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「シストレ２４MirrorTrader取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

（平成 25年９月 30日） 

現 行 変 更 後 

（前 文）   （省 略） 

（枠 内） 

Ⅰ   （省 略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ～Ⅶ   （省 略） 

 

Ⅷ シストレ２４は、法第37条の６に規定される書面

による解除（クーリングオフ）はできません。 

 

 

 

Ⅸ   （省 略） 

 

１.   （省 略） 

 

２．シストレ２４のルールおよび仕組みについて 

(1)   （省 略） 

(2) 取引時間 

（省 略） 

 取引時間 

通常期間（下記以外の期

間） 

日本時間月曜日午前７

時～土曜日午前６時50

分 

米国サマータイム期間 

（３月第二日曜日から

11月第一日曜日） 

日本時間月曜日午前６

時～土曜日午前５時50

分 

※   （省 略） 

(3)    （省 略） 

(4) 取引の方法 

①取引通貨の種類および最小変動幅 

（前 文）   （現行どおり） 

（枠 内） 

Ⅰ   （現行通り） 

 

Ⅱ シストレ２４を行うためには、別途、当社との間

で、投資顧問契約を締結していただく必要があり

ます。当社は、お客様との間で締結した投資顧問

契約に基づき、投資助言報酬として、取引数量

1,000通貨（１ｋ）毎に10円（税込）をお客様にご

負担いただきます。この投資助言報酬はスプレッ

ドに含まれており、自動売買、手動売買の区別な

くお客様にご負担いただきます。 

 

Ⅲ～Ⅷ   （現行どおり） 

 

Ⅸ シストレ２４は、法第37条の６に規定される書面

による解除（クーリングオフ）ができます。詳し

くは「投資助言に係る契約締結前の書面」をご確

認ください。 

 

Ⅹ   （現行どおり） 

 

１.   （現行どおり） 

 

２．シストレ２４のルールおよび仕組みについて 

(1)   （現行どおり）） 

(2) 取引時間 

（現行どおり） 

 取引時間 

通常期間（下記以外の期

間） 

日本時間月曜日午前７

時10分～土曜日午前６

時50分 

米国サマータイム期間 

（３月第二日曜日から

11月第一日曜日） 

日本時間月曜日午前６

時10分～土曜日午前５

時50分 

※   （現行どおり） 

(3)    （現行どおり） 

(4) 取引の方法 

①取引通貨の種類および最小変動幅 
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現 行 変 更 後 

（省 略） 

※～※   （省 略） 

（新 設） 

 

 

②～③   （省 略） 

④手数料等 

(a) 取引手数料 

  取引手数料は、新規注文・決済注文ともに

無料です。 

 

(b)～(c)  （省 略） 

       （新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤～⑨   （省 略） 

(5)   （省 略） 

 

３.   （省 略） 

 

４．シストレ２４に関する重要事項 

(1)～(7)   （省 略） 

(8)   （省 略） 

①～②   （省 略） 

③ストラテジーの１日あたりの取引上限は、往復

で60回に設定されています。 

(9)～(13)   （省 略） 

 

５.～６.   （省 略） 

 

７．シストレ２４に関する用語解説 

(1)～(14)   （省 略） 

         （新 設） 

 

 

 

（現行どおり） 

※～※   （現行どおり） 

※流動性の諸事情および当該国の規制等によ

り、取扱う通貨ペアの全部または一部を廃止

する場合があります。 

②～③   （現行どおり） 

④手数料等 

(a) 取引手数料 

  取引手数料は、新規注文・決済注文ともに

無料です。ただし、後記(c)および(d)をご

参照ください。 

(b)～(c)  （現行どおり） 

(d) 投資顧問契約による報酬 

当社は、投資顧問契約に基づき、シストレ２

４における投資助言報酬として、取引数量

1,000通貨（１ｋ）毎に10円（税込）をお客

様からいただきます。この投資助言報酬はス

プレッドに内包されているため、費用として

本口座から差引かれることはありません。ま

た、自動売買、手動売買の区別なくいただき

ます。 

⑤～⑨   （現行どおり） 

(5)   （現行どおり） 

 

３.   （現行どおり） 

 

４．シストレ２４に関する重要事項 

(1)～(7)   （現行どおり） 

(8)   （現行どおり） 

①～②   （現行どおり） 

（削 除） 

 

(9)～(13)   （現行どおり） 

 

５.～６.   （現行どおり） 

 

７．シストレ２４に関する用語解説 

(1)～(14)   （省 略） 

(15)一般社団法人日本投資顧問業協会 

金融商品取引業者の行う投資運用業および投資

助言・代理業の公正かつ円滑な運営を確保するこ

とにより投資者保護を図るとともに、投資運用業
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現 行 変 更 後 

 

 

 

(15)～(24)   （省 略） 

 

８．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情

受付・苦情処理・紛争解決 

(1) 当社の概要 

①～⑥   （省 略） 

⑦業務の種類：（省 略） 

（新 設） 

⑧沿 革： 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨   （省 略） 

⑩加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会、

日本証券業協会 

 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 

①店頭外国為替証拠金取引 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠

金取引「FX24」および「シストレ２４」につい

て、オンライン取引を提供させていただいてお

ります 

 

②   （省 略） 

③CFD（店頭デリバティブ）取引 

当社とお客様とが相対で行う CFD（店頭デリバ

および投資助言・代理業の健全な発展に資するこ

とを目的とした自主規制団体です。金融庁長官に

より監督されています。 

(16)～(25)   （現行どおり） 

 

８．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情

受付・苦情処理・紛争解決 

(1) 当社の概要 

①～⑥   （現行どおり） 

  ⑦業務の種類：（現行どおり） 

投資助言業 

⑧沿 革： 

平成24年11月 スター為替証券株式会社の店頭

為替証拠金取引事業を吸収分割

により承継 

平成24年12月 スター為替証券株式会社の取引

所為替証拠金取引事業、取引所株

価指数証拠金取引事業を吸収分

割により承継 

三田証券株式会社の取引所為替

証拠金取引事業を吸収分割によ

り承継 

平成25年07月 東京証券取引所と大阪証券取引

所の市場統合により、東京証券取

引所「JASDAQ（スタンダード）」

へ上場変更 

平成25年08月 投資助言・代理業の登録 

⑨   （現行どおり） 

⑩加入協会：一般社団法人金融先物取引業協

会、日本証券業協会、一般社団法

人日本投資顧問業協会 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 

①店頭外国為替証拠金取引 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠

金取引「FX24」および「シストレ２４」につい

て、オンライン取引を提供させていただいてお

ります。なお、「シストレ２４」については、投

資助言業に該当します。 

②   （現行どおり） 

        （削 除） 
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現 行 変 更 後 

ティブ）取引「インヴァスト CFD」について、

オンライン取引を提供させていただいておりま

す。 

  ④      （省 略） 

 

（以下省略） 

 

平成 25年８月 26日 

 

 

 

  ③     （現行どおり） 

 

（以後現行どおり） 

 

平成 25年９月 30日 

 


