【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書
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新取引説明書

旧取引説明書

商 号：ワイジェイ FX 株式会社

商 号：株式会社サイバーエージェント FX

ワイジェイ FX 株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する店頭外
国為替証拠金取引は店頭デリバティブ取引です。

株式会社サイバーエージェント FX（以下「弊社」といいます。）が提供
する店頭外国為替証拠金取引は店頭デリバティブ取引です。

※ご希望の場合、店頭外国為替証拠金取引「ワイジェイ FX 株式会社 MT4」
口座（以下「MT4 口座」と
いいます。）も併せて開設可能です。
※外貨 ex 口座開設後、ご希望に応じて、店頭通貨バイナリーオプション
取引に関連した知識確認テストを受けていただくことで、合格後に店頭通
貨バイナリーオプション取引「オプトレ！」口座（以下「オプトレ！口座」
といいます。）の開設手続きを行っていただくことが可能です。
お問い合わせ等は YJFX!お客さまサービスセンターでお受けいたします。

※ご希望の場合、店頭外国為替証拠金取引「CyberAgent FX MT4」口座（以
下「MT4 口座」と
いいます。）も併せて開設可能です。
※外貨 ex 口座開設後、ご希望に応じて、店頭通貨バイナリーオプション
取引に関連した知識確認テストを受けて頂く事で、合格後に店頭通貨バイ
ナリーオプション取引「オプトレ！」口座（以下「オプトレ！口座」とい
います。）の開設手続きを行って頂く事が可能です。
お問合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
致します。

新規リアルタイム注文が約定すると同時に、決済トレール注文を発注す
る注文方法です。
決済トレール注文が約定すると同時に、決済注文と同一売買区分の新規
リアルタイム注文と決済トレール注文が自動的に発注され、注文時に指
定した注文有効期限内であれば、自動的に新規リアルタイム注文と決済
トレール注文を繰り返します。
リピー ※リアルタイム注文およびトレール注文につきましては、本項目「リア
トトレ ルタイム注文」・「トレール注文」記載欄をご参照ください。
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新規リアルタイム注文が約定すると同時に、決済トレール注文を発注す
る注文方法です。
決済トレール注文が約定すると同時に、決済注文と同一売買区分の新規
リアルタイム注文と決済トレール注文が自動的に発注され、注文時に指
定した注文有効期限内であれば、自動的に新規リアルタイム注文と決済
トレール注文を繰り返します。
リピー ※リアルタイム注文およびトレール注文につきましては、本項目「リア
トトレ ルタイム注文」・「トレール注文」記載欄をご参照ください。
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お客さま様は、22.証拠金等の出金に定める出金可能金額の全部または一
部の円貨を、お客さま様が開設されているくりっく 365 口座及び、オプト
レ！口座へ振り替えること事ができるものとします。
また、お客さま様は、お客さま様が開設されているくりっく 365 口座及び、
オプトレ！口座から外貨 ex 口座へ振り替えること事ができるものとしま
す。

店頭外国為替証拠
金取引の概要と仕
組みについて
23. 証拠金等の振
替

お客さまは、22.証拠金等の出金に定める出金可能金額の全部または一部
の円貨を、お客さまが開設されているオプトレ！口座へ振り替えることが
できるものとします。
また、お客さまは、お客さまが開設されているオプトレ！口座から外貨
ex 口座へ振り替えることができるものとします。
【外貨 ex 口座からオプトレ！口座への振替】
オプトレ！取引時間（オプトレ！取引説明書をご参照ください。）内に受
付した振替依頼については、オプトレ！口座へ速やかに反映され、反映と
同時に外貨 ex 口座の資産から差し引かれます。
原則、即時振替となるため、振替依頼の取り消しはできません。
※振替依頼時に、外貨 ex 口座にて追証が発生している場合には、振替依
頼は行えません。また、振替確認時に追証が発生している場合は、その振
替依頼は取り消されます。

【外貨 ex 口座からくりっく 365 口座への振替】
外貨 ex 取引時間（本取引説明書 5. 取引時間をご参照下さい。）内に受
付した振替依頼については、依頼が完了した時点で、有効証拠金額から差
し引かれ、原則翌銀行営業日の 12 時 30 分に、振替可能金額と当該振替依
頼金額をシステムにて確認し（以下「振替確認時」といいます。）、振替
可能金額が当該振替依頼金額を上回っている場合は、13 時以降にくりっ
く 365 口座へ振り替えられます。
振替依頼後、振替確認時の振替可能金額が当該振替依頼金額を下回った場
合、その振替時点での振替可能金額が出金される事になります。
出金依頼と振替依頼は、同時に受け付ける事ができますが、出金依頼時に
出金可能金額が出金依頼金額と振替依頼金額の合計を下回った場合、出金
依頼金額が優先され、振替依頼金額は残りの出金可能金額に変更されま
す。
振替依頼の取り消しは振替確認時まで可能です。
尚、お客様がくりっく 365 口座の「取引所為替証拠金取引約款」・「取引
所為替証拠金取引説明書」・「為替証拠金取引口座設定約諾書」にご同意
されていない場合、振り替えは実行されませんのでご注意下さい。
【外貨 ex 口座からオプトレ！口座への振替】
オプトレ！取引時間（オプトレ！取引説明書をご参照くだ下さい。）内に
受付した振替依頼については、オプトレ！口座へ速やかに反映され、反映
と同時に外貨 ex 口座の資産から差し引かれます。
原則、即時振替となるため為、振替依頼の取り消しはできません。
※振替依頼時に、外貨 ex 口座にて追証が発生している場合には、振替依
頼は行えません。また、振替確認時に追証が発生している場合は、その振
替依頼は取り消されます。
【くりっく 365 口座から外貨 ex 口座への振替】
くりっく 365 出金（振替）受付時間（くりっく 365「取引所為替証拠金取
引説明書」の「取引概要」をご参照下さい。）内に、受付した振替指示に
ついては、翌バッチ処理時間に、有効証拠金額から差し引かれ、振替可能
額と当該振替指示額をシステムにて確認し、振替可能額が当該振替指示額
を上回っている場合は、13 時以降に外貨 ex 口座へ振り替えられます。
振替指示後、バッチ処理時間の振替可能額が当該振替指示額を下回った場
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合、その振替時点での振替可能額が振り替えられる事になります。
出金指示と振替指示は、同時に受け付ける事はできません。どちらか一方
を取り消した上で、再度ご希望の依頼内容を指示頂く事が必要となりま
す。
お客様による振替指示の取り消しは翌バッチ処理時間まで可能です。
振替指示時に追証が発生している場合には、振替指示は行えますが、出金
（振替）可能額が不足する事となる為、実際に振替は行われません。また、
追証による強制決済発動後は、取引規制が掛かっている為、振替指示は行
えません。
※くりっく 365 サービス提供終了に伴い、今後、外貨 ex 口座とくりっく
365 口座間の振替機能におきましても、終了を予定しております。詳細な
日程につきましては、当社お知らせ等をご参照ください。
店頭外国為替証拠
金取引の概要と仕
組みについて
35. コンバージョ
ン
店頭外国為替証拠
金取引の概要と仕
組みについて
37. アカウントロ
ック
店頭外国為替証拠
金取引の概要と仕
組みについて
41. 取引の報告書
について

コンバージョンとは両替のことで、外貨 ex では、当社の所定の方法によ
り、円と米ドルを両替することが可能です。ご希望のお客さまは YJFX!お
客さまサービスセンターまでご連絡ください。なお、コンバージョン後の
金額について、以下の通り、端数は切り捨てとします。

コンバージョンとは両替の事で、外貨 ex では、弊社の所定の方法により、
円と米ドルを両替する事が可能です。ご希望のお客様はサイバーエージェ
ント FX お客様サービスセンターまでご連絡下さい。尚、コンバージョン
後の金額について、以下の通り、端数は切捨てとします。

申請フォームより解除が行えない場合には、YJFX!お客さまサービスセン
ターまでご連絡ください。解除にかかる当社所定の方法をご案内いたしま
す。

申請フォームより解除が行えない場合には、サイバーエージェント FX お
客様サービスセンターまでご連絡下さい。解除にかかる弊社所定の方法を
ご案内致します。

外貨 ex では約定したお取引について、原則として書面（契約締結時の書
面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商品取引法上
交付すべき書面を含みます。）は交付いたしません。お取引の報告につい
ては、電磁的方法により、交付させていただきますので、ご了承ください。
なお、書面による交付をご希望のお客さまは別途、YJFX!お客さまサービ
スセンターまでお問い合わせください。

外貨 ex では約定したお取引について、原則として書面（契約締結時の書
面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商品取引法上
交付すべき書面を含みます。）は交付致しません。お取引の報告について
は、電磁的方法により、交付させて頂きますので、ご了承下さい。尚、書
面による交付をご希望のお客様は別途、サイバーエージェント FX お客様
サービスセンターまでお問合せ下さい。
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店頭外国為替証拠
金取引の概要と仕
組みについて
44. 資産の保全に
ついて

店頭外国為替証拠
金取引の概要と仕
組みについて
48. 本取引説明書
の変更および同意
方法

店頭外国為替証拠
金取引の手続きに
ついて
（8）その他

当社に万が一の事態が起こった場合、受益者代理人からお客さまに対して
その時点の信託保全金額を上限としてお客さまに帰属すべき顧客区分管
理必要額（当社がお客さまに返還すべき証拠金等の額）により案分された
額の金銭を分配して返還いたしますが、返還の際、お客さまの個人情報を
受益者代理人および信託先である三井住友銀行およびみずほ信託銀行に
提供することがございます。信託先である三井住友銀行およびみずほ信託
銀行は、信託された資産の管理を行うのみであり、ワイジェイ FX 株式会
社のお客さまの資産の返還を保証するものではなく、お客さまも三井住友
銀行およびみずほ信託銀行に対して直接返還を請求することはできませ
ん。また、三井住友銀行およびみずほ信託銀行はワイジェイ FX 株式会社
の運営、および受益者代理人の運営および管理責任を一切負いません。

弊社に万が一の事態が起こった場合、受益者代理人からお客様に対してそ
の時点の信託保全金額を上限としてお客様に帰属すべき顧客区分管理必
要額（弊社がお客様に返還すべき証拠金等の額）により按分された額の金
銭を分配して返還致しますが、返還の際、お客様の個人情報を受益者代理
人及び信託先である三井住友銀行及びみずほ信託銀行に提供する事がご
ざいます。信託先である三井住友銀行及びみずほ信託銀行は、信託された
資産の管理を行うのみであり、サイバーエージェント FX のお客様の資産
の返還を保証するものではなく、お客様も三井住友銀行及びみずほ信託銀
行に対して直接返還を請求する事はできません。また、三井住友銀行及び
みずほ信託銀行はサイバーエージェント FX の運営、及び受益者代理人の
運営及び管理責任を一切負いません。

当社とお客さまとの店頭外国為替証拠金取引に関し、ご不明な点がござい
ましたら、YJFX!お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

弊社とお客様との店頭外国為替証拠金取引に関し、ご不明な点がございま
したら、サイバーエージェント FX お客様サービスセンターまでご連絡下
さい。

YJFX!お客さまサービスセンター
電話 ：0120-724-277
24 時間（土日を除く）[月曜 午前 7:00～土曜 午前 7:00（夏時間
は午前 6:00 まで）]
URL : http://www.yjfx.jp/call/
受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご
返信いたします。

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター
電話 ：0120-724-277
24 時間（土日を除く）[月曜 午前 7:00～土曜 午前 7:00（夏時間
は午前 6:00 まで）]
URL : http://www.cyberagentfx.jp/call/
受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご
返信致します。

当社からの通知書や報告書の記載内容は必ずご確認の上、万一、記載内容
に相違または疑義が生じた場合、遅滞なくその旨を YJFX!お客さまサービ
スセンターまで直接ご照会ください。
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当
社にお尋ねください。

弊社からの通知書や報告書の記載内容は必ずご確認の上、万一、記載内容
に相違または疑義が生じた場合、遅滞なくその旨をサイバーエージェント
FX お客様サービスセンターまで直接ご照会下さい。
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは弊
社にお尋ね下さい。

YJFX!お客さまサービスセンター
電話 ：0120-724-277
24 時間（土日を除く）[月曜 午前 7:00～土曜 午前 7:00（夏時間
は午前 6:00 まで）]
URL : http://www.yjfx.jp/call/
受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご
返信いたします。

サイバーエージェント FX お客様サービスセンター
電話 ：0120-724-277
24 時間（土日を除く）[月曜 午前 7:00～土曜 午前 7:00（夏時間
は午前 6:00 まで）]
URL : http://www.cyberagentfx.jp/call/
受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご
返信致します。
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当社の概要につい
て
1 商号および名称

ワイジェイ FX 株式会社
（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 271 号）

株式会社サイバーエージェント FX
（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 271 号）

当社の概要につい
て
5 役員の状況

役員名

氏名または名称

代表取締役社長 CEO

伊藤 雅仁

取締役 COO

多治川 友之

取締役

谷田 智昭

監査役

吉井 伸吾

役員名

氏名または名称

代表取締役社長

伊藤 雅仁
正木 美雪
鈴木 卓哉

取締役

中村 隆之
谷田 智昭
監査役

当社の概要につい
て
12 苦情受付窓口

多治川 友之

YJFX!お客さまサービスセンター
電話 ：0120-724-277
24 時間（土日を除く）[月曜 午前 7:00～土曜 午前 7:00（夏時間は午前
6:00 まで）]
URL : http://www.yjfx.jp/call/
受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご返信いた
します。
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吉井 伸吾

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
24 時間（土日を除く）[月曜 午前 7:00～土曜 午前 7:00（夏時間は午前
6:00 まで）]
URL : http://www.cyberagentfx.jp/call/
受付は 365 日承っておりますが、ご回答は原則翌営業日までにご返信致し
ます。

