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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12月24日） 

現 行 変 更 後 

（前 文） 

「シストレ２４MirrorTrader取引」（以下「シストレ２４」

といいます）は、インヴァスト証券株式会社（以下「当

社」といいます）とお客様とが相対で行う店頭外国為替

証拠金取引です。 

シストレ２４は、少額の資金で多額の取引を行うことが

できるレバレッジを用いた取引であるため、シストレ２

４の額は、お客様が当社に預託すべき証拠金の額に比べ

て大きくなります。 

（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)～(3)    （省 略） 

(4) 取引の方法 

①～②   （省 略） 

③基準価格および証拠金額 

(a)    （省 略） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前 文） 

「シストレ２４MirrorTrader取引」（以下「シストレ２４」

といいます）は、インヴァスト証券株式会社（以下「当

社」といいます）とお客様とが相対で行う店頭外国為替

証拠金取引です。 

シストレ２４は、少額の資金で多額の取引を行うことが

できるレバレッジを用いた取引であるため、シストレ２

４の約定金額は、お客様が当社に預託すべき証拠金の額

に比べて大きくなります。 

（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)～(3)    （現行どおり） 

(4) 取引の方法 

①～②   （現行どおり） 

③基準価格および証拠金額 

(a)    （現行どおり） 

(b) シストレ２４では、お客様の証拠金預託額に

応じて取引のクラス分けがなされ、１回の売買

シグナルにおける発注数量が制限されます。 

クラス名 証拠金 

預託額 

発注数量上限 

10ｋ 

クラス 

50万円未満 10ｋ（＝1万通貨） 

※発注数量は10ｋ 

のみの設定 

50ｋ 

クラス 

50万円以上 

500万円未満 

 

50ｋ（＝5万通貨） 

※発注数量は10ｋ～50ｋ 

の範囲で設定可能 

500ｋ 

クラス 

500万円以上 500ｋ（＝50万通貨） 

※発注数量は10ｋ～500ｋ 

の範囲で設定可能 

取引のクラス分けは、毎週金曜日取引終了時

の証拠金預託額により判定され、翌週月曜日よ
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

(b)～(d)    （省 略） 

④～⑥   （省 略） 

⑦スワップポイント 

(a)～(c)    （省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧～⑨   （省 略） 

(5) 公租公課 

①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。 

 

り反映されます。例えば、最大保有ポジション

「４」のストラテジーにおいて、１回の発注数

量を「50k」と設定した場合、50kの建玉を４つ

同時に保有し、合計200kの取引となる可能性が

あります。なお、１回あたりの発注数量は制限

範囲内で任意に設定することができます。 

(c)～(e)    （現行どおり） 

④～⑥   （現行どおり） 

⑦スワップポイント 

(a)～(c)    （現行どおり） 

※スワップポイントの表示については、以下にご

留意ください。 

◇スワップポイントは発生日に本口座の証拠金

預託額に反映されますが、お取引画面の証拠

金預託額への更新は以下の時点でのみ行わ

れ、更新されるまでは、有効証拠金・必要証

拠金率・発注可能金額ともにスワップポイン

トの分だけ異なります。 

・入金が本口座に反映された時 

・出金指示を行い、出金予定額が本口座から

差引かれた時 

・新規注文が約定した時 

・決済注文が約定した時 

◇スワップポイントを加算した正しい証拠金預

託額の確認方法は、「帳票/入出金」画面＞「取

引報告書兼取引残高報告書」で確認すること

ができます。 

⑧～⑨   （現行どおり） 

(5) 公租公課 

①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％、復興特別所得税が所得

税額×2.1％※、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。 
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現 行 変 更 後 

②法人のお客様 

（省 略） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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。また、両建て取引を行

うストラテジーもあります。 

（新 設） 

 

 

(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。 

 

 

①～⑥   （省 略） 

②法人のお客様 

（現行どおり） 

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 

なお、税制については、関連法令またはその解釈

等が将来変更される可能性があります。 

※復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで

（25年間）の各年分の所得税の額に2.1％を乗じ

た金額（利益に対しては、0.315％）が、追加的

に課税されるものです。 

 

３．取引の注文 

(1) 新規と決済 

（現行どおり） 

※両建て取引については、以下にご留意ください。 

◇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。 

◇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。また、両建て取引を行う

ストラテジーもあります。 

◇１つのストラテジーで両建てとなった場合、保

有ポジション数は売りと買いのポジションを比

較して多い方となります。 

(2) 注文の方法 

注文する際には、次の事項を正確にご指示くださ

い。 

①自動売買については、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。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。 

②手動売買については、お客様ご自身で以下の必要

事項をすべて指示することが必要となります。 

(a)～(f)   （現行どおり） 
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現 行 変 更 後 

(3)   （現行どおり） 

(4) 注文の種類 

①～④   （省 略） 

⑤   （省 略） 

 

 

(5)～(6)    （省 略） 

 

４．シストレ２４に関する重要事項 

シストレ２４でのお取引にあたり、下記の事項にご

留意ください。 

(1) 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。 

(2) 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。

また、両建て取引を行うストラテジーもあります。 

(3) 同一のストラテジーから発せられたシグナルによ

って両建てのポジションが建玉された場合、保有ポ

ジションのカウントは１となります。 

(4) 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。 

(5) 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。 

(6) ストラテジーの詳細情報が確認できるストラテジ

ーカードが表示するレートと当社の配信するレート

は、異なる場合があります。 

(7) 取引時間外にシグナルが発信された場合、取引開

始後に次の通り処理されます。 

 

・新規建てのシグナルは、失効となります。 

 

・決済のシグナルは、約定します。この場合、シグ

(3)   （現行どおり） 

(4) 注文の種類 

①～④   （現行どおり） 

⑤   （現行どおり） 

※IFD注文およびOCO注文については、手動発注画

面のアドバンスからご利用できます。 

(5)～(6)    （現行どおり） 

 

４．シストレ２４に関する重要事項 

（削 除） 

 

(1) ポートフォリオにストラテジーを選択後、ストラ

テジーが売買シグナルを発信するまで、自動売買は

開始されません。 

（削 除） 

 

 

（削 除） 

 

 

（削 除） 

 

 

(2) 自動売買で成立したポジションについて、手動売

買操作で決済注文（指値・逆指値）を設定すること

は可能ですが、設定した決済注文よりも先にストラ

テジーにより決済注文が発注された場合、自動売買

が優先され決済されます。また、手動売買操作で発

注した注文はキャンセルされます。 

（削 除） 

 

 

(3) ストラテジーによっては、取引時間外に売買シグ

ナルを発信する場合があり、取引開始後に次の通り

処理されます。 

①新規のシグナルは、失効となり、取引開始後に新

規建玉することはありません。 

②決済のシグナルは、約定します。そのため、取引
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現 行 変 更 後 

ナルが発信された時のレートから大きくかい離し

たレートで約定する可能性があります。 

 

(8) シグナルが発信されても、お客様の設定によって

は約定しない場合があります。 

(9)    （省 略） 

(10)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)「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

時間外の為替市場の動向によっては、シグナルが

発信された時のレートと約定価格とが大きくかい

離したレートで約定する可能性があります。 

（削 除） 

 

(4)    （現行どおり） 

(5) ストラテジー選択の支援を目的として、「ストラ

テジーカード」を提供します。「ストラテジーカー

ド」では、統計値や取引履歴等詳細情報を確認でき

ます。ストラテジーカードを確認する際は、次の点

にご留意ください。 

①ストラテジーカードに記載されている表記内容

は、Mirror Traderを採用している全業者の平均値

となっているため、お客様の取引結果と異なる場

合があります。 

②取引履歴は、過去における実際の運用成績です。

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、過去の運用成績を

大きく下回るおそれがあります。 

③ストラテジーが発注する数量や取引する通貨ペア

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。 

 

 

 

 

（削 除） 
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現 行 変 更 後 

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。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)ストラテジー提供者がストラテジーの提供を休止

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。 

(13)ストラテジー提供者の判断により、予告なく個々

のストラテジーが削除されること、また、ストラテ

ジーの方針が予告なく変更されることがあり、その

場合、ストラテジーカードに記載されている情報の

反映が遅れる場合があります。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) シストレ２４のストラテジーは、１ヶ月以上の実

際の運用テストを経て決定しています。シストレ２

４に登録されているストラテジーは、以下のルール

のもとで運用されています。 

①ストラテジーの１ポジションあたりの最大許容評

価損失は300pipsに設定されており、評価損失が

300pipsに達した場合、決済注文が発注されます。

ただし、相場急変時、経済指標発表前後および流

動性の低下時等は、300pipsを超えて損切りされる

可能性があります。 

②ストラテジーの最大保有ポジション数は、４に設

定されています。 

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。 

(7) ストラテジープロバイダーについては、次の点に

ご留意ください。 

①ストラテジープロバイダーが、ストラテジーの提

供を休止または廃止した場合には、ストラテジー

は利用できなくなります。 

②ストラテジープロバイダーの判断により、予告な

く個々のストラテジーが削除されることや、スト

ラテジーの方針が予告なく変更されることがあり

ます。その場合、ストラテジーカードに記載され

ている情報の反映が遅れる場合があります。 

(8) 最大保有ポジションについては、次の特徴があり

ます。 
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①最大保有ポジション数は、４以下に設定されてお

り、お客様ご自身で最大保有ポジション数を制限

することができます。 

②最大保有ポジション数が多いストラテジーは、利

益が大きくなる可能性がある一方、損失が大きく

なる可能性があります。 

③選択したストラテジーの必要証拠金額について

は、最大保有ポジション数を考慮してください。 

④同時に複数のシグナルを発信するストラテジーも

あるため、設定された最大保有ポジション数以上

の建玉を保有する可能性があります。この場合、

お客様の証拠金状況によっては、ロスカットされ

るおそれがあります。 

⑤ストラテジーの決済シグナルと新規シグナルの発

信のタイミングによっては、決済シグナル発信後

に新規シグナルが発信されたとしても、新規建玉

とならない場合があります。 

⑥ストラテジーの決済シグナル発信後、わずかな時

間に新規シグナルが発信された場合、建玉が決済

される前に新規建玉を保有し、一時的に最大保有

ポジション数以上の建玉を保有する可能性があり

ます。この場合、お客様の証拠金状況によっては、

ロスカットされるおそれがあります。 

(9) ２万通貨（20k）以上の注文を発注する際は、次の

点にご留意ください。 

①新規注文 

自動売買または手動売買操作により発注された新

規注文は、原則全量約定しますが、注文状況によ

っては、異なる時間や異なる価格で約定する場合

があります（以下「分割約定」といいます）。 

②分割約定した新規建玉 

分割約定した新規建玉については、それぞれの建

玉を別々（チケット番号ごと）に手動で決済する

ことや、異なる指値・逆指値注文等を設定するこ

とが可能です。また、最大保有ポジション数の制

限を設定している場合には、分割約定した場合、

１つのシグナルによる建玉を１ポジションとして

計算します。なお、分割約定している場合には、
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)   （省 略） 

 

５．～８．    （省 略） 

 

以上 

平成24年8月13日 

１つのシグナルによる建玉がすべて決済されるま

で、１ポジションを保有していることになります。 

③決済注文 

建玉の一部（50kの建玉のうち20kなど）を決済す

ることはできません。また、分割約定した建玉は

同じ決済シグナルによって決済注文が発注されま

す。なお、発注された決済注文は、原則全量約定

しますが、分割約定する場合があります。決済注

文が分割約定した場合、決済履歴で同じチケット

番号が表示されます。 

(10)   （現行どおり） 

 

５．～８．    （現行どおり） 

 

以上 

平成24年12月24日 

 


