【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
店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて
2.口座開設
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
12.注文の
種類

新

旧

原則として当社所定の方法にて、店頭外国為替証拠金取引「外貨 ex」口
座（以下「外貨 ex 口座」といいます。）の口座開設お申し込みを受付いた
します。
※外貨 ex 口座開設後、別途お手続きをしていただくことで店頭通貨バイナ
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。）の取引を開始することが可能です。
（省略）

原則として当社所定の方法にて、店頭外国為替証拠金取引「外貨 ex」口
座（以下「外貨 ex 口座」といいます。）の口座開設お申し込みを受付いた
します。
※外貨 ex 口座開設後、別途お手続きをしていただくことで店頭通貨バイナ
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。）および店頭外国為替証拠金取引トレードコレクター口座（以
下「トレードコレクター口座」といいます。） の取引を開始することが
可能です。
（省略）

保有ポジション（建玉）を通貨ペアごとかつ売買区分別に、一括
で成行にて決済する注文方法です。（通貨毎全決済注文実行時ま
でに、通貨毎全決済対象ポジション（建玉）に対して、既に発注
通貨毎
していたリーブオーダー（「店頭外国為替証拠金取引に関する主
全決済
要な用語」で、説明しています。）が執行中になった場合は、そ
注文
のポジション（建玉）は通貨毎全決済対象から除外されます。）
※成行注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参照
ください。

保有ポジションを通貨ペアごとかつ売買区分別に、一括で成行
にて決済する注文方法です。（通貨毎全決済注文実行時までに、
通貨毎全決済対象ポジションに対して、既に発注していたリー
通貨毎
ブオーダー（「店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語」
全決済
で、説明しています。）が執行中になった場合は、そのポジシ
注文
ョンは通貨毎全決済対象から除外されます。）
※成行注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参
照ください。

全ての保有ポジション（建玉）を通貨ペア・売買区分によらず、
成行にて決済する注文方法です。（全決済注文実行時までに、全
決済対象ポジション（建玉）に対して、既に発注していたリーブ
全決済
オーダーが執行中になった場合は、そのポジション（建玉）は全
注文
決済対象から除外されます。）
※成行注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参照
ください。

全ての保有ポジションを通貨ペア・売買区分によらず、成行に
て決済する注文方法です。（全決済注文実行時までに、全決済
対象ポジションに対して、既に発注していたリーブオーダーが
全決済
執行中になった場合は、そのポジションは全決済対象から除外
注文
されます。）
※成行注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参
照ください。

未決済のポジション（建玉）に対してあらかじめ設定したポイン
ト値で決済 OCO 注文（決済指値注文、決済逆指値注文）の発注を
ワン
行う注文方法です。
タッチ
※指値注文および逆指値注文につきましては、本項目「指値注
OCO
文」･「逆指値注文」記載欄をご参照ください。

未決済のポジションに対してあらかじめ設定したポイント値で
決済 OCO 注文（決済指値注文、決済逆指値注文）の発注を行う
ワン
注文方法です。
タッチ
※指値注文および逆指値注文につきましては、本項目「指値注
OCO
文」･「逆指値注文」記載欄をご参照ください。

ワン
タッチ
トレー
ル

ワン
タッチ
トレー
ル

未決済のポジション（建玉）に対してあらかじめ設定したトレー
ル幅で決済トレール注文の発注を行う注文方法です。
※トレール注文につきましては、本項目「トレール注文」記載欄
をご参照ください。
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未決済のポジションに対してあらかじめ設定したトレール幅で
決済トレール注文の発注を行う注文方法です。
※トレール注文につきましては、本項目「トレール注文」記載
欄をご参照ください。

FIFO 方式（First in First out：先入先出方式）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
ワン
を行うことはできません。ポジション（建玉）を保有している場
タッチ
合、そのポジション（建玉）と反対の売買区分のワンタッチ注文
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。
（省略）

FIFO 方式（First in First out：先入先出方式）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
ワン
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、
タッチ
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
注文
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。
（省略）

保有ポジション（建玉）を売買区分によらず、通貨ペアごとに一
括で成行にて決済する注文方法です。（ワンタッチ全決済注文実
ワン
行時までに、決済対象ポジション（建玉）に対して、既に発注し
タッチ
ていたリーブオーダーが執行中になった場合は、そのポジション
全決済
（建玉）は全決済対象から除外されます。）
注文
※成行注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参照
ください。

保有ポジションを売買区分によらず、通貨ペアごとに一括で成
行にて決済する注文方法です。（ワンタッチ全決済注文実行時
ワン
までに、決済対象ポジションに対して、既に発注していたリー
タッチ
ブオーダーが執行中になった場合は、そのポジションは全決済
全決済
対象から除外されます。）
注文
※成行注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参
照ください。

（省略）
（省略）
※同一通貨ペアにおける売ポジション（売建玉）と買ポジション（買建玉） ※同一通貨ペアにおける売建玉と買建玉の差が 200 万通貨を超える場合の
の差が 200 万通貨を超える場合の決済注文は受け付けられません。なお、
決済注文は受け付けられません。なお、CNH/JPY（人民元/円）、HKD/JPY
人民元/円、香港ドル/円、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、米ドル/ス
（香港ドル/円）、EUR/GBP（ユーロ/英ポンド）、EUR/AUD（ユーロ/豪ド
イスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/ス
ル）、USD/CHF（米ドル/スイスフラン）、EUR/CHF（ユーロ/スイスフラ
イスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/香港ドルにおきまして
ン）、GBP/CHF（英ポンド/スイスフラン）、AUD/CHF（豪ドル/スイスフ
は、売ポジション（売建玉）と買ポジション（買建玉）の差が 100 万通
ラン）、CAD/CHF（カナダドル/スイスフラン）、USD/HKD（米ドル/香港
貨を超える場合の決済注文は受け付けられません。
ドル）におきましては、売建玉と買建玉の差が 100 万通貨を超える場合
（省略）
の決済注文は受け付けられません。
（省略）
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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
17.取引数
量上限（ポ
ジション
（建玉）保
有の上限／
注文数量の
上限）
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
店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて
24.証拠金
等に関する
用語

（省略）
※人民元/円、香港ドル/円、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、米ドル/ス
イスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/ス
イスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/香港ドルにおきまして
は、1 回の注文数量（新規および決済を含みます。）の上限は、レバレッ
ジコースにかかわらず、通貨ペアごとで 100 万通貨までとします。

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、お客さまのオプトレ！口座、および店頭外国為替証拠金取引トレ
ードコレクター口座（以下「トレードコレクター口座」といいます。）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、お客さまのオプトレ！口座、トレードコレクター口座
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。

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、お客さまのオプトレ！口座、およびトレードコレクター口座とい
います。）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、お客さまのオプトレ！口座、トレードコレクター口座
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。
（省略）

（省略）
用 語

（省略）
※CNH/JPY（人民元/円）、HKD/JPY（香港ドル/円）、EUR/GBP（ユーロ/英
ポンド）、EUR/AUD（ユーロ/豪ドル）、USD/CHF（米ドル/スイスフラン）、
EUR/CHF（ユーロ/スイスフラン）、GBP/CHF（英ポンド/スイスフラン）、
AUD/CHF（豪ドル/スイスフラン）、CAD/CHF（カナダドル/スイスフラン）、
USD/HKD（米ドル/香港ドル）におきましては、1 回の注文数量（新規およ
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、通貨
ペアごとで 100 万通貨までとします。

説 明

用 語

説 明

未決済ポジション（建玉）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、ニュージーランドドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユ
評価損益金 ーロ/豪ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、
英ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル
/スイスフラン、米ドル/香港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
金額。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、ユーロ/英ポンド、ユーロ/
評価損益金 豪ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポ
ンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/ス
イスフラン、米ドル/香港ドルの損益については現 在 の レ
ー ト で 円換算したもの。

取引証拠金 ポジション（建玉）を保有する際に必要となる金額。

取引証拠金 ポジションを保有する際に必要となる金額。
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ポジション（建玉）を維持するために必要となる金額のこと
をいい、毎営業日のニューヨーククローズ時点で算出しま
す。なお、複数の通貨ペアのポジション（建玉）を保有して
いる場合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されます。

ポジションを維持するために必要となる金額のことをいい、
毎営業日のニューヨーククローズ時点で算出します。なお、
複数の通貨ペアのポジションを保有している場合、通貨ペア
ごとに計算し合算して算出されます。

＜維持証拠金額の算出方法＞
[毎ニューヨーククローズレート（MID）×1 万通貨×証拠
維持証拠金
金率(※1)]（※2）×取引数量（※3）
額
（省略）
※3.取引数量の単位は「万」となります。よって 50 万通
貨なら「×50」、3,000 通貨なら「×0.3」となりま
す。複数の通貨ペアのポジション（建玉）を保有して
いる場合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されま
す。
（省略）

＜維持証拠金額の算出方法＞
[毎ニューヨーククローズレート（MID）×1 万通貨×証拠
維持証拠金
金率(※1)]（※2）×取引数量（※3）
額
（省略）
※3.取引数量の単位は「万」となります。よって 50 万通
貨なら「×50」、3,000 通貨なら「×0.3」となりま
す。複数の通貨ペアのポジションを保有している場
合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されます。
（省略）

追証金額
店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて
30.追証ル
ール

ポジション（建玉）を維持するために不足している金額です。
（維持証拠金額 － 実預託額＝追証金額（＞0））

追証金額

ポジションを維持するために不足している金額です。
（維持証拠金額 － 実預託額＝追証金額（＞0））

（省略）
（省略）
※3.取引数量の単位は「万」となります。よって 50 万通貨なら「×50」、 ※3.取引数量の単位は「万」となります。よって 50 万通貨なら「×50」、
3,000 通貨なら「×0.3」となります。複数の通貨ペアのポジション（建
3,000 通貨なら「×0.3」となります。複数の通貨ペアのポジションを保
玉）を保有している場合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されます。
有している場合、通貨ペアごとに計算し合算して算出されます。
（省略）
（省略）
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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
33.現受・現
渡注文につ
いて
店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて
42.税金に
ついて

店頭外国為
替証拠金取
引の手続き
について

現受・現渡注文は売付（買付）総約定代金を外貨 ex 口座において授受する
ことをいいます。
現受・現渡注文を行う場合は、対象となる通貨を事前に預託する必要が
あります。
現受注文の場合、前もって買ポジション（買建玉）を保有しており、当
該相当額の資産が預託されている必要があります。
現渡注文の場合、前もって売ポジション（売建玉）を保有しており、当
該相当額の資産が預託されている必要があります。
（省略）

現受・現渡注文は売付（買付）総約定代金を外貨 ex 口座において授受する
ことをいいます。
現受・現渡注文を行う場合は、対象となる通貨を事前に預託する必要が
あります。
現受注文の場合、前もって買いポジション（買建玉）を保有しており、
当該相当額の資産が預託されている必要があります。
現渡注文の場合、前もって売りポジション（売建玉）を保有しており、
当該相当額の資産が預託されている必要があります。
（省略）

個人のお客さまが行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金（売買に
よる差益およびスワップポイント収益をいいます。以下同じ。）は、2012
年 1 月 1 日の取引以降、
「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定
申告をする必要があります。税率は、所得税が 15％、復興特別所得税 2.1％
（復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで（25 年間）の各年分の所得
税の額に 2.1％を乗じた金額、つまり益金の 0.315％が追加的に課税される
ものです。
）
、地方税が 5％となります。その損益は、差金等決済をした他の
先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件
の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人のお客さまが行った
店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税にかかる所得の計算上、
益金の額に算入されます。当社は、お客さまの店頭外国為替証拠金取引に
ついて差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客さまの住所、
氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。

個人のお客さまが行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金（売買に
よる差益およびスワップポイント収益をいいます。以下同じ。）は、2012
年 1 月 1 日の取引以降、
「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定
申告をする必要があります。税率は、所得税が 15％、復興特別所得税 2.1％
（復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで（25 年間）の各年分の
所得税の額に 2.1％を乗じた金額、つまり益金の 0.315％が追加的に課税さ
れるものです。
）
、地方税が 5％となります。その損益は、差金等決済をした
他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の
要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人のお客さまが行
った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税にかかる所得の計
算上、益金の額に算入されます。当社は、お客さまの店頭外国為替証拠金
取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客さまの
住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出
します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。

（省略）

（省略）

（3）転売または買い戻しによるポジション（建玉）の決済
（省略）

（3）転売または買い戻しによる建玉の決済
（省略）

（6）取引残高、ポジション（建玉）、証拠金等の報告
（省略）

（6）取引残高、建玉、証拠金等の報告
（省略）
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店頭外国為
替証拠金取
引に関する
主要な用語

（省略）

（省略）

買戻し（かいもどし）
売ポジション（売建玉）を手じまう（売ポジション（売建玉）を減じる）
ために行う買付取引をいいます。

買戻し（かいもどし）
売建玉を手じまう（売建玉を減じる）ために行う買付取引をいいます。
（省略）

（省略）
ショート
ある通貨の売り持ちの状態を言います。米ドル/円で「ドルショート」とい
う場合は、米ドル売ポジション（売建玉）を表します。（⇔ロング）

ショート
ある通貨の売り持ちの状態を言います。米ドル/円で「ドルショート」とい
う場合は、米ドル売りポジション（建玉）を表します。（⇔ロング）

（省略）

（省略）

転売（てんばい）
買ポジション（買建玉）を手じまう（買ポジション（買建玉）を減じる）
ために行う売付取引をいいます。

転売（てんばい）
買建玉を手じまう（買い建玉を減じる）ために行う売付取引をいいます。
（省略）

（省略）
値洗い（ねあらい）
ポジション（建玉）について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えす
る手続きを値洗いといいます。

値洗い（ねあらい）
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗
いといいます。
（省略）

（省略）
両建て（りょうだて）
同一の商品の売ポジション（売建玉）と買ポジション（買建玉）を同時に
持つことをいいます。

両建て（りょうだて）
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
（省略）

（省略）
ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理

6

ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理

のため、顧客のポジション（建玉）を強制的に決済することをいいます。

のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。

（省略）

（省略）

ロング
ある通貨の買い持ちの状態を指します。米ドル/円で「ドルロング」という
場合は、米ドル買ポジション（買建玉）を表します。（⇔ショート）

ロング
ある通貨の買い持ちの状態を指します。米ドル/円で「ドルロング」という
場合は、米ドル買いジション（建玉）を表します。（⇔ショート）

（省略）

（省略）
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