【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書

新旧対照表
下線部分が変更点

変更箇所
7. 取引通貨

10. 取引レ
ート

24. 証拠金
等に関する
用語

新取引説明書

旧取引説明書

通貨ペアとは、本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。外
貨 ex で取扱う通貨ペアは USD/JPY（米ドル/円）、EUR/JPY（ユーロ/円）、AUD/JPY
（豪ドル/円）、GBP/JPY（英ポンド/円）、NZD/JPY（ニュージーランドドル/円）、
CAD/JPY（カナダドル/円）、CHF/JPY（スイスフラン/円）、ZAR/JPY（南アフリ
カランド/円）、EUR/USD（ユーロ/米ドル）、GBP/USD（英ポンド/米ドル）、AUD/USD
（豪ドル/米ドル）、NZD /USD（ニュージーランドドル/米ドル）の組み合わせと
なります。
また、証拠金は日本円の他弊社の定める通貨での差入れとなり、評価損益を含
めた円換算合計額はリアルタイムレートにて表示、計算します。

通貨ペアとは、本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。外
貨 ex で取扱う通貨ペアは USD/JPY（米ドル/円）、EUR/JPY（ユーロ/円）、AUD/JPY
（豪ドル/円）、GBP/JPY（英ポンド/円）、NZD/JPY（ニュージーランドドル/円）、
CAD/JPY（カナダドル/円）、CHF/JPY（スイスフラン/円）、ZAR/JPY（南アフリ
カランド/円）、EUR/USD（ユーロ/米ドル）、GBP/USD（英ポンド/米ドル）の組
み合わせとなります。
また、証拠金は日本円の他弊社の定める通貨での差入れとなり、評価損益を含
めた円換算合計額はリアルタイムレートにて表示、計算します。

１通貨単位の円価格（ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュ
ージーランドドル/米ドルの場合は、米ドル価格）を画面上に掲示致します。お
客様との取引価格については弊社がカバー先銀行から配信される取引価格を基
に独自で決定している価格です。また、ビット価格（Bid）とオファー価格（Ask）
の両方の価格を同時に掲示し、お客様はオファー価格で買い付け、ビット価格で
売り付ける事ができます。
ビット価格とオファー価格の間には価格差（スプレッド）があり、この価格差
（スプレッド）分だけオファー価格はビット価格よりも高くなっています。スプ
レッドは相場動向の急変及び市場の流動性の減少等により変動する場合があり
ます。

１通貨単位の円価格（ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルの場合は、ドル価格）を
画面上に掲示致します。お客様との取引価格については弊社がカバー先銀行から
配信される取引価格を基に独自で決定している価格です。また、ビット価格（Bid）
とオファー価格（Ask）の両方の価格を同時に掲示し、お客様はオファー価格で
買い付け、ビット価格で売り付けることができます。
ビット価格とオファー価格の間には価格差（スプレッド）があり、この価格差
（スプレッド）分だけオファー価格はビット価格よりも高くなっています。スプ
レッドは相場動向の急変及び市場の流動性の減少等により変動する場合があり
ます。

未決済ポジションを現在のレートで評価した際の損益合計
金額。ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、
評価損益金
ニュージーランドドル/米ドルの損益については現 在 の
レ ー ト で 円換算したもの。

未決済ポジションを現在のレートで評価した際の損益合計
評価損益金 金額。ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルの損益については
現 在 の レ ー ト で 円換算したもの。

25. 値洗い
とレバレッ
ジ

28. ユーロ/
米ドル、英ポ
ンド/米ド
ル、豪ドル/
米ドル、ニュ
ージーラン
ドドル/米ド
ルの取引に
ついて
31. ロスカ
ットルール

外貨 ex ではニューヨーククローズ毎に値洗いを行い評価レートを決定します。
評価レートは毎ニューヨーククローズの MID レートとなり、ユーロ/米ドル、ポ
ンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドルの場合には、米ド
ル/円のニューヨーククローズレート（MID）を乗じた数値となります。
上記で決定した評価レートによって、取引に必要な 1 万通貨あたり（南アフリ
カランド/円の場合 10 万通貨あたり）の取引証拠金額を算出しますが、その取引
証拠金額は各レバレッジコース毎、各通貨ペア毎に異なりますので、算出方法に
ついては下の表をご参照下さい。
尚、弊社ではレバレッジコースを 1 倍、10 倍、25 倍、50 倍、100 倍、200 倍の
6 種類ご用意しており（100 倍以上のコースは法人のお客様のみ選択可能です）
口座開設後のレバレッジコース変更に関しては、別途弊社が指定する方法により
同意して頂く事を条件として、コースの指定を変更する事が可能です。
ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ド
ルの売買損益については、ポジション（建玉）の決済時に米ドル/円の実勢レー
トにより円換算の上、外貨 ex 円勘定口座に反映致します。この時、ユーロ/米ド
ル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドルの売買損
益は外貨勘定に反映されませんので、ご注意下さい。
また、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランド
ドル/米ドルのお取引から発生するスワップポイントは円貨で表示されます。
（ス
ワップポイントの受取または支払については、19.スワップポイントをご参照下
さい）

外貨 ex ではニューヨーククローズ毎に値洗いを行い評価レートを決定します。
評価レートは毎ニューヨーククローズの MID レートとなり、ユーロ/米ドル、ポ
ンド/米ドルの場合には、米ドル/円のニューヨーククローズレート（MID）を乗
じた数値となります。
上記で決定した評価レートによって、取引に必要な 1 万通貨あたり（南アフリ
カランド/円の場合 10 万通貨あたり）の取引証拠金額を算出しますが、その取引
証拠金額は各レバレッジコース毎、各通貨ペア毎に異なりますので、算出方法に
ついては下の表をご参照下さい。
尚、弊社ではレバレッジコースを 1 倍、10 倍、25 倍、50 倍、100 倍、200 倍の
6 種類ご用意しており（100 倍以上のコースは法人のお客様のみ選択可能です）
口座開設後のレバレッジコース変更に関しては、別途弊社が指定する方法により
同意して頂く事を条件として、コースの指定を変更する事が可能です。
ユーロ/米ドル、及び英ポンド/米ドルの売買損益については、ポジション（建玉）
の決済時に米ドル/円の実勢レートにより円換算の上、外貨 ex 円勘定口座に反映
致します。この時、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルの売買損益は外貨勘定に反
映されませんので、ご注意下さい。
また、ユーロ/米ドル及び英ポンド/米ドルのお取引から発生するスワップポイ
ントは円貨で表示されます。
（スワップポイントの受取又は支払については、19.
スワップポイントをご参照下さい）

ロスカットルールとは、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った
際に、損失の拡大を防ぐ為に、弊社の所定の方法により、強制的にお客様の保有
する全てのポジション(建玉)を反対売買して決済する制度です。この時証拠金維
持率は下記の計算式により計算されます。
証拠金維持率＝有効証拠金額 ÷ 取引証拠金
有効証拠金額＝資産合計 ＋ 評価損益金 － 出金依頼金額
（24.証拠金等に関する用語をご参照下さい。）
弊社では、原則として、証拠金維持率が適正の場合（50％※2 以上）は 8 秒毎
にお客様の証拠金維持率の評価・確認を行い口座を監視します。その際、お客様
の証拠金維持率が 50％を下回った事が確認された場合（以下、証拠金維持率が
50％※2 を下回った口座を「危険口座」といいます。）には、取引画面に危険口
座である旨を表示してお客様に通知します。※3
また、上記の取引画面における表示に併せて、ご登録頂いているメールアドレ
ス宛てに警告を促す電子メール（ロスカットアラート通知）を配信する事があり
ますが、お客様は、自己の責任において、ポジション(建玉)の管理を行うものと
し、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなかったとしても、弊社は一
切の責任を負わないものとします。

ロスカットルールとは、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った
際に、損失の拡大を防ぐ為に、弊社の所定の方法により、強制的にお客様の保有
する全てのポジション(建玉)を反対売買して決済する制度です。この時証拠金維
持率は下記の計算式により計算されます。
証拠金維持率＝有効証拠金額 ÷ 取引証拠金
有効証拠金額＝資産合計 ＋ 評価損益金 － 出金依頼金額
（24.証拠金等に関する用語をご参照下さい。）
弊社では、原則として、証拠金維持率が適正の場合（50％※2 以上）は 8 秒毎
にお客様の証拠金維持率の評価・確認を行い口座を監視します。その際、お客様
の証拠金維持率が 50％を下回ったことが確認された場合（以下、証拠金維持率が
50％※2 を下回った口座を「危険口座」といいます。）には、取引画面に危険口
座である旨を表示してお客様に通知します。※3
また、上記の取引画面における表示に併せて、ご登録頂いているメールアドレ
ス宛に警告を促す電子メール（ロスカットアラート通知）を配信することがあり
ますが、お客様は、自己の責任において、ポジション(建玉)の管理を行うものと
し、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなかったとしても、弊社は一
切の責任を負わないものとします。

尚、ロスカットアラート通知は一取引日につき一度のみの配信となります。※

尚、ロスカットアラート通知は一取引日につき一度のみの配信となります。※
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危険口座となった後は、証拠金維持率が 50％※2 以上となるまでの間 3 秒毎に
当該危険口座の証拠金維持率の評価・確認を行い口座を監視します。※3
さらに、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った場合には、
弊社は、約款の定めに従い、弊社所定の方法により、お客様の保有するポジショ
ン（建玉）を強制的に反対売買した上、決済された内容を、取引画面に表示して
お客様に通知します。
また、弊社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録頂いております
メールアドレス宛てにロスカットが執行された旨を電子メールで通知する事が
あります。但し、お客様は自己の責任において、取引画面にてポジション(建玉)
の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなかった
としても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
尚、ロスカットされるポジションの約定レート（ロスカットレート）は、弊社システムが当
該ポジションを確認後、「執行中」となった時点のレートとなります。ロスカットはお客
様の資産を保全する為の措置ですが、急激な相場変動等により、ロスカットが執
行されるレートがロスカットラインから乖離する事があり、必ずしも証拠金維持
率が 20％※1 時点のレートとは限らず、これを下回る場合もございます。特に、
週明けには前週末の終値から大きく乖離したレートで取引が始まる事があり、そ
の時、証拠金維持率がロスカットラインを下回っていれば、週明けのレートに準
じた水準でロスカットとなる事があります。
上記のような場合、ロスカットが執行されたとしても、お客様が弊社に預託さ
れた金額を上回る損失（不足金）が生じる可能性がありますので、弊社では余裕
を持った資金の預託をお奨めしております。
このように、有効証拠金額が 0 円を下回った場合には、お客様は預託した資
産以上の損失を被る事となり、弊社に対して当該不足金の支払義務が生じる事を
異議なく承諾するものとします。尚、当該不足金は、不足金発生日の翌々営業日
の午後 3 時まで外貨 ex 口座に入金するものとします。
尚、システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット取引の手続き
が行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、またはお客様が弊社に預託さ
れた金額を上回る損失が発生するおそれがあります。その場合の原因が天災地変
等の弊社の責めに帰す事ができない事由であって弊社において故意、または重大
な過失がない限り免責とする事があります。

危険口座となった後は、証拠金維持率が 50％※2 以上となるまでの間 3 秒毎に
当該危険口座の証拠金維持率の評価・確認を行い口座を監視します。※3
さらに、証拠金維持率が 20％※1 (ロスカットライン)を下回った場合には、
弊社は、約款の定めに従い、弊社所定の方法により、お客様の保有するポジショ
ン（建玉）を強制的に反対売買した上、決済された内容を、取引画面に表示して
お客様に通知します。
また、弊社では上記の取引画面における表示に併せて、ご登録頂いております
メールアドレス宛にロスカットが執行された旨を電子メールで通知することが
あります。但し、お客様は自己の責任において、取引画面にてポジション(建玉)
の管理を行うものとし、お客様の事情によりこれらの電子メールが届かなかった
としても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
尚、ロスカットされるポジションの約定レート（ロスカットレート）は、弊社システムが当
該ポジションを確認後、「執行中」となった時点のレートとなります。ロスカットはお客
様の資産を保全するための措置ですが、急激な相場変動などにより、ロスカット
が執行されるレートがロスカットラインから乖離することがあり、必ずしも証拠
金維持率が 20％※1 時点のレートとは限らず、これを下回る場合もございます。
特に、週明けには前週末の終値から大きく乖離したレートで取引が始まることが
あり、その時、証拠金維持率がロスカットラインを下回っていれば、週明けのレ
ートに準じた水準でロスカットとなることがあります。
上記のような場合、ロスカットが執行されたとしても、お客様が弊社に預託さ
れた金額を上回る損失（不足金）が生じる可能性がありますので、弊社では余裕
を持った資金の預託をお奨めしております。
このように、有効証拠金額が 0 円を下回った場合には、お客様は預託した資産
以上の損失を被ることとなり、弊社に対して当該不足金の支払義務が生じること
を異議なく承諾するものとします。なお、当該不足金は、不足金発生日の翌々営
業日の午後 3 時まで外貨 ex 口座に入金するものとします。

