があること。

●その他弊社が定める基準を満たしていること。

●その他弊社が定める基準を満たしていること。

3. 本人確認書類の提

（個人のお客様の場合）

（個人のお客様の場合）

出

Ⅰ

Ⅰ
口座開設の場合 ※いずれか 1 点をご提出ください。

口座開設の場合 ※いずれか 1 点をご提出ください。

1. 各種健康保険証 ※住所等手書きの記載によるものはお受けいたしかねま

1. 各種健康保険証 ※住所等手書きの記載によるものはお受けいたしかねま

す。

す。

（共済組合員証は健康保険証に準じます。）

（共済組合員証は健康保険証に準じます。）

2. 運転免許証

2. 運転免許証

3. 外国人登録証明書

3. 外国人登録証明書

4. 住民基本台帳カード

4. 住民票の写し

5. 住民票の写し

5. 住民票記載事項証明書

6．住民票記載事項証明書

6. 印鑑証明書

7. 印鑑証明書

7. 外国人登録原票記載事項証明書

8. 外国人登録原票記載事項証明書

1～3 は有効期限内又は現在有効なもの写しをご用意下さい。

1～4 は有効期限内又は現在有効なもの写しをご用意下さい。

4～7 は作成・発行から 3 ヶ月以内のものをご用意下さい。

5～8 は作成・発行から 3 ヶ月以内のものをご用意下さい。

Ⅱ

Ⅱ

氏名変更の場合
氏名変更の場合

1. 戸籍謄本

1. 戸籍謄本

2. 戸籍抄本

2. 戸籍抄本
Ⅲ

Ⅲ
住所変更の場合

住所変更の場合

1. 住民票の写し

1. 住民基本台帳カード

2. 住民票記載事項証明書

2. 住民票の写し

3. 運転免許証

3. 住民票記載事項証明書
4．運転免許証

12. 注文の種類

（追加）
種類

説明

種類

その時の実勢為替相場に準拠した取引価格で、今すぐ約定し

その時の実勢為替相場に準拠した取引価格で、今すぐ約定した

たい時に使う注文方法です。取引可能な価格が常に表示・自
リアルタイム
注文（PC のみ）

動更新され、表示中の取引価格で注文します。原則、注文し

リアルタイム

た価格で約定されますが、実勢レートの変動があった場合等
においては、変動後のレートが、予め、お客様の選択したス

る取引価格の変動によっては、約定しないことがございます。

します。
その時の実勢為替相場に準拠した取引価格で、今すぐ約定し

注文 （携帯の
み）

たい時に使う注文方法です。注文を指示したタイミングで取

その時の実勢為替相場に準拠した取引価格で、今すぐ約定した
マーケット

み）

引可能価格が提示されます。原則、取引可能価格で約定され
ますが、実勢レートの変動があった場合等においては、変動

指定した価格以上で買う、又は指定した価格以下で売るとい
逆指値（ストッ
プ）注文

った注文方法。利益や損失の水準を決める際に便利です。こ

指値注文

価格を指定する注文方法です。
指定した価格以上で買う、又は指定した価格以下で売るといっ

逆指値（スト
ップ）注文

た注文方法。利益や損失の水準を決める際に便利です。このと
き、弊社の指定により、逆指値（ストップ）注文が行えない範
囲（5 銭相当額、ユーロ米ドル、英ポンド/米ドルの場合は、
0.0005 米ドル相当額）がございます。

のとき、弊社の指定により、逆指値（ストップ）注文が行え
ない範囲（5 銭相当額、ユーロ米ドル、英ポンド/米ドルの
場合は、0.0005 米ドル相当額）がございます。
予め新規注文と決済注文の価格を指定して、同時に発注して

IFD（If Done） おく注文方法。新規注文が約定した後、予め指定した価格で
注文

文中における取引価格の変動によっては、約定しないことがご
ざいます。

後のレートが、予め、お客様の選択したスリッページ幅の範

価格を指定する注文方法です。

い時に使う注文方法です。注文を指示したタイミングで取引可

注文 （携帯の 能価格が提示され、その価格での取引が成立します。但し、注

囲内であれば変動後の実勢レートで約定します。
指値注文

い時に使う注文方法です。取引可能な価格が常に表示・自動更

新され、表示中の取引価格をクリックすることでその取引価格
注文（PC のみ）
での注文をし、約定することができます。但し、注文中におけ

リッページ幅の範囲内であれば変動後の実勢レートで約定

マーケット

説明

決済注文ができるため、利益や損益を確定することができま
す。

予め新規注文と決済注文の価格を指定して、同時に発注してお
IFD（If Done）
く注文方法。新規注文が約定した後、予め指定した価格で決済
注文
注文ができるため、利益や損益を確定することができます。

OCO 注 文
（One side done
then Cancel the
Other order）

２つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方

OCO 注 文

２つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の

の注文は自動的に取り消される注文方法。新規注文の同時発

（One side

注文は自動的に取り消される注文方法。新規注文の同時発注お

注および、決済注文の同時発注が可能となります。価格がど

done then

よび、決済注文の同時発注が可能となります。価格がどちらか

ちらかに振れようとしている際に、利益や損失を予め決める

Cancel the

に振れようとしている際に、利益や損失を予め決めることが可

ことが可能となります。
IFD と OCO を組み合わせた注文方法。予め新規注文の価格を
IFO（IFD＋OCO）
指定すると同時に、決済注文で２つの注文を同時に発注する
注文
ことが可能です。

全決済注文

Other order） 能となります。
IFO（IFD＋
OCO）注文

IFD と OCO を組み合わせた注文方法。予め新規注文の価格を指
定すると同時に、決済注文で２つの注文を同時に発注すること
が可能です。

通貨ペア・売買区分によらず、お客様が保有している全ての

その時の実勢為替相場に準拠した取引価格で、今すぐ約定した

ポジションを成行で決済します。

い時（決済に限る）に、お客様が決済注文を指示し、システム

レ－トの変動が大きいときにはお客様が想定されている取

がその注文を認識したタイミングでの取引可能な価格がその

引価格と乖離した価格で取引が成立する場合がございます。

成行決済注文 まま取引価格として取引が成立する成行での決済注文方法で
す。
レ－トの変動が大きいときにはお客様が想定されている取引
価格と乖離した価格で取引が成立する場合がございます。
通貨ペア・売買区分によらず、お客様が保有している全てのポ
全決済注文

ジションを成行で決済します。
レ－トの変動が大きいときにはお客様が想定されている取引
価格と乖離した価格で取引が成立する場合がございます。

12. 注文の種類

※ スリッページ幅につきましては、表示中の取引価格を基準として±9 銭を上

※ 外貨 ex では、月曜日（休場の翌日）の取引開始時(午前 7 時)において、

限として、お客様が注文時に選択することができます。

指値注文、逆指値（ストップ）注文は取引開始レート（オープンレート）で約

※ 外貨 ex では、月曜日（休場の翌日）の取引開始時(午前 7 時)において、

定の条件を満たしていれば、当該取引開始レート（オープンレート）で約定い

指値注文、逆指値（ストップ）注文は取引開始レート（オープンレート）で約

たします。このとき、お客様の有利になる約定もありますが、不利になる約定

定の条件を満たしていれば、当該取引開始レート（オープンレート）で約定い

もありますので、週末（休場日）に大きな為替相場の変動要因がある場合は、

たします。このとき、お客様の有利になる約定もありますが、不利になる約定

保有されているポジション(建玉)の縮小、もしくは追加でご入金頂く等、ご資

もありますので、週末（休場日）に大きな為替相場の変動要因がある場合は、

産に余裕をお持ちになられることをおすすめいたします。

保有されているポジション(建玉)の縮小、もしくは追加でご入金頂く等、ご資

※リアルタイム決済注文、成行決済注文、通貨毎全決済注文及び全決済注文時

産に余裕をお持ちになられることをおすすめいたします。

に、未約定の指値（逆指値）決済注文がある場合には、注文中の決済注文を取

※ リアルタイム決済注文、全決済注文（通貨毎全決済含む）時に、未約定の指

消して、決済を行います。インターバンクからのレート配信が停止されている、

値（逆指値）決済注文がある場合には、注文中の決済注文を取消して、決済を

500 万通貨単位を超える通貨ペアがある、もしくは弊社システムメンテナンス中

行います。尚、決済注文が成立しなかった場合でも、未約定の指値（逆指値）

である等によりリアルタイム決済注文、成行決済注文、通貨毎全決済注文、及

決済注文が取り消されることがございます。

び全決済注文が成立しなかった場合でも、注文の取消は行われる場合がござい

※同一通貨ペアにおける売建玉と買建玉の差が 500 万通貨を超える場合の決済

ますのでご注意下さい。

注文は受け付けられません。

※通貨毎全決済注文とは、お客様が保有するポジションについて、通貨ペア毎

※ 通貨毎全決済注文とは、お客様が保有するポジションについて、通貨ペア毎

かつ売買別のポジションを一括で成行で決済する注文方法です。

かつ売買別のポジションを一括で成行で決済する注文方法です。
17. 取引数量上限（ポ

お客様が一度に保有することのできるポジション（建玉）の総数の上限は、レ

お客様が一度に保有することのできるポジション（建玉）の総数の上限は、レ

ジション保有の上限

バレッジコースにかかわらず、弊社が別途認めた場合を除き、4,000 万通貨単

バレッジコースにかかわらず、弊社が別途認めた場合を除き、4,000 万通貨単

／注文数量の上限）

位とします。

位とします。

また、お客様の 1 回の注文数量（新規及び決済を含みます。）の上限は、レバ

また、お客様の 1 回の注文数量（新規及び決済を含みます。）の上限は、レバ

レッジコースにかかわらず、
弊社が別途認めた場合を除き、
通貨ペア毎で 500 万

レッジコースにかかわらず、
弊社が別途認めた場合を除き、通貨ペア毎で 500 万

通貨単位とします。

通貨単位とします。

※同一通貨ペアにおける売建玉と買建玉の差が 500 万通貨を超える場合の決済

※ 全決済注文・成行決済注文実行時に、お客様が 500 万通貨単位を超える通貨

注文は受け付けられません。

ペアを保有している場合には、全決済注文は成立せず、その他の通貨ペアも 500
万通貨単位を超えるか否かに関わらず決済されませんので、ご注意ください。

19. スワップポイン

※ 天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業、外貨事情の急変又

※ 天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業、外貨事情の急変又

ト

は相場の急変等の事由により、短期金利市場等が急激に変動する等の事態が発

は相場の急変等の事由により、短期金利市場等が急激に変動する等の事態が発

生した場合には、弊社提示した当該スワップポイントを変更する場合がありま

生した場合には、弊社提示した当該スワップポイントを変更する場合がありま

22. 証拠金等の出金

す。

す。

【外貨】

【外貨】

当日午前 7 時までに受け付けた出金については、翌々営業日までに出金しま

当日午前 7 時までに受け付けた出金については、翌々営業日に出金します。
（米

す。（米国サマータイム適用時は 1 時間早まります。）

国サマータイム適用時は 1 時間早まります。）

但し、通貨によって翌々営業日が該当する外国通貨の母国市場の休業日にあ

但し、通貨によって翌々営業日が該当する外国通貨の母国市場の休業日にあ

たる場合、スポット応答日が異なるため、出金日が異なる場合がございます。

たる場合、スポット応答日が異なるため、出金日が異なる場合がございます。

このとき出金日は日本、当該外国通貨の母国市場に共通する営業日が出金日と

このとき出金日は日本、当該外国通貨の母国市場に共通する営業日が出金日と

なり得ます。外貨送金手数料につきましては、弊社の所定の送金手数料をお支

なり得ます。外貨送金手数料につきましては、弊社の所定の送金手数料をお支

払い頂くことがあります。

払い頂くことがあります。

45. 本取引説明書の

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター

変更

電話 ：0120-724-277

電話 ：0120-724-277

（平日）午前 7 時～午後 11 時の間に承ります。但し、土日を除きます。

（平日）午前 7 時～午後 11 時の間に承ります。但し、土日を除きます。

（祝日）午前 9 時～午後 9 時の間に承ります。

（祝日）午前 9 時～午後 9 時の間に承ります。

URL

: http://www.gaikaex.net/call/

e-mail：info@gaikaex.net

（受付は 365 日承っておりますが、ご回答は弊社営業時間内となりま

（受付は 365 日承っておりますが、ご回答は弊社営業時間内となりま

す。）

す。）

外国為替証拠金取引

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター

の手続きについて

電話 ：0120-724-277

電話 ：0120-724-277

（平日）午前 7 時～午後 11 時の間に承ります。但し、土日を除きます。

（平日）午前 7 時～午後 11 時の間に承ります。但し、土日を除きます。

（祝日）午前 9 時～午後 9 時の間に承ります。

（祝日）午前 9 時～午後 9 時の間に承ります。

URL

: http://www.gaikaex.net/call/

e-mail：info@gaikaex.net

（受付は 365 日承っておりますが、ご回答は弊社営業時間内となりま
す。）

（受付は 365 日承っておりますが、ご回答は弊社営業時間内となりま
す。）

弊社の概要について

10 苦情受付窓口

10 苦情受付窓口

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター

電話 ：0120-724-277

TEL 0120-724-277

（平日）午前 7 時～午後 11 時の間に承ります。但し、土日を除きます。 e-mail info@gaikaex.net
（祝日）午前 9 時～午後 9 時の間に承ります。
URL

: http://www.gaikaex.net/call/
（受付は 365 日承っておりますが、ご回答は弊社営業時間内となりま

す。）
外国為替証拠金取引

FRB（Federal Reserve Board/Board of Governors of the Federal Reserve System） FRB（Federal Reserve Board/Board of Governors of the Federal Reserve System）

及びその委託に関す

米連邦準備制度理事会のことです。連邦準備銀行も FRB（Federal Reserve Bank） 米連邦準備制度理事会のことです。連邦準備銀行も FRB（Federal Reserve Bank）

る主要な用語

ですが、米連邦準備制度理事会では、公定歩合・支払準備率・公開市場操作な

ですが、米連邦準備制度理事会では、公定歩合・支払準備率・公開市場操作な

どの金融政策 を行います。ＦＲＢは日本の日本銀行と同様、アメリカの中央銀

どの金融政策 を行います。ＦＲＢは日本の日本銀行と同様、アメリカの中央銀

行に相当する機関 で、2009 年現在の議長はベン・バーナンキ氏です。

行に相当する機関 で、2008 年現在の議長はベン・バーナンキ氏です。

