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「店頭外国為替証拠金取引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 28年 12月 19日） 

現 行 変 更 後 

（前 文）   （省 略） 

（枠 内）   （省 略） 

Ⅰ～Ⅵ       （省 略） 

（本 文） 

１.～４．   （省 略） 

５．本取引のリスクについて 

(1)～(3)   (省 略） 

(4) 流動性リスク 

外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理

が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、

通常高い流動性を示しています。しかし、主要国の

祝日や、ニューヨーククローズ間際、週初めのオー

プン間際における取引、あるいは、普段から流動性

の低い通貨での取引は、マーケットの状況によって

は、通常よりも不利なレートを提示せざるを得ない

可能性やレートの提示が困難になる可能性もあり

ます。これらの場合、お客様が保有する建玉を決済

することや新たに建玉を保有することが困難とな

る可能性があります。また、天変地異、戦争、政変、

為替管理政策の変更および同盟罷業により、取引が

困難または不可能となる可能性もあります。 

 

 

 

 

(5)～(6)   (省 略） 

(7) カバー取引リスク 

本取引では、お客様からのご注文は、すべてカバ

ー先金融機関にてカバー取引が行われています。そ

のため、カバー先金融機関の信用状況により損失を

被るリスクや、何らかの事情によりすべてのカバー

先にカバー取引ができない状況になった場合、当社

は通常通りのお取引をご提供できなくなる場合が

あり、お客様はお取引が困難になるリスクがありま

す。 

(8)   (省 略） 

 

６．～７．   （省 略） 

 

（前 文）    （現行どおり） 

（枠 内）    （現行どおり） 

Ⅰ～Ⅵ       （現行どおり） 

（本 文） 

１.～４．   （現行どおり） 

５．本取引のリスクについて 

(1)～(3)   （現行どおり）  

(4) 流動性リスク 

外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管

理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場

合、通常高い流動性を示しています。しかし、主

要国の祝日や、ニューヨーククローズ間際、週初

めのオープン間際における取引、あるいは、普段

から流動性の低い通貨での取引は、マーケットの

状況によっては、通常よりも不利なレートを提示

せざるを得ない可能性やレートの提示が困難にな

る可能性もあります。これらの場合、お客様が保

有する建玉を決済することや新たに建玉を保有す

ることが困難となる可能性があります。天変地異、

戦争、政変、為替管理政策の変更および同盟罷業

により、取引が困難または不可能となる可能性も

あります。また、原則、相場の急変動等によりレ

ートの提示ができない場合、当社は成行注文およ

びストリーミング注文を受付けることが出来ませ

ん。 

(5)～(6)    （現行どおり） 

(7) カバー取引リスク 

本取引では、お客様からのご注文は、カバー先金

融機関にてカバー取引が行われています。そのた

め、カバー先金融機関の信用状況により損失を被

るリスクや、何らかの事情によりすべてのカバー

先でカバー取引ができない状況になった場合、当

社は通常通りのお取引をご提供できなくなる場

合があり、お客様はお取引が困難になるリスクが

あります。 

(8)    （現行どおり） 

 

６．～７．     （現行どおり） 
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現 行 変 更 後 

別紙 

１．～７．   (省 略） 

８ 注文の種類 

 ①～④   (省 略） 

⑤ストリーミング注文（FX24のみ） 

リアルタイムの価格を確認しながら発注する注文方

法で、約定の有無は以下の通りです。 

・買い注文の場合 

「お客様の発注時の表示価格≧当社の受信時の価

格」の場合、お客様の発注時の表示価格で約定し、「お

客様の発注時の表示価格＜当社の受信時の価格」の

場合、失効します。 

 

・売り注文の場合 

「お客様の発注時の表示価格＞当社の受信時の価格」

の場合、失効し、「お客様の発注時の表示価格≦当社の

受信時の価格」の場合、お客様の発注時の表示価格で

約定します。 

 

 

⑥クイック注文（FX24のみ） 

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、

自動的に建玉日時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、iPhoneアプ

リおよび Android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。なお、注文の際にスリッページ（お

客様の発注時の価格と当社受注時の価格差）の許容

幅を設定することが可能です。スリッページはお客

様にとって有利になる場合もあれば、不利になる場

合もあります。スリッページ許容幅を設定した場合、

スリッページ幅がお客様のスリッページ許容幅内の

場合、当社の受注時の価格で注文が約定します。 

別紙 

１．～７．   (省 略） 

８ 注文の種類 

 ①～④   (省 略） 

⑤ストリーミング注文（FX24のみ） 

リアルタイムの価格を確認しながら発注する注文

方法で、約定の有無は以下の通りです。 

・買い注文の場合 

「お客様の発注時の表示価格≧当社の受信時の価

格」の場合、お客様の発注時の表示価格で約定し、

「お客様の発注時の表示価格＜当社の受信時の価

格」の場合、当社は当該注文を受け付けず、お客様

のストリーミング注文は約定しません。 

・売り注文の場合 

「お客様の発注時の表示価格≦当社の受信時の価

格」の場合、お客様の発注時の表示価格で約定し、

「お客様の発注時の表示価格＞当社の受信時の価

格」の場合、当社は当該注文を受け付けず、お客様

のストリーミング注文は約定しません。 

 

⑥クイック注文（FX24のみ） 

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、自動的に建玉日時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、

iPhoneアプリおよび Android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。なお、注文の際にスリ

ッページ（お客様の発注時の価格と当社受信時の価

格差）の許容幅を設定することが可能です。スリッ

ページはお客様にとって有利になる場合もあれば、

不利になる場合もあります。スリッページ許容幅を

設定した場合、スリッページ幅がお客様のスリッペ

ージ許容幅内の場合、当社の受信時の価格で注文が
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現 行 変 更 後 

 

（例） 

スリッページ許容幅 2pips 

発注時の価格 105.500円 

当社受注時の価格 105.510円 

約定価格 105.510円 

スリッページ幅がお客様のスリッページ許容幅を超

え、かつ、スリッページの方向がお客様にとって有利

となった場合、約定価格は（発注時の価格+スリッペー

ジ許容幅）となります。また、スリッページ幅がスリ

ッページ許容幅を超え、かつ、スリッページの方向が

お客様に不利となった場合、お客様のストリーミング

注文は失効します。 

（例）お客様の有利な方向にスリッページした場合（買

い注文）  

スリッページ許容幅 5pips  

発注時の価格 105.500円  

当社受注時の価格 105.430円  

約定価格 105.450円  

（例）お客様の不利な方向にスリッページした場合（買

い注文）  

スリッページ許容幅 5pips  

発注時の価格 105.500円  

当社受注時の価格 105.570円  

約定価格 失効 

（省 略） 

 

９．～10.   （省 略） 

11.シストレ 24に関する重要事項 

(1)～(7)   (省 略） 

(8) シストレ 24に登録されているストラテジーは、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。 

 

 

 

 

 

約定します。 

（例） 

スリッページ許容幅 2pips 

発注時の価格 105.500円 

当社受信時の価格 105.510円 

約定価格 105.510円 

スリッページ幅がお客様のスリッページ許容幅を超え、

かつ、スリッページの方向がお客様にとって有利となっ

た場合、約定価格は（発注時の価格+スリッページ許容幅）

となります。また、スリッページ幅がスリッページ許容

幅を超え、かつ、スリッページの方向がお客様に不利と

なった場合、当社は当該注文を受け付けず、お客様のス

トリーミング注文は約定しません。 

（例）お客様の有利な方向にスリッページした場合（買

い注文）  

スリッページ許容幅 5pips  

発注時の価格 105.500円  

当社受信時の価格 105.430円  

約定価格 105.450円  

（例）お客様の不利な方向にスリッページした場合（買

い注文）  

スリッページ許容幅 5pips  

発注時の価格 105.500円  

当社受信時の価格 105.570円  

約定いたしません 

（現行どおり） 

 

９．～10.    （現行どおり） 

11. シストレ 24に関する重要事項 

(1)～(7)   (省 略） 

(8) シストレ 24に登録されているストラテジーは、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。なお、上記の 300pipsの最大許容評価損失

は、新規売買シグナルによる新規ポジションのみ

に適用され、ジョイントレードやマニュアルトレ

ードなどには適用されません。 
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現 行 変 更 後 

 

（以下省略） 

 

以上 

平成 28年 11月 21日 

 

 

（以下現行どおり） 

 

以上 

平成 28年 12月 19日 

 

 


