【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

新取引説明書

旧取引説明書

店頭外国為替証拠金
取引の概要と仕組み
について

Ⅰ 口座開設および住所変更の場合 ※いずれか 1 点をご提出ください。
【日本国籍のお客さま】
1. 各種健康保険証（共済組合員証は健康保険証に準じます。）
※後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証はお受けいたしかね
ます。
2. 運転免許証
3. 日本国が発行する旅券（パスポート）
※顔写真記載ページと所持人記入欄のページが必要です。
※2006 年 3 月 19 日以前に申請したパスポートの場合は、上記に加え
外務大臣印ページも必要です。
4. 住民基本台帳カード
※住所、氏名、生年月日の記載があるものが必要です。
5. 住民票の写し
6. 印鑑登録証明書
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【日本国籍以外のお客さま】
7. 在留カード
8. 特別永住者証明書

【日本国籍以外のお客さま】
7. 外国人登録証明書
8. 在留カード
9. 特別永住者証明書

3.本人確認書類の
提出

【ご注意】
●1～4 は有効期限内または現在有効なものの写しをご用意ください。
裏面に記載がある場合（カード式の国保を除く）は、表裏両面を必ず
お送りください。
●5、6 は作成・発行から 3 カ月以内のもの（コピー可）をご用意くだ
さい。
●7、8 は在留期間内または現在有効なもの（コピー可）をご用意くだ
さい。
裏面に記載がある場合は表裏両面を必ずお送りください。
●本籍や国籍が記載されている本人確認書類をご送付いただく場合、本
籍や国籍を黒く塗りつぶしてください。（本籍や国籍が現住所と同じ
場合は塗りつぶさず、そのままお送りください。）
●住所変更時には、各種健康保険証の住所が手書きの場合、日本国が発
行する旅券の場合は、補完書類として公共料金領収証書等が必要とな
ります。
●その他、当社が定める住所確認書類を提出していただく場合がござい
ます。
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【ご注意】
●1～4 は有効期限内または現在有効なものの写しをご用意ください。
裏面に記載がある場合（カード式の国保を除く）は、表裏両面を必ず
お送りください。
●5、6 は作成・発行から 3 カ月以内のもの（コピー可）をご用意くださ
い。
●7 は在留期間内のもの（コピー可）をご用意ください。
記載の有無にかかわらず、表裏両面を必ずお送りください。
●8、9 は在留期間内または現在有効なもの（コピー可）をご用意くださ
い。
裏面に記載がある場合は表裏両面を必ずお送りください。
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●住所変更時には、各種健康保険証の住所が手書きの場合、日本国が発
行する旅券の場合は、補完書類として公共料金領収証書等が必要とな
ります。

●その他、当社が定める住所確認書類を提出していただく場合がござい
ます。
Ⅱ 氏名変更の場合※いずれか 1 点をご提出ください。
【日本国籍のお客さま】
1. 戸籍謄本（全部事項証明書）
2. 戸籍抄本（個人事項証明書）
3. 運転免許証
4. 住民票の写し
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5. 外国人登録証明書
6. 在留カード
7. 特別永住者証明書

【ご注意】
【ご注意】
●1、2 は旧氏名と新氏名が確認できる作成・発行から 3 カ月以内のも
●1、2 は旧氏名と新氏名が確認できる作成・発行から 3 カ月以内のもの
の（コピー可）をご用意ください。
（コピー可）をご用意ください。
●3 は有効期限内または現在有効なものの写しをご用意ください。
●3 は有効期限内または現在有効なものの写しをご用意ください。
旧氏名と新氏名が確認できるよう、表裏両面を必ずお送りください。
旧氏名と新氏名が確認できるよう、表裏両面を必ずお送りください。
●4 は旧氏名と新氏名が確認できる作成・発行から 3 ヵ月以内のもの（コ
●4 は旧氏名と新氏名が確認できる作成・発行から 3 ヵ月以内のもの（コ
ピー可）をご用意ください。
ピー可）をご用意ください。
●5、6 は在留期間内または現在有効なもの（コピー可）をご用意くだ
●5 は在留期間内のもの（コピー可）をご用意ください。
さい。
記載の有無にかかわらず、表裏両面を必ずお送りください。
裏面に記載がある場合は表裏両面を必ずお送りください。
●6、7 は在留期間内または現在有効なもの（コピー可）をご用意くださ
い。
裏面に記載がある場合は表裏両面を必ずお送りください。
（法人のお客さまの場合）

（法人のお客さまの場合）

口座開設および住所変更、商号変更の場合
1. 履歴事項全部証明書

1. 履歴事項全部証明書

【ご注意】

【ご注意】

●発行から 3 カ月以内の原本（コピー不可）をご用意ください。

●発行から 3 カ月以内の原本（コピー不可）をご用意ください。

●商号、住所変更のいかんにかかわらず、本人確認の際に必要となりま

●商号、住所変更のいかんにかかわらず、本人確認の際に必要となりま

す。

す。
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2. 代表者の本人確認書類

2. 代表者の本人確認書類

3. 取引担当者の本人確認書類

3. 取引担当者の本人確認書類

※代表者および取引担当者の本人確認書類は、個人のお客さまの場
合と同様です。
店頭外国為替証拠金
取引の概要と仕組み
について
12.注文の種類

合と同様です。

FIFO 方式（First in First out：先入れ先出し式注文）にて、
自動的に新規や決済を選択し、リアルタイム注文（スリッページ
が無制限の場合は成行）にて発注する注文方法です。従って、両
建てを行うことはできません。ポジションを保有している場合、
そのポジションと反対の売買区分のワンタッチ注文を行うとその
注文は自動的に決済注文となりますのでご注意ください。
スリッページ幅は、表示中の取引価格を基準に、±9.0 ポイント
の上限の範囲内、もしくは無制限を設定することができます。
原則、注文した時点で表示されている取引価格で約定されますが、
スリッページ幅を設定した場合において、実勢レートが不利な方
向に変動した場合は、あらかじめ、お客さまの設定したスリッペ
ージ幅の範囲内であれば変動後の実勢レートで約定します。
実勢レートが有利な方向に変動した場合においては、設定したス
リッページ幅が無効となり、スリッページ幅に制限を設けること
ワン
なくお客さまにとって有利な価格で約定されます。
タッ
※スリッページ幅の初期（デフォルト）設定は 3.0 ポイントです。
チ
スリッページポイントを無制限に設定した場合は、成行で発注さ
注文
れます。
※リアルタイム注文および成行注文につきましては、本項目「リ
アルタイム注文」・「成行注文」記載欄をご参照ください。
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FIFO 方式（First in First out：先入れ先出し式注文）にて、
自動的に新規や決済を選択し、リアルタイム注文（スリッページが
無制限の場合は成行）にて発注する注文方法です。スリッページ幅
は、表示中の取引価格を基準に、±9.0 ポイントの上限、もしくは
無制限を設定することができます。
原則、注文した時点で表示されている取引価格で約定されますが、
スリッページ幅を設定した場合において、実勢レートが不利な方向
に変動した場合は、あらかじめ、お客さまの設定したスリッページ
幅の範囲内であれば変動後の実勢レートで約定します。
実勢レートが有利な方向に変動した場合においては、設定したスリ
ッページ幅が無効となり、スリッページ幅に制限を設けることなく
お客さまにとって有利な価格で約定されます。
※スリッページ幅の初期（デフォルト）設定は 3.0 ポイントです。
ワン スリッページポイン
タッ トを無制限に設定した場合は、成行で発注されます。
※リアルタイム注文および成行注文につきましては、本項目「リア
チ
ルタイム注文」・「成行注文」記載欄をご参照ください。
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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
21.証拠金等の入金

お客さまが預託する証拠金等は、円貨または当社が別途指定する外貨に限
られます。
また、お客さまによる証拠金等の預託の方法は、当社指定銀行口座への
振込入金に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金等につい
ては、かかる入金を当社のシステムが認識した時点でお客さまの外貨 ex
口座に反映されるため、振込入金から外貨 ex 口座への反映までの間に、
一定のタイムラグが生じる可能性があることにご注意ください。
クイック入金をご利用いただいた場合には、原則として、上記の場合と比
べて、証拠金等はより早く外貨 ex 口座に反映されることになります。た
だし、クイック入金の場合であっても、お客さまのお手続きが最後まで正
しく完了しなかった場合や入力ミス等により、外貨 ex 口座に対する反映
が翌銀行営業日以降になることがありますので、画面上の注意をご熟読の
上、お手続きくださいますようお願いいたします。
※クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客さまのお手続き
や通信回線状況等の不具合によっては入金の反映が翌銀行営業日以降
になる場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用
負担については一切の責任を負いませんのでご注意ください。
また、システムトラブルが発生した場合等により、外貨 ex 口座に対す
るご入金が遅くなる場合においては、取引画面において、お客さまに対し
て、適時にお知らせ等を行います。お客さまにおかれましては、当社の画
面上のお知らせ等にも十分ご留意いただいた上で、取引・ご入金等を行っ
ていただくようお願いいたします。
※クイック入金とは、当社提携金融機関より外貨 ex のお客さま口座に即
座にお振込ができる便利なサービスです。ただし、2 千円未満の入金に
はご利用いただけません。
なお、当社指定銀行口座への振込手数料は、お客さま負担といたします。
ただし、クイック入金（取引画面からの指定銀行のネットバンクを利用し
た振込）の場合の振込手数料は当社負担といたします。
振込人名義相違等により、当社にて入金反映を受け付けることができな
いと判断した場合は、原則組戻しとなります。

お客さまが預託する証拠金等は、円貨または当社が別途指定する外貨に限
られます。
また、お客さまによる証拠金等の預託の方法は、当社指定銀行口座への
振込入金に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金等につい
ては、かかる入金を当社のシステムが認識した時点でお客さまの外貨 ex 口
座に反映されるため、振込入金から外貨 ex 口座への反映までの間に、一定
のタイムラグが生じる可能性があることにご注意ください。
クイック入金をご利用いただいた場合には、原則として、上記の場合と比
べて、証拠金等はより早く外貨 ex 口座に反映されることになります。ただ
し、クイック入金の場合であっても、お客さまのお手続きが最後まで正し
く完了しなかった場合や入力ミス等により、外貨 ex 口座に対する反映が遅
くなることがありますので、画面上の注意をご熟読の上、お手続きくださ
いますようお願いいたします。
また、システムトラブルが発生した場合等により、外貨 ex 口座に対する
ご入金が遅くなる場合においては、取引画面において、お客さまに対して、
適時にお知らせ等を行います。お客さまにおかれましては、当社の画面上
のお知らせ等にも十分ご留意いただいた上で、取引・ご入金等を行ってい
ただくようお願いいたします。
※クイック入金とは、当社提携金融機関より外貨 ex のお客さま口座に即座
にお振込ができる便利なサービスです。ただし、2 千円未満の入金にはご
利用いただけません。
なお、当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客さま負担と
いたします。ただし、クイック入金サービス（取引画面からの指定銀行の
ネットバンクを利用した振込）の場合の振込手数料は当社負担といたしま
す。
振込人名義相違等により、当社にて入金反映を受け付けることができな
いと判断した場合は、原則組戻しとなります。

平成 27 年 9 月

記載なし

当社の概要について
「オプトレ!」レンジオプションサービス開始

10 沿革
当社の概要について
11 行っている業務

・金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業
（インターネットを介した店頭による外国為替証拠金取引業）
・金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
（インターネットを介した取引所における外国為替証拠金取引業）
・金融商品取引法に基づく投資助言業
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・金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業
（インターネットを介した店頭による店頭外国為替証拠金取引業）
・金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
（インターネットを介した店頭による店頭取引所における外国為替証拠
金取引業）

