【オプトレ！】店頭通貨バイナリーオプション取引説明書

新旧対照表
下線部分が変更点

変更箇所

新取引説明書

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて

店頭通貨バイナリーオプション取引とは、
金融商品取引法第 2 条第 22 項
に規定するオプション取引のうち、将来の一定期期日（または一定期間）
に通貨の価値があらかじめ定めた特定の価格（または価格帯）になった場
合に、一定の金銭を受け取ることのできる権利を、相手方が当事者の一方
に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約するオプシ
ョン取引をいいます。
当社の店頭通貨バイナリーオプション取引では、
この
「将来の一定期日（ま
たは一定の期間」を「判定時間」とし、「特定の価格」を「権利行使価格
（または権利行使価格帯）」といいます。
当社の店頭通貨バイナリーオプション取引サービス「オプトレ！」（以下
「オプトレ！」といいます。）とは、ラダータイプとレンジタイプの 2
種類があります。

1．店頭通貨バイナ
リーオプション取
引とは

旧取引説明書

店頭通貨バイナリーオプション取引とは、一般的には、通貨について権利
行使価格と判定価格があらかじめ定めた一定の条件を満たした場合に、一
定の金銭を受け取ることのできる権利を、相手方が当事者の一方に付与
し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約するオプション取
引のことをいいます。
当社の店頭通貨バイナリーオプション取引では、この「将来の一定期日（ま
たは期間）」のことを「判定時間（または権利行使期間）」と呼び、「特定
の価格」のことを「権利行使価格」と呼びます。
当社の店頭通貨バイナリーオプション取引「オプトレ！」とは、判定時間
における原資産価格が、はしご（ラダー）状に 6 本設定されている権利行
使価格のうち、お客さまが選択された権利行使価格以上となる（コールオ
プション）か、下回る（プットオプション、権利行使価格と同価格は含み
ません。）かを予測するヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引
【ラダーオプション】
（金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭通貨デリバティブ取引
判定時間における原資産価格が、はしご（ラダー）状に 6 本設定されてい
のうち同項第 4 号に規定する取引）です。各回号に定められた購入受付開
る権利行使価格のうち、お客さまが選択された権利行使価格以上となる
始時間から購入受付終了時間までの間に、判定価格がお客さまの選択され
（バイナリーコールオプション）か、権利行使価格未満（バイナリープッ
た権利行使価格以上になると予測する場合はコールオプションを、権利行
トオプション）
かを予測するラダーバイナリーオプションのヨーロピアン
使価格未満になると予測する場合はプットオプションを、その時のオプシ
タイプのバイナリーオプション取引（金融商品取引法第 2 条第 22 項に規
ョンの価格により購入を行っていただき、オプション購入金額をお支払い
定する店頭通貨デリバティブ取引のうち同項第 4 号に規定する取引）で
いただきます。その後、各回号の判定時刻時点で、判定価格が権利行使価
す。
格に達している（コールオプションにおいては判定価格が権利行使価格以
判定時間における、
判定価格がお客さまの選択された権利行使価格以上に
上になるということ、プットオプションにおいては判定価格が権利行使価
なると予測する場合はバイナリーコールオプション（以下「コールオプシ
格未満になるということ。）場合にはペイアウト金額（1 口あたり 1,000
ョン」といいます。）を、権利行使価格未満になると予測する場合はバイ
円）を受け取ることができます。しかし、各回号判定価格が権利行使価格
ナリープットオプション（以下「プットオプション」といいます。）を、
に達していない場合（コールオプションについては、判定価格が権利行使
購入時のオプション価格にて購入し、
オプション購入金額をお支払いいた
価格未満となること。プットオプションに関しては、判定価格が権利行使
だきます。
価格以上となること。）はペイアウト金額を受け取ることはできず、支払
その後、各回号の判定時点で、判定価格が権利行使価格に達している（コ
ったオプション購入金額の全額を失います。
ールオプションにおいては判定価格が権利行使価格以上になるというこ

と、
プットオプションにおいては判定価格が権利行使価格未満になるとい
うこと。）場合には 1 口 1,000 円あたりのペイアウト金額をお客さまにお
支払いたします。
しかし、各回号判定価格が権利行使価格に達していない場合（コールオプ
ションについては、判定価格が権利行使価格未満となること。プットオプ
ションに関しては、判定価格が権利行使価格以上となること。）は、ペイ
アウト金額をお客さまにお支払いしませんので、
お支払いいただいたオプ
ション購入金額の全額を失います。
【レンジオプション】
判定時間における原資産価格が、はしご（ラダー）状に 6 本設定されてい
る権利行使価格のうち、上下 2 つの権利行使価格（高値を上限価格、安値
を下限価格といいます。）に挟まれた権利行使価格帯（レンジ）の下限価
格以上かつ上限価格未満（バイナリーレンジインオプション）か、下限価
格未満または上限価格以上（バイナリーレンジアウトオプション）かを予
測するレンジバイナリーオプションのヨーロピアンタイプのバイナリー
オプション取引（金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭通貨デリ
バティブ取引のうち同項第 4 号に規定する取引）です。
判定時間における、判定価格がお客さまの選択された権利行使価格帯（レ
ンジ）
の下限価格以上かつ上限価格未満になると予測する場合はバイナリ
ーレンジインオプション（以下「レンジインオプション」といいます。）
を、
下限価格未満または上限価格以上になると予測する場合はバイナリー
レンジアウトオプション（以下「レンジアウトオプション」といいます。）
を、購入時のオプション価格にて購入し、オプション購入金額をお支払い
いただきます。
その後、各回号の判定時間で、レンジインオプションについては判定価格
が権利行使価格帯の範囲内である（判定価格が下限価格以上かつ上限価格
未満になるということ。）場合、レンジアウトオプションについては判定
価格が権利行使価格帯の範囲外である（判定価格が下限価格未満または上
限価格以上になるということ。）場合には、１口 1,000 円あたりのペイア
ウト金額をお客さまにお支払いいたします。
しかし、
各回号の判定価格がレンジインオプションについては権利行使価
格帯の範囲外である（判定価格が下限価格未満または上限価格以上になる
ということ。）場合、レンジアウトオプションについては権利行使価格帯
の範囲内である（判定価格が下限価格以上かつ上限価格未満になるという

こと。）場合は、ペイアウト金額をお客さまにお支払いしませんので、お
支払いいただいたオプション購入金額の全額を失います。
店頭通貨バイナリ
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ついて
3．本人確認書類の
提出

【個人のお客さまの場合】
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

（個人のお客さまの場合）
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

【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

【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。）

【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。
●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

●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。

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。

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

Ⅱ 氏名変更の場合（いずれもコピー可）
【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

【日本国籍以外のお客さま】
5. 在留カード
6. 特別永住者証明書

【日本国籍以外のお客さま】
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】
●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
（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。
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
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。

【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 カ月以内のもの
（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。
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
ピー可）をご用意ください。
●5 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。
●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す。 ●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。

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

※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。
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9．取引数量と金額

・取引単位および金額
（１）オプション購入の単価
1 口単位
（1 口あたりの単価は【10 円+スプレッド金額】～990 円）
※当社が注文の受付時点で、
オプション単価が 1,000 円以上となった場合
は注文不成立となります。
（２）ペイアウト金額
1 口あたり 1,000 円
※各回号の判定時間において、
以下の条件を満たしている場合にペイアウ
トをお客さまにお支払いいたします。
なお、それ以外の場合、ペイアウトはありません。
【ラダーオプション】
コール：判定価格≧権利行使価格
プット：判定価格＜権利行使価格
【レンジオプション】
レンジイン ：下限価格≦判定価格＜上限価格
レンジアウト：判定価格＜下限価格または上限価格≦判定価格

様です。
【取引単位および金額】
購入時：1 口単位（1 口あたりの金額は【10 円+スプレッド金額】～990 円）
（※ 当社注文受付時点で、価格が 1,000 円となった場合は注文不成立と
なります。
）
ペイアウト金額：1 口あたり 1,000 円
コール：判定価格≧権利行使価格
プット：判定価格＜権利行使価格
となった場合にペイアウトは支払われます。
なお、それ以外の場合、ペイアウトはありません。
売却取引時：購入時の取引数量ごと（1 口あたり 10 円～【1,000 円－スプ
レッド金額】
、10 円単位）
※オプション購入時の取引数量については分割して売却することはでき
ません。必ず全口数の売却となりますのでご注意ください。
【購入可能口数・損失限度額】
1 取引あたりの購入可能口数は、最大 500 口（最大で 495,000 円、1 通貨
ペア、1 回号あたり）となり、投資可能金額の設定により購入可能口数の
上限が異なります。購入したオプションを売却したとしても、同回号の同
通貨ペアにおいては購入可能口数が増加することはありません。

（３）売却取引時
オプション購入時の取引数量の全口数を 1 単位として売却可能。
（1 口あたり 10 円～【1,000 円－スプレッド金額】10 円単位）
※オプション購入時の取引数量については分割して売却することはでき
ません。
・購入可能口数および購入限度額、損失限度額
（１）購入可能口数
1 通貨ペア、1 回号あたりの最大の購入可能口数はラダーオプション 500
口、レンジオプション 100 口の合計 600 口（最大購入金額では 495,000
円）となりますが、お客さまが設定された投資可能金額により購入可能口
数の上限が異なります。購入したオプションを売却したとしても、同回号
の同通貨ペアにおいては購入可能口数は売却した分も含めて算定します。
投資可能金額

投資可能金額
1 万円以上
10 万円未満
投資可能金額
10 万円以上
50 万円未満
投資可能金額
50 万円以上
100 万円未満
投資可能金額
100 万円以上
300 万円未満
投資可能金額
300 万円以上
600 万円未満
投資可能金額
600 万円以上

購入可能口数（1 通貨ペア、1 回号あたり）
最大購入可能口 ラダーオプショ レンジオプショ
数（①＋②※）
ン（①）
ン（②）
20 口
10 口
10 口

50 口

25 口

25 口

100 口

50 口

50 口

200 口

100 口

100 口

400 口

300 口

100 口

600 口

500 口

100 口

投資可能金額 1 万円以上 10 万円未満 購入可能口数 10 口
投資可能金額 10 万円以上 50 万円未満 購入可能口数 25 口
投資可能金額 50 万円以上 100 万円未満 購入可能口数 50 口
投資可能金額 100 万円以上 300 万円未満 購入可能口数 100 口
投資可能金額 300 万円以上 600 万円未満 購入可能口数 300 口
投資可能金額 600 万円以上 購入可能口数 500 口
お客さまの店頭通貨バイナリーオプション取引における年間での損失限
度額については、ご登録状況に応じて選択可能です。
お客さまのお取引の損失額が、上記損失限度金額に達した場合、お取引を
停止させていただく場合がございます。ただし、損失限度額については、
お客さま自身で管理いただき、損失額を許容できなくなった場合にはご自
身で取引を終了していただくようお願いいたします。

※最大購入可能口数は、
ラダーオプションおよびレンジオプションの合算
となります。
（２）1 日あたりの購入限度額
お客さまの店頭通貨バイナリーオプション取引における過度なお取引を
防止するため、1 日に購入可能なオプションは 500 万円までとさせていた
だきます。
※購入限度額は、
ラダーオプションおよびレンジオプションの合算となり
ます。

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて
11．取引の種類およ
び方法

（３）1 年間あたりの損失限度額
お客さまの店頭通貨バイナリーオプション取引における年間での損失限
度額については、ご登録状況に応じて選択可能です。
お客さまのお取引の損失額が、ご申告いただいた損失限度額に達した場
合、お取引を停止させていただく場合がございます。ただし、損失限度額
については、お客さま自身で管理いただき、損失額を許容できなくなった
場合にはご自身で取引を終了していただくようお願いいたします。
※損失限度額は、
ラダーオプションおよびレンジオプションの合算となり
ます。
（１）購入
オプトレ！で取り扱う取引の種類は、下記 2 種類があります。
【ラダーオプション】
コールオプションおよびプットオプションで、
いずれも新規取引は購入取
引のみです。権利行使価格については 6 つの価格（ラダー）を提示いたし
ます。オプション購入時には、対象となる回号の判定時間において、原資
産価格が権利行使価格以上になると予測すればコールオプションを、
権利
行使価格未満になると予測すればプットオプションを選択して購入しま
す。
【レンジオプション】
レンジインオプションおよびレンジアウトオプションで、
いずれも新規取
引は購入取引のみです。
権利行使価格帯については 6 つの価格帯（ラダー）
を提示いたします。オプション購入時には、対象となる回号の判定時間に
おいて、
権利行使価格帯の下限価格以上かつ上限価格未満になると予測す
ればレンジインオプションを、
権利行使価格帯の下限価格未満または上限

①購入
「オプトレ！」で取り扱う取引の種類は、バイナリーコールオプションお
よびバイナリープットオプションで、どちらも新規取引は購入取引のみで
す。権利行使価格については 6 つの価格（ラダー）を提示いたします。オ
プション購入時には、対象となる回号の判定時間において、原資産価格が
権利行使価格以上になると予測すればコールオプションを、権利行使価格
未満になると予測すればプットオプションを選択して購入します。

価格以上になると予測すればレンジアウトオプションを選択して購入し
ます。
店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて
14．権利行使の判定

権利行使の判定には、判定時間（権利行使を判定する時刻）における外貨
ex 口座で提供される Bid レートと Ask レートの中間値（MID レート）を基
にし、取引システム上で自動的に判定処理を行います。
オプション購入後の判定時間において、
お客さまが購入されたオプション
の判定価格が権利行使の条件を満たしていると当社が判定した場合に、
お
客さまは購入した口数に応じたペイアウト金額を受け取ることができま
す。
権利行使の条件を満たしていないと当社が判定した場合には、
お客さまは
支払ったオプション購入金額の全額を失うことになります。
※権利行使の判定は、判定時間の「判定価格」でのみ行います。判定時間
前に権利行使の条件を満たしていたとしても、
判定時間に条件を満たし
ていない場合はペイアウトの対象にはなりませんので、ご注意くださ
い。
※権利行使の判定に使用する「判定価格」は、判定時間の最新レートを採
用します。
※判定時間を迎えた時に、予期せぬ事象により外貨 ex 口座からのレート
配信が一定期間（判定時間前の 1 分間）止まっていた場合、当社の判断
で当回号を中止とし、強制払い戻し（購入代金と同額の返金）を実施す
る場合があります。

【ラダーオプション】
コールオプションにおいては判定価格が権利行使価格以上になるという
こと、
プットオプションにおいては判定価格が権利行使価格未満になった
場合に、お客さまは権利行使が行えます。
【レンジオプション】
レンジインオプションにおいては判定価格が権利行使価格帯の下限価格
以上かつ上限価格未満になるということ、
レンジアウトオプションにおい
ては権利行使価格帯の下限価格未満または上限価格以上になった場合に、

オプション購入後の判定時間において、お客さまが購入されたオプション
の判定価格が権利行使価格に達している（コールオプションにおいては判
定価格が権利行使価格以上になるということ、プットオプションにおいて
は判定価格が権利行使価格未満になるということ。）と当社が判定した場
合には、お客さまは購入した口数に応じたペイアウト金額を受け取ること
ができますが、権利行使価格に達していないと当社が判定した場合には、
お客さまは支払ったオプション購入金額の全額を失うことになります。権
利行使の判定には、判定時間（権利行使を判定する時刻）における外貨
ex 口座で提供される Bid レートと Ask レートの中間値（MID レート）を
基にし、取引システム上で自動的に判定処理を行います。
※権利行使の判定は、判定時間の「判定価格」でのみ行います。判定時間
前に権利行使の条件を満たしていたとしても、判定時間に条件を満たし
ていない場合はペイアウトの対象にはなりませんので、ご注意くださ
い。
※権利行使の判定に使用する「判定価格」は、判定時間の最新レートを採
用します。
※判定時間を迎えた時に、予期せぬ事象により外貨 ex 口座からのレート
配信が一定期間（判定時間前の 1 分間）止まっていた場合、当社の判断
で当回号を中止とし、強制払い戻し（購入代金と同額の返金）を実施す
る場合があります。

＜判定時間および売却時の価格状況の例示＞
（参考例）下記条件で（コールもしくはプットのどちらかを）1 口購
入したと考えます。
原資産：USD/JPY（米ドル／円）
権利行使価格：100.100 円
購入価格：コール＝600 円、プット＝450 円
※ 全て単位は円です。

お客さまは権利行使が行えます。

a）判定価格＞権利行使価格であった場合（判定価格＝100.200 円）

＜判定時間および売却時の価格状況の例示＞
【ラダーオプション】
下記条件で（コールもしくはプットのどちらかを）1 口購入したと
考えます。
原資産：USD/JPY（米ドル／円）
権利行使価格：100.100 円
購入価格：コール＝600 円、プット＝450 円
※ 全て単位は円です。
a）判定価格＞権利行使価格であった場合（判定価格＝100.200 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

コールの場合

600

1,000

400

プットの場合

450

0

－450

従って、コールを購入していた場合は 400 円の利益、プットを
購入していた場合は 450 円の損失となります。
b）判定価格＝権利行使価格であった場合（判定価格＝100.100 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

コールの場合

600

1,000

400

プットの場合

450

0

－450

従って、コールを購入していた場合は 400 円の利益、プットを
購入していた場合は 450 円の損失となります。

購入代金

購入代金

ペイアウト

取引損益

コールの場合

600

0

－600

プットの場合

450

1,000

550

従って、コールを購入していた場合は 600 円の損失、プットを
購入していた場合 550 円の利益となります。

取引損益

コールの場合

600

1,000

400

プットの場合

450

0

－450

従って、コールを購入していた場合は 400 円の利益、プットを
購入していた場合は 450 円の損失となります。
b）判定価格＝権利行使価格であった場合（判定価格＝100.100 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

コールの場合

600

1,000

400

プットの場合

450

0

－450

従って、コールを購入していた場合は 400 円の利益、プットを
購入していた場合は 450 円の損失となります。
c）判定価格＜権利行使価格であった場合（判定価格＝99.900 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

コールの場合

600

0

－600

プットの場合

450

1,000

550

従って、コールを購入していた場合は 600 円の損失、プットを
購入していた場合 550 円の利益となります。
ｄ）売却した場合（売却時の原資産価格＝100.000 円）
売却価格：コール＝500 円、プット＝400 円
購入代金

c）判定価格＜権利行使価格であった場合（判定価格＝99.900 円）

ペイアウト

売却代金

取引損益

コールの場合

600

500

－100

プットの場合

450

400

－50

従って、コールを購入していた場合は 100 円の損失、プットを
購入していた場合 50 円の損失となります。
※価格の状況はあくまでも例示であり、実際の価格とは異なります。

ｄ）売却した場合（売却時の原資産価格＝100.000 円）
売却価格：コール＝500 円、プット＝400 円
購入代金

売却代金

取引損益

コールの場合

600

500

－100

プットの場合

450

400

－50

従って、コールを購入していた場合は 100 円の損失、プットを
購入していた場合 50 円の損失となります。
【レンジオプション】
下記条件で（レンジインもしくはレンジアウトのどちらかを）1 口
購入したと考えます。
原資産：USD/JPY（米ドル／円）
権利行使価格帯：100.100 円（下限価格）～100.500 円（上限価格）
購入価格：レンジイン

（100.100 円以上かつ 100.500 円未満）

＝600 円
レンジアウト（100.100 円未満または 100.500 円以上）
＝450 円
※ 全て単位は円です。
a）
判定価格が権利行使価格帯の下限価格以上かつ上限価格未満で
あった場合（判定価格＝100.200 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

レンジインの場合

600

1,000

400

レンジアウトの場合

450

0

－450

従って、レンジインを購入していた場合は 400 円の利益、レン
ジアウトを購入していた場合は 450 円の損失となります。

b）判定価格＝権利行使価格帯の下限価格であった場合（判定価格
＝100.100 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

レンジインの場合

600

1,000

400

レンジアウトの場合

450

0

－450

従って、レンジインを購入していた場合は 400 円の利益、レン
ジアウトを購入していた場合は 450 円の損失となります。
c）
判定価格が権利行使価格帯の下限価格未満または上限価格以上
であった場合（判定価格＝99.900 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

レンジインの場合

600

0

－600

レンジアウトの場合

450

1,000

550

従って、レンジインを購入していた場合は 600 円の損失、レン
ジアウトを購入していた場合 550 円の利益となります。
ｄ）判定価格＝権利行使価格帯の上限価格であった場合（判定価
格＝100.500 円）
購入代金

ペイアウト

取引損益

レンジインの場合

600

0

－600

レンジアウトの場合

450

1,000

550

従って、レンジインを購入していた場合は 600 円の損失、レン
ジアウトを購入していた場合 550 円の利益となります。
ｅ）売却した場合（売却時の原資産価格＝100.000 円）
売却価格：レンジイン＝500 円、レンジアウト＝400 円
購入代金

売却代金

取引損益

レンジインの場合

600

500

－100

レンジアウトの場合

450

400

－50

従って、レンジインを購入していた場合は 100 円の損失、レン
ジアウトを購入していた場合 50 円の損失となります。
※価格の状況はあくまでも例示であり、実際の価格とは異なります。

店頭通貨バイナリ
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【ラダーオプション】
権利行使価格については、取引開始時刻の直前の原資産価格を基準
として、当該原資産の過去の価格変動を加味した上で、6 つの権利
行使価格を決定します。
【レンジオプション】
権利行使価格については、取引開始時刻の直前の原資産価格を基準
として、当該原資産の過去の価格変動を加味した上で、6 本の権利
行使価格（ラダー）から、上下 2 つの権利行使価格に挟まれた権利
行使価格帯（レンジ）を設定します。
コールオプションおよびプットオプション、レンジインオプション、
レンジアウトオプションの購入価格はおのおの、「取引終了までの期
間」、「原資産価格」等のいくつかの要因を用いてブラック・ショー
ルズ式を用いた結果得られた値に、スプレッドを考慮して算出します。
従ってコールオプションおよびプットオプション、レンジインオプシ
ョン、レンジアウトオプションの取引価格の合計は、ペイアウト額と
は一致いたしません。また、オプション価格の更新については、「原
資産価格（外貨 ex の Mid レート）」や「取引終了までの期間」、「ボ
ラティリティ（価格変動性）」を一定間隔で参照して（項目ごとに参
照のタイミングは相違します。）算出します。スプレッドの変更時に
はその変更後のスプレッドを用いて、算出し直しオプション価格とし
て提示いたします。
下記の例によりご確認ください。
【ラダーオプション】
・スプレッドを加味しない場合
ペイアウト金額 1,000 円＝コールオプション価格 600 円+プットオプ

権利行使価格については、取引開始時刻の直前の原資産価格を基準とし
て、当該原資産の過去の価格変動を加味した上で、6 つの権利行使価格を
決定します。

コールオプションおよびプットオプションの購入価格はおのおの、「取引
終了までの期間」、
「原資産価格」等のいくつかの要因を用いてブラック・
ショールズ式を用いた結果得られた値に、スプレッドを考慮して算出しま
す。従ってコールオプションおよびプットオプションの取引価格の合計
は、ペイアウト額とは一致いたしません。また、オプション価格の更新に
ついては、「原資産価格（外貨exのMidレート）」や「取引終了までの期
間」、「ボラティリティ（価格変動性）」を一定間隔で参照して（項目ご
とに参照のタイミングは相違します。）算出します。スプレッドの変更時
にはその変更後のスプレッドを用いて、算出し直しオプション価格として
提示いたします。
下記の例によりご確認ください。
・スプレッドを加味しない場合
ペイアウト金額1,000円＝コールオプション価格600円+プットオプション
価格400円
・スプレッドが40円とした場合
ペイアウト金額1,000円≠コールオプション価格620円+プットオプション

ション価格 400 円
・スプレッドが 40 円とした場合
ペイアウト金額 1,000 円≠コールオプション価格 620 円+プットオプ
ション価格 420 円
となります。

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて
18．売却価格の決定
方法

【レンジオプション】
・スプレッドを加味しない場合
ペイアウト金額 1,000 円＝レンジインオプション価格 600 円+レンジ
アウトオプション価格 400 円
・スプレッドが 40 円とした場合
ペイアウト金額 1,000 円≠レンジインオプション価格 620 円+レンジ
アウトオプション価格 420 円
となります。
※あくまでも参考例ですので、実際のスプレッドとは異なります。
取引期間中のオプションの売却価格は、購入価格と同様の計算方法で
算出されますが（当社の価格算出時に用いる各設定値は購入価格算出
時と異なります。）、売却価格にもスプレッドがあり、また原資産の価
格変動等により売却価格も変動しますので、売却価格が購入価格を下
回ることがあり、損失を被る場合があります。オプション売却価格の
更新についても購入価格と同様の間隔で算出します。
【ラダーオプション】
・スプレッドを加味しない場合
売却代金 1,000 円＝コールオプション価格 600 円+プットオプショ
ン価格 400 円
・スプレッドが 40 円とした場合
売却金額 1,000 円≠コールオプション価格 580 円+プットオプショ
ン価格 380 円
となります。
【レンジオプション】
・スプレッドを加味しない場合
ペイアウト金額 1,000 円＝レンジインオプション価格 600 円+レンジ
アウトオプション価格 400 円
・スプレッドが 40 円とした場合
ペイアウト金額 1,000 円≠レンジインオプション価格 580 円+レン

価格420円
となります。
※あくまでも参考例ですので、実際のスプレッドとは異なります。

取引期間中のオプションの売却価格は、購入価格と同様の計算方法で算出
されますが（当社の価格算出時に用いる各設定値は購入価格算出時と異な
ります。）、売却価格にもスプレッドがあり、また原資産の価格変動等に
より売却価格も変動しますので、売却価格が購入価格を下回ることがあ
り、損失を被る場合があります。オプション売却価格の更新についても購
入価格と同様の間隔で算出します。
・スプレッドを加味しない場合
売却代金1,000円＝コールオプション価格600円+プットオプション価格
400円
・スプレッドが40円とした場合
売却金額1,000円≠コールオプション価格580円+プットオプション価格
380円
となります。
※あくまでも参考例ですので、実際のスプレッドとは異なります。

ジアウトオプション価格 380 円
となります。
※あくまでも参考例ですので、実際のスプレッドとは異なります。
店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて
20．ペイアウト

判定時間において、お客さまが購入されたオプションが権利行使条件
を満たしていると当社が判定した場合、お客さまは購入時に決められ
たペイアウト金額を受け取ることができます。また、判定時間におい
て、
「権利行使価格（または権利行使価格帯の上限価格及び下限価格）
」
と「判定価格」が同一となった場合には、下記の通りとなります。
【ラダーオプション】
・コールオプション
権利行使条件を満たしているとし、ペイアウト金額をお支払いし
ます。
・プットオプション
条件を満たしていないためペイアウトはありません。
【レンジオプション】
・レンジインオプション
権利行使価格帯の下限価格が「判定価格」の場合、権利行使条件
を満たしているとし、ペイアウト金額をお支払いします（権利行
使価格帯の上限価格が「判定価格」の場合、条件を満たしていな
いためペイアウトはありません。
）
。
・レンジアウトオプション
権利行使価格帯の上限価格が「判定価格」の場合、権利行使条件
を満たしているとし、ペイアウト金額をお支払いします（権利行
使価格帯の下限価格が「判定価格」の場合、条件を満たしていな
いためペイアウトはありません。
）
。
なお、ペイアウト金額ならびに「権利行使価格（または権利行使価格帯の
上限価格及び下限価格）
」と「判定価格」が同一となった場合のご返金は、
権利行使を当社システムにて判定後、順次、お客さまのオプトレ！取引口
座に入金されます。

判定時間において、お客さまが購入されたオプションが権利行使条件を満
たしていると当社が判定した場合、お客さまは購入時に決められたペイア
ウト金額を受け取ることができます。また、判定時間において、「権利行
使価格」と「判定価格」が同一となった場合には、コールオプションにつ
いては、権利行使条件を満たしているとし、ペイアウト金額をお支払いし
ます（プットオプションについては、条件を満たしていないためペイアウ
トはありません。
）
。なお、ペイアウト金額ならびに「権利行使価格」と「判
定価格」が同一となった場合のご返金は、権利行使を当社システムにて判
定後、順次、お客さまの「オプトレ！」取引口座に入金されます。

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて

【ラダーオプション】

22．注文の指示

・購入区分（選択した権利行使価格のコール、プットの別）

・通貨ペア

・オプション購入口数

・権利行使価格

【レンジオプション】

・購入区分（選択した権利行使価格のプット、コールの別）

・通貨ペア

・オプション購入口数

・通貨ペア
・権利行使価格

・権利行使価格帯
・購入区分（選択した権利行使価格帯のレンジイン、レンジアウトの別）
・オプション購入口数
店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の概要と仕組みに
ついて
23．取引停止条件

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
の手続きについて

（６）当社のシステムがコンピューターウイルスや第三者による妨害、侵
入、情報改変等により、またはその恐れがある場合で取引の継続が困
難であると当社が判断した際には、開催中の回号を中止し売却取引も
含めた全ての取引を停止し、状況に応じて強制払い戻し（購入金額の
返金）を行うことがあります。強制払い戻しが決定した場合であって
も、決定の時点で既にオプションを売却されていた場合は、その売却
が優先されますので、強制払い戻しの対象とはなりません。継続する
回号の開催についても、安全性を確認できるまで中止することがあり
ます。
①新規購入時
【ラダーオプション】
ａ．通貨ペア

（2）注文の指示

記載なし

ｂ．権利行使価格
ｃ．購入区分（権利行使価格のコール、プットの別）
ｄ．オプション購入口数
【レンジオプション】

①新規購入時
ａ．通貨ペア
ｂ．権利行使価格
ｃ．購入区分（権利行使価格のプット、コールの別）
ｄ．オプション購入口数

ａ．通貨ペア
ｂ．権利行使価格帯
ｃ．購入区分（権利行使価格帯のレンジイン、レンジアウトの別）
ｄ．オプション購入口数
当社の概要につい
て
10 沿革
当社の概要につい
て
11 行っている業務

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
に関する主要な用
語

平成 27 年 9 月

「オプトレ!」レンジオプションサービス開始

・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

記載なし

・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取引所における外国為替証拠金取引業）

権利行使価格帯（けんりこうしかかくたい）
オプションの買い手が権利行使をする時の原商品の価格帯としてオプ
ションの取引時に決めたものをいいます。バイナリーオプションにお
いては、この権利行使価格帯と判定時間の価格を比較してペイアウト
になるか、権利消滅になるかの判定を行います。
レンジアウトオプション
原商品をあらかじめ定めた上下 2 つの価格（権利行使価格）に挟まれ
た権利行使価格帯（レンジ）の下限価格未満または上限価格以上で期
日までに（ヨーロピアンオプションの場合は、期日に）買い付けるこ
とのできる権利を買い手に与える契約をいいます。
レンジインオプション
原商品をあらかじめ定めた上下 2 つの価格（権利行使価格）に挟まれ
た権利行使価格帯（レンジ）の下限価格以上かつ上限価格未満で期日
までに（ヨーロピアンオプションの場合は、期日に）買い付けること
のできる権利を買い手に与える契約をいいます。

記載なし

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
“オプトレ！”取引
概要
■オプションの概
要

取扱
オプ
ショ
ンの
種類
権利
行使
価格
（ラ
ダー
オプ
ショ
ン）
権利
行使
価格
帯
（レ
ンジ
オプ
ショ
ン）
権利
行使
価格
の設
定方
法
（ラ
ダー
オプ
ショ

【ラダーオプション】
・店頭通貨バイナリーコールオプション
・店頭通貨バイナリープットオプション
【レンジオプション】
・店頭通貨バイナリーレンジインオプション
・店頭通貨バイナリーレンジアウトオプション

取扱
オプ
ショ
ンの
種類

・店頭通貨バイナリーコールオプション
・店頭通貨バイナリープットオプション

取引開始時に 6 本の権利行使価格（ラダー）を設定します。

【ラダーオプション】
取引開始時に 6 本の権利行使価格（ラダー）を設定します。
【レンジオプション】
取引開始時に 6 本の権利行使価格（ラダー）から、上下 2 つの
権利行使価格に挟まれた権利行使価格帯（レンジ）を設定しま
す。
※設定した上下 2 つの権利行使価格のうち、高値を上限価格、
安値を下限価格といいます。

【ラダーオプション】
各回号の購入受付開始 1 分前の原資産価格、
およびヒストリカ
ルボラティリティを用いて、
各権利行使価格が均一の幅となる
よう設定します。
例：
購入受付開始 1 分前の原資産価格 98.500 、ヒストリカルボ
ラティリティ 10％ とした場合、
権利行使価格①： 99.000
権利行使価格②： 98.800
権利行使価格③： 98.600

権利
行使
価格

権利
行使
価格
の設
定方
法

各回号の購入受付開始 1 分前の原資産価格、
およびヒストリカ
ルボラティリティを用いて、
各権利行使価格が均一の幅となる
よう設定します。
例：
購入受付開始 1 分前の原資産価格 98.500 、ヒストリカルボ
ラティリティ 10％ とした場合、
権利行使価格①： 99.000
権利行使価格②： 98.800
権利行使価格③： 98.600
権利行使価格④： 98.400

ン）
権利
行使
価格
帯の
設定
方法
（レ
ンジ
オプ
ショ
ン）

権利
行使
の型

権利行使価格④： 98.400
権利行使価格⑤： 98.200
権利行使価格⑥： 98.000
となります。
【レンジオプション】
各回号の購入受付開始 1 分前の原資産価格、
およびヒストリカ
ルボラティリティを用いて、
均一の幅となるよう設定されてい
る各権利行使価格のうち、
上下 2 つの権利行使価格に挟まれた
権利行使価格帯を設定します。
例：
購入受付開始 1 分前の原資産価格 98.500 、ヒストリカルボ
ラティリティ 10％ とした場合、
権利行使価格①： 99.000
権利行使価格②： 98.800
権利行使価格③： 98.600
権利行使価格④： 98.400
権利行使価格⑤： 98.200
権利行使価格⑥： 98.000
のうち、
上下 2 つの権利行使価格に挟まれた権利行使価格帯を
設定します。
権利行使価格帯①：99.000～98.800
権利行使価格帯②：98.800～98.600
権利行使価格帯③：98.600～98.400
権利行使価格帯④：98.400～98.200
権利行使価格帯⑤：98.200～98.000
となります。
【ラダーオプション】
・ヨーロピアンタイプ（権利行使期間にのみ権利行使可能）
・自動権利行使（判定時間になり、権利行使価格に到達してい
れば自動的に権利行使され、
到達していなければ自動的に権利
は消滅します。）
【レンジオプション】
・ヨーロピアンタイプ（権利行使期間にのみ権利行使可能）

権利行使価格⑤： 98.200
権利行使価格⑥： 98.000
となります。

権利
行使
の型

・ヨーロピアンタイプ（権利行使期間にのみ権利行使可能）
・自動権利行使（判定時間になり、権利行使価格に到達してい
れば自動的に権利行使され、
到達していなければ自動的に権利
は消滅します。）

購入
価格
の決
定方
法

・自動権利行使（判定時間になり、権利行使価格帯に到達して
いれば自動的に権利行使され、
到達していなければ自動的に権
利は消滅します。）
【共通】
コールオプションおよびプットオプション、
レンジインオプシ
ョン、レンジアウトオプションの購入価格はおのおの、「取引
終了までの期間」、「原資産価格」等のいくつかの要因を用い
てブラック・ショールズ式を用いた結果得られた値に、スプレ
ッドを考慮して算出します。
従ってコールオプションおよびプ
ットオプション、レンジインオプション、レンジアウトオプシ
ョンの取引価格の合計は、
スプレッドを加味した価格が上乗せ
されるためペイアウト額とは一致いたしません。
また「取引終了までの期間」や「原資産価格」が変動するこ
とにより、取引価格もリアルタイムで変動します。そのため、
判定時間直前や原資産価格の急激な変動により、
取引価格が急
激に変動する場合があります。

購入
価格
の決
定方
法

計算例：スプレッドが 40 円とした場合
【ラダーオプション】
ペイアウト額 1,000 円 ≠ コールオプション価格 620 円 +
プットオプション価格 420 円

計算例：スプレッドが 40 円とした場合
【ラダーオプション】
ペイアウト額 1,000 円 ≠ コールオプション価格 580 円 +
プットオプション価格 380 円
【レンジオプション】
ペイアウト金額 1,000 円 ≠ レンジインオプション価格 620

※スプレッドが 40 円の場合となり、実際のスプレッドとは異
なります。
また「取引終了までの期間」や「原資産価格」が変動するこ
とにより、取引価格もリアルタイムで変動します。そのため、
判定時間直前や原資産価格の急激な変動により、
取引価格が急
激に変動する場合があります。

【レンジオプション】
ペイアウト金額 1,000 円 ≠ レンジインオプション価格 620
円 + レンジアウトオプション価格 420 円
【共通】
購入価格の決定方法と同様の方法で算出されます。
売却
価格
の決
定方
法

コールオプションおよびプットオプションの購入価格はおの
おの、「取引終了までの期間」、「原資産価格」等のいくつか
の要因を用いてブラック・ショールズ式を用いた結果得られた
値に、スプレッドを考慮して算出します。従ってコールオプシ
ョンおよびプットオプションの取引価格の合計は、
スプレッド
を加味した価格が上乗せされるためペイアウト額とは一致い
たしません。
計算例：
ペイアウト額 1,000 円 ≠ コールオプション価格 620 円 +
プットオプション価格 420 円

売却
価格
の決
定方
法

購入価格の決定方法と同様の方法で算出されます。
計算例：
ペイアウト額 1,000 円 ≠ コールオプション価格 580 円 +
プットオプション価格 380 円
※スプレッドが40円の場合となり、
実際のスプレッドとは異な
ります。

円 + レンジアウトオプション価格 420 円

【共通】
判定価格が得られない場合の直前の価格については、1 分程度
前までさかのぼって参照します。1 分以上レートが提示されて
いない場合は、回号中止等の判断を行う場合があります。

権利
行使
の判
定方
法

【ラダーオプション】
判定時間の原資産の価格と権利行使価格を比較します。
① コールオプション：判定価格が権利行使価格以上の場合
プットオプション：判定価格が権利行使価格より低い場合
→1 口あたり 1,000 円のペイアウトが生じます。
② 判定時刻ちょうどに価格情報が得られない場合
→判定直前の価格を判定レートとします。
【レンジオプション】
判定時間の原資産の価格と権利行使価格帯を比較します。
① レンジインオプション：判定価格が下限価格以上かつ上限
価格未満の場合
レンジアウトオプション：判定価格が下限価格未満また
は上限価格以上の場合
→1 口あたり 1,000 円のペイアウトが生じます。
② 判定時刻ちょうどに価格情報が得られない場合
→判定直前の価格を判定レートとします。

判定時間の原資産の価格と権利行使価格を比較します。
① コールオプション：判定価格が権利行使価格以上の場合
プットオプション：判定価格が権利行使価格より低い場合
→1口あたり1,000円のペイアウトが生じます。
② 判定時刻ちょうどに価格情報が得られない場合 →判定直
前の価格を判定レートとします。
権利
行使
の判
定方
法

※判定価格が得られない場合の直前の価格については、1 分程
度前までさかのぼって参照します。1 分以上レートが提示され
ていない場合は、回号中止等の判断を行う場合があります。

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
“オプトレ！”取引
概要

①

■取引について

取引
数量
の上
限

購入可能口数
1 通貨ペア、1 回号ごとにラダーオプション 500 口、レン
ジオプション 100 口の合計最大 600 口まで取引可能。
（買
付した 600 口を売却したとしても、同一通貨ペア：同回
号で再度 600 口を買付することはできません。）投資可
能金額の設定により、購入可能口数の上限が異なります。
投資可能金額
購入可能口数（1 通貨ペア、1 回号あ
たり）
最大購入可 ラダーオ
レンジオ
能口数（① プション
プション
＋②※）
（①）
（②）
投資可能金額
20 口
10 口
10 口
1 万円以上
10 万円未満
投資可能金額
50 口
25 口
25 口
10 万円以上
50 万円未満
投資可能金額
100 口
50 口
50 口
50 万円以上
100 万円未満
投資可能金額
200 口
100 口
100 口
100 万円以上
300 万円未満
投資可能金額
400 口
300 口
100 口
300 万円以上
600 万円未満
投資可能金額
600 口
500 口
100 口
600 万円以上
※最大購入可能口数は、ラダーオプションおよびレンジ
オプションの合算となります。
② 損失限度額（年間）
お客さまの被った損失額が、損失限度額（お客さまより
ご申告いただいたバイナリーオプションへの投資可能金
額の範囲内で選択可能です。）を超えた場合、ご連絡さ

①

取引
数量
の上
限

購入可能口数
1通貨ペア、1回号ごとに累積で最大500口まで取引可能。
（買付した500口を売却したとしても、同一通貨ペア：
同回号で再度500口を買付することはできません。）投
資可能金額の設定により、購入可能口数の上限が異なり
ます。
投資可能金額1万円以上10万円未満 購入可能口数10口
投資可能金額10万円以上50万円未満 購入可能口数25口
投資可能金額50万円以上100万円未満 購入可能口数50
口 投資可能金額100万円以上300万円未満 購入可能口
数100口 投資可能金額300万円以上600万円未満 購入可
能口数300口 投資可能金額600万円以上 購入可能口数
500口

② 損失限度額（年間）
お客さまの被った損失額が、損失限度額（お客さまより
ご申告いただいたバイナリーオプションへの投資可能
金額の範囲内で選択可能です。）を超えた場合、ご連絡
させていただき、1年間口座のご利用を停止させていた
だきます。
③ 取引限度額（一日）
過度なお取引を防止するため、お客さまの一日に購入可
能なオプションは 500 万円までとさせていただきます。

③

①

②

③

取引
停止
条件

④

⑤

⑥

せていただき、
1 年間口座のご利用を停止させていただき
ます。
※損失限度額は、ラダーオプションおよびレンジオプシ
ョンの合算となります。
取引限度額（一日）
過度なお取引を防止するため、お客さまの一日に購入可
能なオプションは 500 万円までとさせていただきます。
経済環境の急変等により、お客さまの取引が一部のオプ
ションに偏重し、当社の自己資本に著しい影響を与える
ような状況となった場合、当回号の新規の買付を停止す
る場合があります。その場合でも、取引期間中の売却は
可能です。
システム障害等で、取引が継続できないと判断した場合
は、マニュアルにて取引停止（売却を含む）および、状
況に応じて、強制払い戻し（購入金額の返金）を実行し
ます。
オプトレ！取引により生じた損失が、お客さまが設定さ
れた損失限度額を超過した場合、損失が発生した日の翌
営業日から同年 12 月の最終営業日まで取引を停止させて
いただきます。
オプトレ！の 1 日の取引額が、500 万円（1 日のお取引限
度額）を超過した場合、超過した翌回号から、当日の 11
回号終了まで取引を停止させていただきます。
オプトレ！取引に関して、当社が認めていないシステム
ツール等を、お客さまが利用していると当社にて判断し
た場合、取引を停止させていただきます。
当社のシステムがコンピューターウイルスや第三者によ
る妨害、侵入、情報改変等により、またはその恐れがあ
る場合で取引の継続が困難であると当社が判断した際に
は、開催中の回号を中止し売却取引も含めた全ての取引
を停止し、状況に応じて強制払い戻し（購入金額の返金）
を行うことがあります。強制払い戻しが決定した場合で
あっても、決定の時点で既にオプションを売却されてい
た場合は、その売却が優先されますので、強制払い戻し
の対象とはなりません。

取引
停止
条件

① 経済環境の急変等により、お客さまの取引が一部のオプシ
ョンに偏重し、当社の自己資本に著しい影響を与えるよ
うな状況となった場合、当回号の新規の買付を停止する
場合があります。その場合でも、取引期間中の売却は可
能です。
② システム障害等で、取引が継続できないと判断した場合
は、マニュアルにて取引停止（売却を含む）および、状
況に応じて、強制払い戻し（購入金額の返金）を実行し
ます。
③ 「オプトレ！」取引により生じた損失が、お客さまが設定
された損失限度額を超過した場合、損失が発生した日の
翌営業日から同年12月の最終営業日まで取引を停止させ
ていただきます。
④ 「オプトレ！」の1日の取引額が、500万円（1日のお取引
限度額）を超過した場合、超過した翌回号から、当日の
11回号終了まで取引を停止させていただきます。
⑤ オプトレ！取引に関して、当社が認めていないシステムツ
ール等を、お客さまが利用していると当社にて判断した
場合、取引を停止させていただきます。

継続する回号の開催についても、安全性を確認できるま
で中止することがあります。

店頭通貨バイナリ
ーオプション取引
“オプトレ！”取引
概要
売却
■注文・ペイアウト
の種類

ペイア
ウト
（権利
行使）

権利消
滅

①全てのラダーオプションおよびレンジオプションのオプ
ションの一括売却
②ラダーオプションおよびレンジオプションごとの全ての
オプションの一括売却
③ラダーオプションおよびレンジオプションごと、かつ購入
単位ごとの複数オプションの選択売却
④ラダーオプションおよびレンジオプションごと、かつ通貨
ペアごとの一括売却
【ラダーオプション】
判定時に、判定価格が権利行使価格に達していた場合（イン
ザマネー）、1 口あたり 1,000 円のペイアウトがあります。
【レンジオプション】
判定時に、判定価格がレンジインオプションについては権利
行使価格帯の範囲内である（判定価格が下限価格以上かつ上
限価格未満になるということ。
）場合、レンジアウトオプシ
ョンについては権利行使価格帯の範囲外である（判定価格が
下限価格未満または上限価格以上になるということ。
）場合、
1 口あたり 1,000 円のペイアウトがあります。
【ラダーオプション】
判定時に、判定価格が権利行使価格に達していなかった場合
（アウトオブザマネー）、ペイアウトは一切ありません。
【レンジオプション】
判定時に、判定価格がレンジインオプションについては権利
行使価格帯の範囲外である（判定価格が下限価格未満または
上限価格以上になるということ。
）場合、レンジアウトオプ
ションについては権利行使価格帯の範囲内である（判定価格
が下限価格以上かつ上限価格未満になるということ。
）場合、
ペイアウトは一切ありません。

売却

①全てのオプションの売却
②購入単位ごとの複数オプションの選択売却
③通貨ペアごとの一括売却
判定時に、判定価格が権利行使価格に達していた場合（イン
ザマネー）、1 口あたり 1,000 円のペイアウトがあります。

ペイア
ウト
（権利
行使）

判定時に、判定価格が権利行使価格に達していなかった場合
（アウトオブザマネー）のことで、ペイアウトは一切ありま
せん。
権利消
滅

