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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 24 年 2 月 27 日） 
現 行 変 更 後 

（枠内） 

Ⅰ～Ⅳ   （省 略） 

Ⅴ   （省 略） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

（省 略）   

（新 設） 

 

  

Ⅵ～Ⅷ   （省 略） 

（新 設） 

 

 

 

１．シストレ２４の概要 

シストレ２４は、事前に取引金額の一部を証拠金

として当社に預けることにより、実際の資金よりも

大きな取引が可能となる取引です。取引方法は、売

買約定代金の受渡しを行わず、買付けた通貨を転売

し、もしくは、売付けた通貨を買戻して決済する差

金決済方式で、パソコンにて自動売買取引および手

動売買取引を行うことができます。また、通貨ペア

を保有している期間に応じて、当該通貨間の金利差

に基づきスワップポイントが発生し、日々、お客様

のシストレ２４に係る取引口座（以下「本口座」と

いいます）に反映されます。 

 

 

 

 

２．シストレ２４のルールおよび仕組みについて 

(1)～(3)    （省 略） 

(4) 取引の方法 

①～⑤   （省 略） 

⑥決済の方法 

（省 略） 

なお、スワップポイントはすべて円で表示

され、注文建玉タブ画面や帳票/入出金検

索画面で確認できます（コンバージョンレ

ートは表示されません）。 

⑦～⑨   （省 略） 

（枠内） 

Ⅰ～Ⅳ   （現行通り） 

Ⅴ   （現行通り） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

（現行通り）   

ドイツ銀行 銀行業 ドイツ連邦金

融監督局 

Ⅵ～Ⅷ   （現行通り） 

Ⅸ シストレ２４に関するその他の重要事項につい

ては、「４．シストレ２４に関する重要事項」を

ご参照ください。 

 

１．シストレ２４の概要 

シストレ２４は、事前に取引金額の一部を証拠金

として当社に預けることにより、実際の資金よりも

大きな取引が可能となる取引です。取引方法は、売

買約定代金の受渡しを行わず、買付けた通貨を転売

し、もしくは、売付けた通貨を買戻して決済する差

金決済方式で、パソコンにて自動売買（お客様がス

トラテジー（売買手法をプログラム化したもの）を

選択し、選択したストラテジーの設定したシグナル

にしたがって行う売買）および手動売買（お客様が

ご自身の裁量で行う売買）を行うことができます。

また、通貨ペアを保有している期間に応じて、当該

通貨間の金利差に基づきスワップポイントが発生

し、日々、お客様のシストレ２４に係る取引口座（以

下「本口座」といいます）に反映されます。 

 

２．シストレ２４のルールおよび仕組みについて 

(1)～(3)    （現行通り） 

(4) 取引の方法 

①～⑤   （現行通り） 

⑥決済の方法 

（現行通り） 

なお、スワップポイントはすべて円で表示

され、帳票/入出金検索画面で確認できま

す（コンバージョンレートは表示されませ

ん）。 

⑦～⑨   （現行通り） 
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現 行 変 更 後 
(5) 公租公課 

◇個人のお客様 

シストレ２４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。 

（省 略） 

 

３．取引の注文 

(1) 新規と決済 

（省 略） 

※両建て取引について 

シストレ２４において、両建て取引をお客様自

らの意思により行うことは可能ですが、両建て

取引は、スワップポイントが損計算になること

や売買価格差を二重に負担することとなるこ

と、証拠金が売り買い双方に必要となることな

ど、経済的合理性を欠き、実質的に意味がない

取引であることをご留意ください。 

 

 

 

(2) 注文の方法 

シストレ２４の注文をされる際には、次の事項

を正確にご指示ください。 

なお、自動売買取引（売買タイミングをプログ

ラム化し、その売買シグナルに従って機械的に

売買する取引手法）では、お客様が予め選択し

た取引システムが必要事項を自動的に指示し

ますが、お客様が手動売買取引で取引する場合

には、必要事項をすべてお客様ご自身で指示す

ることが必要となります。 

（省 略） 

(3) 取引の成立 

お客様のシストレ２４に係る注文が成立した

場合、注文建玉タブ画面および決済履歴タブ画

面で確認することができます。また、当社は、

(5) 公租公課 

◇個人のお客様 

シストレ２４に係る利益は、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。 

 

 

（現行通り） 

 

３．取引の注文 

(1) 新規と決済 

（現行通り） 

※両建て取引について 

シストレ２４において、両建て取引をお客様自

らの意思により行うことは可能ですが、両建て

取引は、スワップポイントが損計算になること

や売買価格差を二重に負担することとなるこ

と、証拠金が売り買い双方に必要となることな

ど、経済的合理性を欠き、実質的に意味がない

取引であることをご留意ください。ただし、自

動売買では、複数のストラテジーを選択するこ

とができることから、ポジションが両建てとな

る場合があります。 

(2) 注文の方法 

シストレ２４の注文をされる際には、次の事項

を正確にご指示ください。 

なお、自動売買では、お客様が予め選択したス

トラテジーが必要事項を自動で指示しますが、

お客様が手動売買で取引する場合には、必要事

項をすべてお客様ご自身で指示することが必

要となります。 

 

 

（現行通り） 

(3) 取引の成立 

お客様のシストレ２４に係る注文が成立した

場合、建玉一覧タブ画面および決済履歴タブ画

面で確認することができます。また、当社は、
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現 行 変 更 後 
成立した取引の内容を明らかにした取引報告

書をお客様に交付します。 

(4)～(6)    （省 略） 

 

４．シストレ２４について 

（省 略） 

◇自動売買取引および手動売買取引が可能です。ま

た、自動売買取引により成立したポジションを手

動売買取引で決済することも可能です。 

◇複数のシステム（売買手法をプログラム化したも

の）の選択が可能なことから、両建てが行われる

場合があります。 
◇1 システムにつき最大保有ポジション数が設定

されています。 
 
◇自動売買取引で成立したポジションに手動売買

取引操作で指値注文や逆指値注文を設定するこ

とは可能ですが、設定以降に自動売買取引により

指値注文や逆指値注文が発注された場合には、自

動売買取引により発注された注文が優先され、手

動売買取引操作で発注した注文はキャンセルさ

れます。 
◇システム選択の支援を目的として、取引回数、勝

率、損益（pips）および T-Score（システムの評

価）等システムの「パフォーマンスに関するデー

タ」を提供します。 

◇「パフォーマンスに関するデータ」は、以下のよ

うな特徴があります。このため、お客様があるシ

ステムを選択し、利用された場合に、掲載された

「パフォーマンスに関するデータ」と同様の利益

または損失となる保証はありません。 
・過去のレートを利用して作成した仮定の成績で

す。したがって、将来の結果を保証するもので

はありません。 
 
・データを計算するにあたっては、資金額を考慮

していません。実際の取引では資金に限界があ

るため、例えばロスカットが発生した場合等に

は、同じレートで同じシステムを使用した場合

であっても、実際の取引とは異なる結果となる

可能性があります。 
・システム提供者が独自に取得した市場レートを

成立した取引の内容を明らかにした取引報告

書をお客様に交付します。 

(4)～(6)    （現行通り） 

 
４．シストレ２４に関する重要事項 

（現行通り） 

◇自動売買および手動売買が可能です。また、自動

売買により成立したポジションを手動売買で決

済することも可能です。 

◇複数のストラテジーを選択することができるこ

とから、ポジションが両建てとなる場合がありま

す。 

◇1 システムにつき最大保有ポジション数が設定

されています。最大保有ポジションは、予告なく

変更される場合があります。 

◇自動売買で成立したポジションに手動売買操作

で指値注文や逆指値注文を設定することは可能

ですが、設定以降に自動売買により指値注文や逆

指値注文が発注された場合には、自動売買により

発注された注文が優先され、手動売買操作で発注

した注文はキャンセルされます。 

 
◇ストラテジー選択の支援を目的として、取引回

数、勝率、損益（pips）および T-Score（システ

ムの評価）等システムの「パフォーマンスに関す

るデータ」を提供します。 

◇「パフォーマンスに関するデータ」は、以下のよ

うな特徴があります。このため、お客様があるス

トラテジーを選択し、利用された場合に、掲載さ

れた「パフォーマンスに関するデータ」と同様の

利益または損失となる保証はありません。 

・過去のレートを利用して作成した仮定の運用実

績です。したがって、将来の運用成績を保証す

るものではなく、相場の状況によっては、過去

の運用実績を大きく下回るおそれがあります。

・データを計算するにあたっては、資金額を考慮

していません。実際の取引では資金に限界があ

るため、例えばロスカットが発生した場合等に

は、同じレートで同じストラテジーを使用した

場合であっても、実際の取引とは異なる結果と

なる可能性があります。 

・ストラテジー提供者が独自に取得した市場レー
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現 行 変 更 後 
利用して計算しています。そのため、実際の配

信レートで計算した結果とは異なります。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

◇システム提供者が本商品の提供を休止または廃

止した場合には、自動売買取引はご利用できなく

なります。 

◇システム提供者の判断により、個々のシステムが

削除されることがあります。 
◇   （省 略） 

 

（以下省略） 

 

平成 23 年 11 月 16 日

 

トを利用して計算しています。そのため、実際

の配信レートで計算した結果とは異なります。

・ストラテジーが発注する数量や取引する通貨ペ

アの流動性の状況によっては、同一の売買シグ

ナルでも約定時間および約定価格が異なる場

合があります。そのため、同じストラテジーを

使用した場合であっても、実際の取引とは異な

る結果となる可能性があります。 

◇ストラテジー提供者が本商品の提供を休止また

は廃止した場合には、自動売買取引はご利用でき

なくなります。 

◇ストラテジー提供者の判断により、個々のシステ

ムが削除されることがあります。 

◇   （現行どおり） 

 
（以下現行どおり） 

 
平成 24 年 2 月 27 日

 

 


