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「トライオート ＥＴＦ 取引説明書」の一部改正について 
 

 

（平成 30年 11 月３日） 

現行 変更後 

（枠 内） 

カバー取引について 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

  
（追 加） 

 

 

(本 文) 

１．   （省 略） 

２．   （省 略） 

 (1)～(4)    （省 略） 

(5)    （省 略） 

①～③     （省 略） 

④     （省 略） 

(a) ～(c)      （省 略） 

※積立拘束金（マネーハッチ次回投資分）は「出

金」することはできません。積立自動売買注文

で、1 回、新規建玉し決済した後に「出金可能

額」に加算されます。 

(d)原則として、出金依頼日の翌営業日にお客様名

義の指定金融機関口座に送金いたします。出金は

1 営業日 1回です。 

※～※     （省 略） 

(e)出金指示をされた後、取引口座における有効証

拠金がマイナスになった場合、出金指示を取消

させていただいたうえ、そのマイナス分と相殺

させていただきます。 

⑤     （省 略） 

⑥     （省 略） 

(a)      （省 略） 

(b) 金利調整額および貸株料調整額 

建玉を保有した状態で取引終了時刻を迎えた場

合、下記のとおり金利調整額、貸株料調整額が

日々発生します。（金曜日から月曜日に建玉を

持ち越した場合には、3日分の調整額が発生しま

す）。 

（省 略） 
(c)      （省 略） 

(d) 株式分割 

建玉を保有した状態で権利付最終日の取引終    

了時刻を超えた場合、発注中の注文はすべて

取消され、割比率に応じた建玉が付与されま

す。 

(e) 株式併合 

建玉を保有した状態で権利付最終日の取引終

了時刻を超えた場合、発注中の注文はすべて取

消され、併合比率に応じて建玉が減少します。 

(f)      （省 略） 

 

（枠 内）    
カバー取引について 

カバー先の商号 業務内容 監督当局 

Invast Financial 

Services Pty Ltd 

リクイディ

ティプロバ

イダー 

オーストラ

リア証券委

員会 

 

(本 文) 

１．   （現行どおり） 

２．   （現行どおり） 

 (1)～(4)    （現行どおり） 

(5)    （現行どおり） 

①～③   （現行どおり） 

④   （現行どおり） 

(a) ～(c)    （現行どおり） 

※積立拘束金（マネーハッチ次回投資分）は「出

金」することはできません。積立自動売買注文

で、新規建玉し決済した後に「出金可能額」に加

算されます。 

(d)原則として、出金依頼日の翌銀行営業日にお客

様名義の指定金融機関口座に送金いたします。出

金は 1銀行営業日 1回です。 

※～※     （省 略） 

(e)出金指示をされた後、取引口座における有効証

拠金がマイナスになった場合、出金指示を取消

させていただきます。 

 

⑤   （現行どおり） 

⑥     （現行どおり） 

(a)      （現行どおり） 

(b) 金利調整額および貸株料調整額 

建玉を保有した状態で取引終了時刻を迎えた場

合、以下の金利調整額、貸株料調整額が日々発

生します。（金曜日から月曜日に建玉を持ち越

した場合には、3日分の調整額が発生します）。 

 

（現行どおり） 
(c)      （現行どおり） 

(d) 株式分割 

建玉を保有した状態で権利付最終日の取引終    

了時刻を超えた場合、分割比率に応じた建玉が

付与されます。 

(e) 株式併合 

建玉を保有した状態で権利付最終日の取引終

了時刻を超えた場合、併合比率に応じて建玉が

減少します。 

 

(f)      （現行どおり） 
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現行 変更後 

⑦取引の方法 

本取引は、当社が指定する国内、国外の ETFを店

頭 CFDとしてお取引いただきます。保有建玉は、

反対売買による差金決済によって決済していただ

きます。 

差金決済によるお客様と当社間の金銭の授受は、

下記計算式により算出された金銭が、本口座内で

処理されます。 

(a)～(f)      （省 略） 

 

(6)  

①～④     （省 略） 

⑤発注・建玉制限 

1 回あたりの発注上限金額および総建玉の上限金

額は、銘柄ごとに異なります。詳しくは当社ホ

ームページをご確認ください。 

(7)～(10)     （省 略） 

 

３．   （省 略） 

(1)～(10)     （省 略） 

(11)コーポレートアクションによって、お客様が意図

しない保有銘柄の数量の増減が発生する場合があ

ります。 

(12)売り注文の際、各取引所の取引規制やカバー先金

融機関の原資産による保有ポジションの状況によ

り、新規売り注文や決済売り注文が、失効または

発注できない場合があります。 

(13)マネーハッチ画面からマニュアル注文で積立自動

売買のポジションの決済注文を発注した場合、取

引時間中の銘柄に対する決済注文は成行で即時決

済されますが、取引時間外の場合、マネーハッチ

画面に「決済中」と表示され、取引時間開始後に

発注されます。「決済中」の場合、お客様がマネー

ハッチの画面から決済注文の取消しをすることは

できません。当該、「決済中」注文が執行される前

に、ロスカット注文が発注された場合、ロスカッ

ト注文が優先されます。 

 

４．～５．   （省 略） 

 

６． 

(1)～(23)     （省 略） 

(24) 出金可能額 

振込出金が可能な金額です。 

出金可能額 = min (取引余力, (証拠金預託額 － 

必要証拠金 － 出金指示額 －任意必要証拠金 － 

積立拘束金)) 

 

 

（以下省略） 

 

 

以上 

 

平成30年10月１日 

 

⑦取引の方法 

本取引は、当社が指定する国内、国外の ETFを店

頭 CFDとしてお取引いただきます。保有建玉は、

反対売買による差金決済によって決済していただ

きます。 

差金決済によるお客様と当社間の金銭の授受は、

以下の計算式により算出された金銭が、本口座内

で処理されます。 

(a)～(f)    （現行どおり） 

 

(6)  

  ①～④   （現行どおり） 

⑤発注・建玉制限 

発注および建玉の上限について詳しくは当社ホーム

ページをご確認ください。 

 

(7) ～(10)   （現行どおり） 

     

３．   （現行どおり） 

(1)～(10)    （現行どおり） 

(11)コーポレートアクションによって、お客様が意図

しない保有銘柄の建玉の増減が発生する場合があ

ります。 

(12)売り注文の際、各取引所の取引規制やカバー先金

融機関の原資産による保有建玉の状況により、新

規売り注文や決済売り注文が、失効または発注で

きない場合があります。 

(13)マネーハッチ画面からマニュアル注文で積立自動

売買の建玉の決済注文を発注した場合、取引時間

中の銘柄に対する決済注文は成行で即時決済され

ますが、取引時間外の場合、マネーハッチ画面に

「決済中」と表示され、取引時間開始後に発注さ

れます。「決済中」の場合、お客様がマネーハッチ

の画面から決済注文の取消しをすることはできま

せん。当該、「決済中」注文が執行される前に、ロ

スカット注文が発注された場合、ロスカット注文

が優先されます。 

 

４．～５．   （現行どおり） 

 

６． 

(1)～(23)    （現行どおり） 

(24) 出金可能額 

振込出金が可能な金額です。 

出金可能額 = 証拠金預託額－必要証拠金－発注

証拠金－出金指示額の金額－分配相当額-任意証

拠金-積立拘束金（マネーハッチ次回投資分） 

 

 

（以下現行どおり） 

 

 

以上 

 

平成30年11月３日 

 

 


