【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

新

旧

7. 取扱い通貨ペア

7. 取扱い通貨ペア

（省略）

（省略）

USD/JPY（米ドル/

EUR/JPY（ユーロ/

EUR/USD（ユーロ/米

USD/JPY（米ドル/

EUR/JPY（ユーロ/
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CHF/JPY（スイスフラ

CAD/JPY（カナダド

GBP/USD（英ポンド/
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ン/円）

ル/円）
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GBP/AUD（英ポンド/

ZAR/JPY（南アフリ

TRY/JPY（トルコリ

ZAR/JPY（南アフリカ

AUD/USD（豪ドル/米

NZD/USD（ニュージ

豪ドル）

カランド/円）

ラ/円）

ランド/円）

ドル）

ーランドドル/米ド

MXN/JPY（メキシコペ

AUD/USD（豪ドル/米

NZD/USD（ニュージ

ソ/円）

ドル）

ーランドドル/米ド

CNH/JPY（人民元/

HKD/JPY（香港ドル/

EUR/GBP（ユーロ/英

ル）

円）

円）

ポンド）

7. 取扱い
通貨ペア

ル）

CNH/JPY（人民元/

HKD/JPY（香港ドル/

EUR/GBP（ユーロ/英

EUR/AUD（ユーロ/豪

USD/CHF（米ドル/ス

EUR/CHF（ユーロ/ス

円）

円）

ポンド）

ドル）

イスフラン）

イスフラン）

EUR/AUD（ユーロ/豪

USD/CHF（米ドル/ス

EUR/CHF（ユーロ/ス

GBP/CHF（英ポンド/

AUD/CHF（豪ドル/ス

CAD/CHF（カナダド

ドル）

イスフラン）

イスフラン）

スイスフラン）

イスフラン）

ル/スイスフラン）

GBP/CHF（英ポンド/

AUD/CHF（豪ドル/ス

CAD/CHF（カナダド

USD/HKD（米ドル/香

スイスフラン）

イスフラン）

ル/スイスフラン）

港ドル）

USD/HKD（米ドル/香
（省略）

港ドル）
（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
8. 取引単
位

8. 取引単位

8. 取引単位

各取引通貨の最低取引単位は次のようになります。

各取引通貨の最低取引単位は次のようになります。

USD（米ドル）※

1,000 米ドル

USD（米ドル）※

1,000 米ドル

EUR（ユーロ）

1,000 ユーロ

EUR（ユーロ）

1,000 ユーロ

AUD（豪ドル）

1,000 豪ドル

AUD（豪ドル）

1,000 豪ドル

NZD（ニュージーランドドル）

1,000 ニュージーランドドル

NZD（ニュージーランドドル）

1,000 ニュージーランドドル

GBP（英ポンド）

1,000 英ポンド

GBP（英ポンド）

1,000 英ポンド

CHF（スイスフラン）

1,000 スイスフラン

CHF（スイスフラン）

1,000 スイスフラン

CAD（カナダドル）

1,000 カナダドル

CAD（カナダドル）

1,000 カナダドル

ZAR（南アフリカランド）

10,000 南アフリカランド

ZAR（南アフリカランド）

10,000 南アフリカランド

TRY（トルコリラ）

10,000 トルコリラ

CNH（人民元）

10,000 人民元

MXN（メキシコペソ）

10,000 メキシコペソ

HKD（香港ドル）

10,000 香港ドル

CNH（人民元）

10,000 人民元

HKD（香港ドル）

10,000 香港ドル

※USD/HKD（米ドル/香港ドル）の最低取引単位は、10,000 通貨単位とな
りますのでご注意ください。

※USD/HKD（米ドル/香港ドル）の最低取引単位は、10,000 通貨単位とな
りますのでご注意ください。
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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

10. 取引レート

10. 取引レート

1 通貨単位の取引価格を、次のとおり画面上に掲示いたします。

1 通貨単位の取引価格を、次のとおり画面上に掲示いたします。

表示通貨
円価格

10. 取引レ
ート

通貨ペア

表示通貨

米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/

米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/

円、ニュージーランドドル/円、

円、ニュージーランドドル/円、

英ポンド/円、スイスフラン/円、

英ポンド/円、スイスフラン/円、

カナダドル/円、南アフリカラン

カナダドル/円、南アフリカラン

ド/円、トルコリラ/円、メキシコ

ド/円、人民元/円、香港ドル/円

ペソ/円、人民元/円、香港ドル/

米ドル価格

円価格

通貨ペア

米ドル価格

ユーロ/米ドル、英ポンド/米ド

円

ル、豪ドル/米ドル、ニュージー

ユーロ/米ドル、英ポンド/米ド

ランドドル/米ドル

ル、豪ドル/米ドル、ニュージー

英ポンド価格

ユーロ/英ポンド

ランドドル/米ドル

豪ドル価格

ユーロ/豪ドル

英ポンド価格

ユーロ/英ポンド

スイスフラン価格

米ドル/スイスフラン、ユーロ/ス

豪ドル価格

英ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドル

イスフラン、英ポンド/スイスフ

スイスフラン価格

米ドル/スイスフラン、ユーロ/ス

ラン、豪ドル/スイスフラン、カ

イスフラン、英ポンド/スイスフ

ナダドル/スイスフラン

ラン、豪ドル/スイスフラン、カ

香港ドル価格

ナダドル/スイスフラン
香港ドル価格

米ドル/香港ドル

（省略）

（省略）
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米ドル/香港ドル

店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて

（省略）

（省略）
新規リアルタイム注文が約定した後に、決済トレール注文を発注
する注文です。
決済トレール注文が約定した後に、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。

12. 注文の
種類

■リピートトレール注文の取り扱い終了について
当社では 2020 年 3 月頃にリピートトレール注文の取り扱いを終
了させていただきます。

リピ
ート
トレ
ール
注文

（削除）

4

※iPhone Cymo、Android Cymo については、2019 年 12 月 21 日に
リリース予定のアップデートにてリピートトレール注文を廃止
することが決定しております。
2019 年 12 月 21 日にリリース予定のアップデートを行った場
合は、iPhone Cymo、Android Cymo でのリピートトレール注文
の新規発注はできなくなります。
※また 2020 年 1 月頃に iPhone Cymo、Android Cymo の強制アッ
プデートを予定しております。
強制アップデート以降は、iPhone Cymo、Android Cymo でのリ
ピートトレール注文の新規発注はできなくなります。
※パソコン用のブラウザ版取引画面については、2020 年 3 月頃
のリピートトレール注文の取り扱い終了まで、リピートトレー
ル注文の新規発注は可能です。
※詳細な日程が決定次第、速やかに当社ホームページでお知らせ
いたします。

スマー
ブラウ
ト
ザ版取 フォン
引
版
画面 取引画
面

（削除）

○

Cymo
Desktop iPhone
NEXT
Cymo
Cymo

iPad Android Tablet
Cymo
Cymo
Cymo

○

○

（省略）

（省略）

店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて

（省略）

（省略）

※リアルタイム注文、ワンタッチ注文、ドテン取引の新規注文時、成行

※リアルタイム注文、ワンタッチ注文、ドテン取引の新規注文時、成行

決済、全決済注文（通貨毎全決済、ワンタッチ全決済注文含む）時にお

決済、全決済注文（通貨毎全決済、ワンタッチ全決済注文含む）、リピ

12. 注文の
種類

いては、カバー取引先からのレート配信が停止されている場合等によ

ートトレール注文新規注文時においては、カバー取引先からのレート配

り、該当する通貨ペアにおける注文が約定されないことがございますの

信が停止されている場合等により、該当する通貨ペアにおける注文が約

で、ご注意ください。

定されないことがございますので、ご注意ください。

（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

※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）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。

玉）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、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイス

なお、人民元/円、香港ドル/円、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、米

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/

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

スイスフラン、米ドル/香港ドルにおきましては、売ポジション（売建

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

5

玉）と買ポジション（買建玉）の差が 100 万通貨を超える場合の決済注

ましては、売ポジション（売建玉）と買ポジション（買建玉）の差が 100

文は受け付けられません。

万通貨を超える場合の決済注文は受け付けられません。

上記条件に該当する通貨ペアを含む、複数ペアでポジション（建玉）

上記条件に該当する通貨ペアを含む、複数ペアでポジション（建玉）

を保有している場合の全決済注文においては、当該通貨ペアを除き、そ

を保有している場合の全決済注文においては、当該通貨ペアを除き、そ

の他の通貨ペアが約定されます。

の他の通貨ペアが約定されます。

また、決済注文が成立しなかった場合でも、未約定の指値（逆指値）

また、決済注文が成立しなかった場合でも、未約定の指値（逆指値）

決済注文が取り消されることがございますので、ご注意ください。

決済注文が取り消されることがございますので、ご注意ください。

（省略）

（省略）

※南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/

※南アフリカランド/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/香港ドルで

円、香港ドル/円、米ドル/香港ドルで新規注文を行う場合、新規注文

新規注文を行う場合、新規注文後即ロスカットとなることを避けるた

後即ロスカットとなることを避けるため、新規注文が受け付けられな

め、新規注文が受け付けられない場合があります。

い場合があります。
（省略）
（省略）
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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）

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）

お客さまが一度に保有することのできるポジション（建玉）の総数の上

お客さまが一度に保有することのできるポジション（建玉）の総数の上

限は、レバレッジコースにかかわらず、当社が別途認めた場合を除き、

限は、レバレッジコースにかかわらず、当社が別途認めた場合を除き、

4,000 万通貨までとします。

4,000 万通貨までとします。

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）

また、お客さまの 1 回の注文数量（新規および決済を含みます。）の

また、お客さまの 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、当社が別途認めた場合を除

上限は、レバレッジコースにかかわらず、当社が別途認めた場合を除

き、通貨ペアごとで 200 万通貨までとします。

き、通貨ペアごとで 200 万通貨までとします。

※人民元/円、香港ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラ

※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/

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

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

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

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、

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、

通貨ペアごとで 100 万通貨までとします。

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。
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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

24. 証拠金等に関する用語
（省略）

24. 証拠金
等に関する
用語
評価損益金

24. 証拠金等に関する用語

（省略）

（省略）

（省略）

未決済ポジション（建玉）を現在のレートで評価

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

した際の損益合計金額。ユーロ/米ドル、英ポン

ド/米ドル、英ポンド/豪ドル、豪ドル/米ドル、

ド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドド

ニュージーランドドル/米ドル、ユーロ/英ポン

ル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、

ド、ユーロ/豪ドル、米ドル/スイスフラン、ユー

評価損益金

米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英

ロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ド

ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、カ

ル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、米

ナダドル/スイスフラン、米ドル/香港ドルの損益

ドル/香港ドルの損益については現 在 の レ ー ト

については現 在 の レ ー ト で 円換算したもの。

で 円換算したもの。
（省略）

維持証拠金額

（省略）

（省略）

※1. 個人のお客さまは、適用されているレバ
レッジコースにかかわらず、一律で 4％が
適用されます。
法人のお客さまは、お客さまが選択されて
いるレバレッジコースによる係数（1÷レ
バレッジコース）、または一般社団法人金
融先物取引業協会が公表する為替リスク想
定比率のいずれか高い方の値が適用されま
す。
なお、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、
人民元/円の場合は、上記 2 つの係数また
は 4％のいずれか高い方の値が適用されま
す。

8

維持証拠金額

（省略）
※1. 個人のお客さまは、適用されているレバ
レッジコースにかかわらず、一律で 4％が
適用されます。
法人のお客さまは、お客さまが選択されて
いるレバレッジコースによる係数（1÷レ
バレッジコース）、または一般社団法人金
融先物取引業協会が公表する為替リスク想
定比率のいずれか高い方の値が適用されま
す。
なお、人民元/円の場合は、上記 2 つの係
数または 4％のいずれか高い方の値が適用
されます。

（省略）

（省略）

※南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキ
シコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円、米
ドル/香港ドルの場合は、[ ]内の単位およ
び取引数量は、10 万通貨単位となります。

※南アフリカランド/円、人民元/円、香港ドル
/円、米ドル/香港ドルの場合は、[ ]内の単
位および取引数量は、10 万通貨単位となり
ます。

（省略）
（省略）

店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて

（省略）
（省略）

（省略）

25. 値洗いとレバレッジ

25. 値洗いとレバレッジ

外貨 ex ではニューヨーククローズごとに値洗いを行い、下表のとおり評

外貨 ex ではニューヨーククローズごとに値洗いを行い、下表のとおり評

価レートを決定します。

価レートを決定します。

通貨ペア
25. 値洗い
とレバレッ
ジ

（省略）

評価レート

通貨ペア

米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、

米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、

ニュージーランドドル/円、英ポンド

ニュージーランドドル/円、英ポンド

/円、スイスフラン/円、カナダドル/
円、南アフリカランド/円、トルコリ

/円、スイスフラン/円、カナダドル/
左記のレート

評価レート

左記のレート

円、南アフリカランド/円、人民元/

ラ/円、メキシコペソ/円、人民元/

円、香港ドル/円

円、香港ドル/円

（省略）

（省略）

ユーロ/豪ドル

左記のレート×豪ドル/円レー

（省略）
英ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドル

（省略）
左記のレート×豪ドル/円レー
ト

ト
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（省略）

（省略）
（省略）

（省略）

※評価レートは、いずれもニューヨーククローズの MID レートとなりま

※評価レートは、いずれもニューヨーククローズの MID レートとなりま

す。

す。

上記で決定した評価レートによって、取引に必要な 1 万通貨あたり

上記で決定した評価レートによって、取引に必要な 1 万通貨あたり

（南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/

（南アフリカランド/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/香港ドルの

円、香港ドル/円、米ドル/香港ドルの場合 10 万通貨あたり）の取引証拠

場合 10 万通貨あたり）の取引証拠金額を算出しますが、その取引証拠金

金額を算出しますが、その取引証拠金額はレバレッジコースごと、通貨

額はレバレッジコースごと、通貨ペアごとに異なりますので、算出方法

ペアごとに異なりますので、算出方法については下の表をご参照くださ

については下の表をご参照ください。

い。
（省略）
（省略）
※人民元/円は、レバレッジコース 50 倍、100 倍におきましても 25 倍コ
※トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円は、レバレッジコース

ースの取引証拠金が適用されます。

50 倍、100 倍におきましても 25 倍コースの取引証拠金が適用されます。
（省略）
（省略）
算定された取引証拠金は 1,000 円未満を切り上げて、1,000 円単位で設
算定された取引証拠金は 1,000 円未満を切り上げて、1,000 円単位で

定します。なお、1,000 通貨単位（南アフリカランド/円、人民元/円、香

設定します。なお、1,000 通貨単位（南アフリカランド/円、トルコリラ

港ドル/円、米ドル/香港ドルの場合は 1 万通貨単位）のお取引の場合、1

/円、メキシコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/香港ドルの場

万通貨単位（南アフリカランド/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/

10

合は 1 万通貨単位）のお取引の場合、1 万通貨単位（南アフリカランド/

香港ドルの場合は 10 万通貨単位）の取引証拠金の 10 分の 1 となりま

円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円、香港ドル/円、米ド

す。

ル/香港ドルの場合は 10 万通貨単位）の取引証拠金の 10 分の 1 となりま
す。

（省略）

（省略）

店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて

27. 外貨による証拠金の取扱について

27. 外貨による証拠金の取扱について

外貨による取引証拠金の差し入れもお受けいたします。ただし、常時当

外貨による取引証拠金の差し入れもお受けいたします。ただし、常時当

社が提示する実勢レートに基づき、円貨に換算されますのでご注意くだ

社が提示する実勢レートに基づき、円貨に換算されますのでご注意くだ

さい。この時、外国為替相場の変動に伴う決済損の発生等により円勘定

さい。この時、外国為替相場の変動に伴う決済損の発生等により円勘定

27. 外貨に
よる証拠金
の取扱につ
いて

に不足が生じた場合は不足額の円貨の差し入れを行っていただくか、不

に不足が生じた場合は不足額の円貨の差し入れを行っていただくか、不

足額相当額の外貨預託証拠金の円転等、当社が定める必要な措置を行っ

足額相当額の外貨預託証拠金の円転等、当社が定める必要な措置を行っ

てください。

てください。

※南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、人民元については、

※南アフリカランド、人民元については、取引証拠金の差し入れを受け

取引証拠金の差し入れを受け付けておりませんのでご了承ください。
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付けておりませんのでご了承ください。

店頭外国為
替証拠金取
引の概要と
仕組みにつ
いて

28.対米ド
ル通貨、対
英ポンド通
貨、対豪ド
ル通貨、対
スイスフラ
ン通貨、対
香港ドル通
貨の取引に
ついて

28.対米ドル通貨、対英ポンド通貨、対豪ドル通貨、対スイスフラン通

28.対米ドル通貨、対英ポンド通貨、対豪ドル通貨、対スイスフラン通

貨、対香港ドル通貨の取引について

貨、対香港ドル通貨の取引について

（省略）

（省略）

なお、対英ポンド通貨（ユーロ/英ポンド）の売買損益については決済

なお、対英ポンド通貨（ユーロ/英ポンド）の売買損益については決済

時の英ポンド/円の実勢レート、対豪ドル通貨（英ポンド/豪ドル、ユー

時の英ポンド/円の実勢レート、対豪ドル通貨（ユーロ/豪ドル）の売買

ロ/豪ドル）の売買損益については決済時の豪ドル/円の実勢レート、対

損益については決済時の豪ドル/円の実勢レート、対スイスフラン通貨

スイスフラン通貨（米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポ

（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）

ン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン）の売買損益につ

の売買損益については決済時のスイスフラン/円の実勢レート、対香港ド

いては決済時のスイスフラン/円の実勢レート、対香港ドル通貨（米ドル

ル通貨（米ドル/香港ドル）の売買損益については決済時の香港ドル/円

/香港ドル）の売買損益については決済時の香港ドル/円の実勢レートを

の実勢レートを基に円換算の上、外貨 ex 円勘定口座に反映いたします。

基に円換算の上、外貨 ex 円勘定口座に反映いたします。

（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
30．追証ル
ール

30．追証ルール

30．追証ルール

（省略）

（省略）

※1. 個人のお客さまは、適用されているレバレッジコースにかかわ

※1. 個人のお客さまは、適用されているレバレッジコースにかかわら

らず、一律で 4％が適用されます。

ず、一律で 4％が適用されます。

法人のお客さまは、お客さまが選択されているレバレッジコース

法人のお客さまは、お客さまが選択されているレバレッジコース

による係数（1÷レバレッジコース）、または一般社団法人金融

による係数（1÷レバレッジコース）、または一般社団法人金融先

先物取引業協会が公表する為替リスク想定比率のいずれか高い方

物取引業協会が公表する為替リスク想定比率のいずれか高い方の

の値が適用されます。

値が適用されます。また

なお、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円の場合は、

なお、人民元/円の場合は、上記 2 つの係数または 4％のいずれか

上記 2 つの係数または 4％のいずれか高い方の値が適用されま

高い方の値が適用されます。

す。
（省略）
（省略）
※南アフリカランド/円、人民元/円、香港ドル/円、米ドル/香港ドル
※南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/
円、香港ドル/円、米ドル/香港ドルの場合は、[ ]内の単位および

の場合は、[ ]内の単位および取引数量は、10 万通貨単位となりま
す。

取引数量は、10 万通貨単位となります。
（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

33. 現受・現渡注文について

（省略）

（省略）

33. 現受・
現渡注文に
ついて

※南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、人民元については現

※南アフリカランド、人民元については現受・現渡注文を受け付けてお

受・現渡注文を受け付けておりませんので、ご了承ください。

りませんので、ご了承ください。

※日本円を含まない通貨ペアの現受・現渡注文は受け付けておりません

※日本円を含まない通貨ペアの現受・現渡注文は受け付けておりません

ので、ご了承ください。

ので、ご了承ください。

（省略）

（省略）
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