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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 26年 10月 27日） 

現 行 変 更 後 

（前 文）   （省 略） 

 

（枠 内） 

Ⅰ   （省 略） 

 

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１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～Ⅴ   （省 略） 

 

Ⅵ   （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ～Ⅹ   （省 略） 

 

（本 文） 

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取引通貨の種類および最小変動幅 

（省 略） 

 

※最小売買単位は、１千通貨とします。 

  ※2014年３月31日以降、最低発注単位は５千通貨単   

   位以上となり、１千通貨ごとに発注可能です。 

 

（前 文）   （現行どおり） 

 

（枠 内） 

Ⅰ   （現行どおり） 

 

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１ｋ（1,000

通貨）毎に１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～Ⅴ   （現行どおり） 

 

Ⅵ   （現行どおり） 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

KCG Hotspot FX LLC 

 

金融機関

向け外国

為替電子

取引事業

者 

監督官庁なし 

 

Ⅶ～Ⅹ   （現行どおり） 

 

（本 文） 

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取引通貨の種類および最小変動幅 

（現行どおり） 

 

※最小売買単位は、１ｋ（1,000通貨）とします。 

※2014年３月31日以降、最低発注単位は５ｋ以上

となり、１ｋごとに発注可能です。 
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現 行 変 更 後 

②     （省 略） 

 

③基準価格および証拠金額 

(a)     （省 略） 

(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（シルバー、ゴール

ド、プラチナ）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。 

※「Myシストレ２４Ver3.0」より、ユニット検

索機能を使用してストラテジーを選択する場

合のみ、下記のクラス分けは適用されません。 

 

クラス名 証拠金預

託額 

発注数量上限 

シルバー 

（10ｋ) 

100万円

未満 

10ｋ（＝１万通貨） 

※発注数量は５ｋ～10ｋの範

囲で設定可能 

ゴールド

（500ｋ） 

100万円

以上 

500ｋ（＝50万通貨） 

250万円

未満 

※発注数量は５ｋ～500ｋの

範囲で設定可能 

プラチナ

（1000

ｋ） 

250万円

以上 

1000ｋ（＝100万通貨） 

※発注数量は５ｋ～1000ｋ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

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。 

2014年３月30日以前にポートフォリオに設定

したストラテジーについては５ｋ未満でお取引

可能です。ただし、取引額変更時は５ｋ以上と

なりますので、ご注意ください。 

 

(d)    （省 略） 

【出金日】 

出金受付締切り時間は、午前７時（米国サマー

②  （現行どおり） 

 

③基準価格および証拠金額 

 (a)   （現行どおり） 

(削 除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)   （現行どおり） 

【出金日】 

出金受付締切り時間は、銀行営業日の午前７時
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現 行 変 更 後 

タイムは期間は午前６時）となり、原則として

締切り日の午前10時以降に振込にて出金いたし

ます。 

（追 加） 

 

※国内の銀行等金融機関の休業日に出金指示が

あった場合には、翌日以降の直近の銀行営業

日の午前７時（米国サマータイムの期間は午

前６時）以前に出金指示をいただいたものと

いたします。 

 

(e)    （省 略） 

 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④手数料等 

(a) ～(c) 

(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１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   （省 略） 

 

⑥決済の方法 

（中 略） 

◇差損益 

   差損益金が発生した時点で、該当する対円通貨に 

  て円に転換（小数点以下切捨て）されます。 

（米国サマータイムは期間は午前６時）となり、

原則として締切り日の午前10時以降に振込にて

出金いたします。 

※出金額が１億円を超える場合、出金指示の２

銀行営業日後までに送金いたします。 

※国内の銀行等金融機関の休業日にご出金の指

示があった場合には、翌銀行営業日にご出金

の手続をいたします。 

 

 

 

(d)   （現行どおり） 

 

④発注数量 

１回あたりの発注数量は５ｋ(5,000 通貨)～1000

ｋ(1,000,000 通貨)の範囲内で任意に設定するこ

とができます。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「50

ｋ」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、2014年３月 30日以前にポートフォリオに設

定したストラテジーについては５ｋ未満でお取引

可能です。ただし、取引額変更時は５ｋ以上とな

ります。 

⑤手数料等 

(a) ～(c) 

(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

ｋ（1,000通貨）毎に１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。 

 

⑥   （現行どおり） 

 

⑦決済の方法 

（現行どおり） 

◇差損益 

   差損益金が発生した時点で、該当する対円通貨に 

  て円に転換（小数点以下切捨て）されます。 



 4 

現 行 変 更 後 

   例：ユーロ／米ドルの取引で、100米ドルの差益  

   金が発生し、その時点の米ドル／円レートが    

   ［80.000－80.020］の場合、ミッド価格である 

80.010円を乗じて円換算します。 

 

⑦～⑨   （省 略） 

 

(5)     （省 略） 

 

３．取引の注文 

(1)～ (3)     （省 略） 

 

(4) 注文の種類 

①～ ②     （省 略） 

 

③逆指値注文（ストップ） 

売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら

以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」と

いうように価格を指定する注文です。例えば、80

円で米ドル／円の買ポジションを持っているお客

様が、79 円以下になるようであれば損失限定のた

めに売り決済したいと考えた場合、「79円の売り逆

指値注文」という形で発注します。この注文は、

市場で指定値段がつくと成行注文（その時点の市

場価格で取引される注文）に変わりますので、指

定値段で売買できない場合もあります。 

 

④～⑤     （省 略） 

 

(5)～ (6)     （省 略） 

 

４．シストレ２４に関する重要事項 

(1)～ (10)     （省 略） 

 

(11)２千通貨（２ｋ）以上の注文を発注する際は、次

の点にご留意ください。 

 

 

（以下省略） 

 

平成 26年７月 28日 

   例：ユーロ／米ドルの取引で、100米ドルの差益  

   金が発生し、その時点の米ドル／円レートが    

   ［100.000－100.020］の場合、ミッド価格である 

100.010円を乗じて円換算します。 

 

⑧～⑩   （現行どおり） 

 

(5)    （現行どおり） 

 

３．取引の注文 

(1) ～ (3)    （現行どおり） 

 

(4) 注文の種類 

①～ ②     （現行どおり） 

 

③逆指値注文（ストップ） 

売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら

以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」と

いうように価格を指定する注文です。例えば、100

円で米ドル／円の買ポジションを持っているお客

様が、99 円以下になるようであれば損失限定のた

めに売り決済したいと考えた場合、「99円の売り逆

指値注文」という形で発注します。この注文は、

市場で指定値段がつくと成行注文（その時点の市

場価格で取引される注文）に変わりますので、指

定値段で売買できない場合もあります。 

 

④～⑤     （現行どおり） 

 

(5) ～ (6)    （現行どおり） 

 

４．シストレ２４に関する重要事項 

(1) ～ (10)   （現行どおり） 

 

(11)２ｋ（2,000通貨）以上の注文を発注する際は、

次の点にご留意ください。 

 

 

（以下現行どおり） 

 

平成 26年 10月 27日 

 


