【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

旧

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
9.取引数量
と金額

（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 0 円～1,000 円 10 円単位）
コール売却価格+プット売却価格＝1,000 円となります。
※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。
※取引期間中のオプションは、売却価格が 0 円の場合、売却することがで
きません。当該売却価格は、お客さまの発注時の画面表示価格を基準とし
たものではなく、注文を当社のサーバーで受け付けた時点における最新の
価格になります。
そのため、お客さまの注文を当社のサーバーで受け付けた時点において
最新の価格が 0 円の場合、売却することはできず、当該注文は失効しま
す。
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（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。

14．権利行
使の判定
＜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】
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＝500 円
購入代金
売却代金
取引損益
コールの場合

600

500

【ラダーオプション】
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

－100

コールの場合

600

500

－100

プットの場合
450
500
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 円の利益となります。

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】
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＝500 円
購入代金
売却代金

【レンジオプション】
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

レンジインの場合

600

500

取引損益
－100

レンジアウトの場合
450
500
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 円の利益となります。
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レンジインの場合

600

500

取引損益
－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。

18．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、レンジインオプション、レ
ンジアウトオプションの売却価格はおのおの、
「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を考慮して算出します。また、売却価格の更新に
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。理論的には、権
利行使条件が同一となっているコールオプションとプットオプション
の売却価格の和はペイアウト額と等しくなりますが、実際の売却価格
の算出にあたっては、理論売却価格とは異なる値となります。

店頭通貨バ
イナリーオ
プション取
引の手続き
について
（2）注文の
指示

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
【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
ジアウトオプション価格 380 円
※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。

②売却取引時
②売却取引時
・売却する注文の指定
・売却する注文の指定
売却取引は 1 回の購入した数量の一部を指定することはできません。1
売却取引は 1 回の購入した数量の一部を指定することはできません。1
回の購入分全ての口数を売却することとなります。
回の購入分全ての口数を売却することとなります。
・下記のような場合等は一括売却を選択されたとしても、全部もしくは一 ・下記のような場合等は一括売却を選択されたとしても、全部もしくは一
部注文の執行がなされないことがあります。
部注文の執行がなされないことがあります。
a. 一括売却注文は、購入がなされた順番（先入先出）に売却を執行しま
a. 一括売却注文は、購入がなされた順番（先入先出）に売却を執行し
す。そのため、後の順で執行される注文が売買可能時間を超えてしまうと、
ます。そのため、後の順で執行される注文が売買可能時間を超えてしま
売却の執行が間に合わないことがあります。
うと、売却の執行が間に合わないことがあります。
b. 為替市場の急激な変動等の要因により、オプション価格の生成がなさ
b. 為替市場の急激な変動等の要因により、オプション価格の生成がな
れていない場合、注文の執行ができません。この場合、一括売却注文を発
されていない場合、注文の執行ができません。この場合、一括売却注文

3

注されたとしても、価格が生成されていないオプションについては売却が
執行されません。
c. 取引期間中のオプションは、売却価格が 0 円の場合、売却すること
ができません。当該売却価格は、お客さまの発注時の画面表示価格を基準
としたものではなく、注文を当社のサーバーで受け付けた時点における最
新の価格になります。
そのため、お客さまの注文を当社のサーバーで受け付けた時点において
最新の価格が 0 円の場合、売却することはできず、当該注文は失効しま
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

■オプショ
ンの概要

売却価格の決定方
法

【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売
却価格はおのおの、「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を考
慮して算出します。また、売却価格の更新につい
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。理論的には、権利行使条件が同一となってい
るコールオプションとプットオプションの売却価
格の和はペイアウト額と等しくなりますが、実際
の売却価格の算出にあたっては、理論売却価格と
は異なる値となります。
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を発注されたとしても、価格が生成されていないオプションについては
売却が執行されません。

【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

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 580 円 + レンジアウトオプション価格
380 円

■ 注文・
ペイアウト
の種類

売却

購入したオプションの売却。1 度に購入
したオプションの数量の一部のみを売却
することはできず、成行注文のみとなり
ます。
また、1 回の購入単位を最小の単位とし
て、以下の方法での一括売却も可能で
す。
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
下記のような場合等は一括売却を選択さ
れたとしても、全部もしくは一部注文の
執行がなされないことがあります。
a. 一括売却注文は、購入がなされた順
番（先入先出）に売却を執行しま
す。そのため、後の順で執行される
注文が売買可能時間を超えてしまう
と、売却の執行が間に合わないこと
があります。
b. 為替市場の急激な変動等の要因によ
り、オプション価格の生成がなされ
ていない場合、注文の執行ができま
せん。この場合、一括売却注文を発
注されたとしても、価格が生成され
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売却

購入したオプションの売却。1 度に購入
したオプションの数量の一部のみを売却
することはできず、成行注文のみとなり
ます。
また、1 回の購入単位を最小の単位とし
て、以下の方法での一括売却も可能で
す。
⑤ 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
⑥ 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
⑦ 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
⑧ 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
下記のような場合等は一括売却を選択さ
れたとしても、全部もしくは一部注文の
執行がなされないことがあります。
a. 一括売却注文は、購入がなされた順
番（先入先出）に売却を執行しま
す。そのため、後の順で執行される
注文が売買可能時間を超えてしまう
と、売却の執行が間に合わないこと
があります。
b. 為替市場の急激な変動等の要因によ
り、オプション価格の生成がなされ
ていない場合、注文の執行ができま
せん。この場合、一括売却注文を発
注されたとしても、価格が生成され

ていないオプションについては売却
が執行されません。
c. 取引期間中のオプションは、売却価
格が 0 円の場合、売却することがで
きません。当該売却価格は、お客さ
まの発注時の画面表示価格を基準と
したものではなく、注文を当社のサ
ーバーで受け付けた時点における最
新の価格になります。そのため、お
客さまの注文を当社のサーバーで受
け付けた時点において最新の価格が
0 円の場合、売却することはでき
ず、当該注文は失効します。
一括売却注文を行っても執行されなかっ
た注文がある場合、画面上に不執行の旨
が表示されます。不執行となったオプシ
ョンは残高が残っているため、残高の表
示をご確認ください。
（スマートフォン経由での発注の場合
は、一括売却は選択できません。）
コールとプットの売却合計額は 1,000 円
が上限となります。
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ていないオプションについては売却
が執行されません。
一括売却注文を行っても執行されなかっ
た注文がある場合、画面上に不執行の旨
が表示されます。不執行となったオプシ
ョンは残高が残っているため、残高の表
示をご確認ください。
（スマートフォン経由での発注の場合
は、一括売却は選択できません。）

