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「FX24 インターネット取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

（平成 23年 12月 12日） 

現 行 変 更 後 

１．   （省 略） 

 

２．本取引のルールおよび仕組みについて 

(1)～(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 

当社が取扱う本取引の通貨ペアは、下記の 10

通貨ペアとなります。 

（新 設） 

 

※外貨建て通貨ペアの最小変動幅は 0.00001

米ドルとなっており、1万通貨単位の取引の

場合、0.00001米ドルの変動に対して 0.1米

ドルの差損益金が発生します。 

 

 

 

②取引コース 

（省 略） 

(a)～(g)    （省 略） 

※高レバレッジコースのレバレッジは、150倍

です。 

③基準価格および証拠金額 

(a) 本取引の建玉を建てるために最低必要な

証拠金額（以下「必要証拠金額」といいま

す）は、各通貨ペアの毎営業日のクローズ

レートを基に翌営業日の必要証拠金額を

算出し、その価格に応じた必要証拠金額が

適用されます。外貨建て通貨ペアの場合

は、下記の通りそれぞれに対応する対円通

貨を乗じた価格を基準価格として適用い

たします。既存の建玉に適用されている必

要証拠金額についても、同様に変更されま

す。 

・ユーロ／米ドル＝ユーロ／円価格 

・ポンド／米ドル＝ポンド／円価格 

（新 設） 

（新 設） 

(b)～(e)    （省 略） 

１．   （現行どおり） 

 

２．本取引のルールおよび仕組みについて 

(1)～(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 

当社が取扱う本取引の通貨ペアは、下記の 12

通貨ペアとなります。 

豪ドル／米ドル 

AUD/USD 

米ドル／スイスフラン 

USD/CHF 

※外貨建て通貨ペアの最小変動幅は 0.00001

米ドル（0.00001 スイスフラン）となってお

り、1万通貨単位の取引の場合、0.00001 米

ドル（0.00001スイスフラン）の変動に対し

て 0.1米ドル(0.1スイスフラン)の差損益金

が発生します。 

＜カッコ内は米ドル/スイスフランの場合＞ 

②取引コース 

（現行どおり） 

(a)～(g)    （現行どおり） 

※高レバレッジコースのレバレッジは、最大約

150倍です。 

③基準価格および証拠金額 

(a) 本取引の建玉を建てるために最低必要な

証拠金額（以下「必要証拠金額」といいま

す）は、各通貨ペアの毎営業日の終値（Bid）

を基に翌営業日の必要証拠金額を算出し、

その価格に応じた必要証拠金額が適用さ

れます。外貨建て通貨ペアの場合は、下記

の通りそれぞれに対応する対円通貨を乗

じた価格を基準価格として適用いたしま

す。既存の建玉に適用されている必要証拠

金額についても、同様に変更されます。 

 

・ユーロ／米ドル＝ユーロ／円価格 

・ポンド／米ドル＝ポンド／円価格 

・豪ドル／米ドル＝豪ドル／円価格 

・米ドル／スイスフラン＝米ドル／円価格 

(b)～(e)    （現行どおり） 
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現 行 変 更 後 

④～⑦   （省 略） 

⑧ロスカットルール 

(a)    （省 略） 

(b) ロスカットルール 

（省 略） 

注：有効比率①または有効比率②が 150％

以下であったため約 1分毎の確認とな

った場合において、その後有効比率①

または有効比率②が回復し、有効比率

①または有効比率②が 150％超 200％

以下もしくは 200％超となったとき

は、それぞれ約 5分毎、約 10分毎の確

認間隔となります。 

 

（省 略） 

⑨   （省 略） 

(5) 公租公課 

◇個人のお客様 

本取引に係る利益は、雑所得または事業所得と

して総合課税されます。 

 

 

 

 

 

 

 

◇法人のお客様 

（省 略） 

 

３．取引の注文 

(1)～(3)    （省 略） 

(4) 注文の種類 

◇建玉指定決済注文 

発注したい複数の建玉に対し、数量のみを指定

して同時に決済注文を発注する注文です。 

◇FIFO注文 

決済の際、建玉を指定することなく、自動的に

建玉月日の古い順に決済する注文方法です。ブ

ラウザ版にて FIFO 注文を設定することによ

り、リッチクライアントシステムおよびモバイ

ルアプリにてご利用可能です。 

④～⑦   （現行どおり） 

⑧ロスカットルール 

(a)    （現行どおり） 

(b) ロスカットルール 

（現行どおり） 

注：有効比率①または有効比率②が 150％

超 200％以下であったため約 5 分毎の

確認または 150％以下であったため約 

1 分毎の確認となった場合において、

その後有効比率①または有効比率②が

回復し、有効比率①または有効比率②

が 200％超もしくは 150％超 200％以下

となったときは、それぞれ約 10分毎、

約 5分毎の確認間隔となります。 

（現行どおり） 

⑨   （現行どおり） 

(5) 公租公課 

◇個人のお客様 

本取引に係る利益は、雑所得または事業所得と

して総合課税されます。平成 24年 1月 1日以

降は、雑所得として申告分離課税の対象とな

り、確定申告する必要があります。税率は、所

得税 15％、地方税 5％となります。また、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、損益を通算して損失となる場合

は、一定の要件の下で、翌年以降 3年間、繰越

すことができます。 

◇法人のお客様 

（現行どおり） 

 

３．取引の注文 

(1)～(3)    （現行どおり） 

(4) 注文の種類 

◇建玉指定決済注文 

保有している建玉から、個別に建玉を指定して

決済注文を発注する注文です。 

◇FIFO注文 

決済の際、建玉を指定することなく、自動的に

建玉月日の古い順に決済する注文方法です。ブ

ラウザ版およびスマートフォン版にて FIFO注

文を設定することにより、リッチクライアント

システム、モバイルアプリ、iPhone アプリお
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現 行 変 更 後 

 

◇クイック注文 

FIFO 注文と両建てのいずれかを選択したうえ

でストリーミング注文を行う注文方法です。

FIFO 注文を選択した場合は、決済の際、建玉

を指定することなく、自動的に建玉月日の古い

順に決済されます。また両建てを選択した場合

は、新規のストリーミング注文と同様の注文方

法となります。さらに、あらかじめ決済注文を

新規注文と同時に発注することができます。そ

の場合、新規ストリーミング注文と同時に、そ

の新規建玉に対する決済指値注文、決済逆指値

注文または OCO 注文の形で決済注文を発注す

ることが可能です。ブラウザ版にてクイック注

文を設定することにより、リッチクライアント

システムにてご利用可能です。 

※1回あたりの発注上限数量は、各通貨ペア 500

万通貨単位です。 

 

 

 

 

(5)～(6)    （省 略） 

 

４．～６．   （省 略） 

 

７．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)    （省 略） 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法

の概要 

【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」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。 

 

（以下省略） 

 

平成 23年 8月 15日 

 

 

よび Andoroidアプリにてご利用可能です。 

◇クイック注文 

FIFO 注文と両建てのいずれかを選択したうえ

でストリーミング注文を行う注文方法です。

FIFO 注文を選択した場合は、決済の際、建玉

を指定することなく、自動的に建玉月日の古い

順に決済されます。また両建てを選択した場合

は、新規のストリーミング注文と同様の注文方

法となります。ブラウザ版およびスマートフォ

ン版にてクイック注文を設定することにより、

リッチクライアントシステムおよび iPhoneア

プリおよび Andoroid アプリにてご利用可能で

す。さらに、リッチクライアントシステムにお

いては、あらかじめ決済注文を新規注文と同時

に発注することができます。その場合、新規ス

トリーミング注文と同時に、その新規建玉に対

する決済指値注文、決済逆指値注文または OCO

注文の形で決済注文を発注することが可能で

す。 

※1回あたりの発注上限数量は、原則として、各

通貨ペア個人のお客様 500万通貨単位、法人の

お客様 300万通貨単位です。 

(5)～(6)    （現行どおり） 

 

４．～６．   （現行どおり） 

 

７．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)    （現行どおり） 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法

の概要 

【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。 

（以下現行どおり） 

 

平成 23年 12月 12日 

 

 

 


