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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 

下 線 部 変 更 

（2020 年９月２１日） 

現 行 変更後 

店頭 CFD 取引の仕組みについて 

 

１.        （省 略） 

 

２. 本取引のルールおよび仕組みについて 

(1)～(4)      （省 略） 

(5) 取引の方法 

①～④       （省 略） 

⑤レバレッジ 

(a)トライオートETF口座レバレッジ 

個人・法人ともにレバレッジ5倍です。 

 ※平成29年2月4日以前に口座開設したお客様で、レ

バレッジ変更申請を行っていないお客様はレバレッ

ジ1倍のままです。 

 

(b)レバレッジ変更 

本取引では、お客様からの申告でレバレッジ5倍（証

拠金率20％）へ証拠金率の変更を行うことができま

す。レバレッジ5倍に変更した場合は、レバレッジ１倍

には戻せません。 

※レバレッジ5倍のお客様が平成28年8月27日以前

に保有した証拠金率100％の建玉、および平成28年8月

27日時点で注文中となっている証拠金率100％の注文

については、証拠金率100％が継続されます。 

※平成29年2月6日以降に口座開設したお客様は、一

律レバレッジ5倍（証拠金率20%）です。 

(c)積立自動注文 

それぞれの投資スタイルのレバレッジ相当の証拠金

が必要です。なお、自動売買により決済され、後続の

注文で発注および建玉する際は、トライオートETF口

座に応じたレバレッジ1倍または5倍の証拠金が必要

となります。 

※投資スタイルの詳細はマネーハッチ画面をご覧く

ださい。 

 

⑥(a) 取引手数料 （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、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）。 

買い建玉 金利調整額 

売り建玉 金利調整額および貸株料調整額 

金利調整額、および貸株料調整額は、3月、6月、9月、

12月の各 終取引日（以下「金利実現日」という）に、

証拠金預託額に振り替えます。 

調整額は市場環境により随時見直しを行います。 

金利調整額、貸株料調整額の一口あたりの受払額につ

店頭CFD取引の仕組みについて 

 

１.        （現行どおり） 

 

２. 本取引のルールおよび仕組みについて 

(1)～(4)     （現行どおり） 

(5) 取引の方法 

①～④      （現行どおり） 

⑤レバレッジ 

(a)トライオートETF口座レバレッジ 

個人・法人ともにレバレッジ5倍です。 

（削 除） 

 

 

 

(b)         （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)積立自動注文 

一番 初に積立自動注文が発注される際にそれぞれの投

資スタイルのレバレッジ相当の証拠金が必要です。なお、

自動売買により決済され、後続の注文で発注および建玉

する際は、レバレッジ5倍の証拠金が必要となります。 

※投資スタイルの詳細はマネーハッチ画面をご覧くださ

い 

 

 

⑥(a) 取引手数料 （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）。 

買い建玉 金利調整額 

売り建玉 金利調整額および貸株料調整額 

金利調整額、および貸株料調整額は、3 月、6 月、9 月、

12 月の各 終取引日（以下「金利実現日」という）に、

証拠金預託額に振り替えます。 

調整額は市場環境により随時見直しを行います。 

金利調整額、貸株料調整額の一口あたりの受払額につい
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現 行 変更後 

いては、当社ホームページの銘柄リストをご覧くださ

い。 

 

（省 略） 

 

⑦取引の方法 

(a) トライオートETFの注文の指示 

本取引を注文される際には、当社の注文受付時間中に

当社が指定するインターネット取引画面から下記の

事項を指示してください。 

①ETFの銘柄  ②売り・買いの別 ③新規・決済の別 

④数量 ⑤注文の種類 ⑥成行・指値等の指定価格 

（追 加） 

 

（省 略） 

 

(c) 自動売買の停止および再開 

自動売買の停止および再開は、いつでも可能です。 

※口数に小数点以下の数量がある場合、１回停止する

と再稼動はできません。 

自動売買の一時停止または再開を希望される場合、注

文申込ごとに取引画面からお手続きをお願いいたし

ます。また、自動売買で成立したポジションは、マニ

ュアル注文で決済注文（成行・指値・逆指値）を発注

することが可能です。 

（省 略） 

 

(6) 注文の種類・方法 

①        （省 略） 

 

②指値注文 

（省 略）なお、「自動売買」や「決済注文の同時発注

設定をしているマニュアル注文」の買い新規注文を発

注し、新規注文約定後、決済の売り指値注文発注時に

当社価格が指定価格を上回っていた場合、決済注文は

指定価格で約定します。また、「自動売買」や「決済注

文の同時発注設定をしているマニュアル注文」の売り

新規注文を発注し、新規注文約定後、決済の買い指値

注文発注時に当社価格が指定価格を下回っていた場

合、決済注文は指定価格で約定します（いずれの場合

も当社価格よりも不利に約定します）。 

（省 略） 

 

③逆指値注文 

（省 略） 

なお、「自動売買」や「決済注文の同時発注設定をして

いるマニュアル注文」の買い新規注文を発注し、新規

注文約定後、決済の売り逆指値注文発注時に当社価格

が指定価格を下回っていた場合、決済注文は注文受信

時の当社価格で約定します。また、「自動売買」や「決

済注文の同時発注設定をしているマニュアル注文」の

売り新規注文を発注し、新規注文約定後、決済の買い

逆指値注文発注時に当社価格が指定価格を上回って

いた場合、決済注文は注文受信時の当社価格で約定し

ては、取引画面にてご覧ください。 

 

 

（現行どおり） 

 

⑦取引の方法 

(a) トライオート ETF の注文の指示 

本取引を注文される際には、当社の注文受付時間中に当

社が指定するインターネット取引画面から下記の事項を

指示してください。 

①ETF の銘柄  ②売り・買いの別 ③新規・決済の別 ④

数量 ⑤注文の種類 ⑥成行・指値等の指定価格 ⑦注

文の有効期限 

 

（現行どおり） 

 

(c) 自動売買の停止および再開 

自動売買の停止および再開は、いつでも可能です。 

（削 除） 

 

自動売買の一時停止または再開を希望される場合、注文

申込ごとに取引画面からお手続きをお願いいたします。

また、自動売買で成立したポジションは、マニュアル注文

で決済注文（成行・指値・逆指値・OCO）を発注すること

が可能です。 

（現行どおり） 

 

(6) 注文の種類・方法 

①        （現行どおり） 

 

②指値注文 

（現行どおり）なお、「自動売買」の買い新規注文を発注

し、新規注文約定後、決済の売り指値注文発注時に当社価

格が指定価格を上回っていた場合、決済注文は指定価格

で約定します。また、「自動売買」の売り新規注文を発注

し、新規注文約定後、決済の買い指値注文発注時に当社価

格が指定価格を下回っていた場合、決済注文は指定価格

で約定します（いずれの場合も当社価格よりも不利に約

定します）。 

 

 

（現行どおり） 

 

③逆指値注文 

（現行どおり） 

なお、「自動売買」の買い新規注文を発注し、新規注文約

定後、決済の売り逆指値注文発注時に当社価格が指定価

格を下回っていた場合、決済注文は注文受信時の当社価

格で約定します。また、「自動売買」の売り新規注文を発

注し、新規注文約定後、決済の買い逆指値注文発注時に当

社価格が指定価格を上回っていた場合、決済注文は注文

受信時の当社価格で約定します。（いずれの場合も指定価

格よりも不利に約定する場合があります）。 

（現行どおり） 
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現 行 変更後 

ます。（いずれの場合も指定価格よりも不利に約定す

る場合があります）。 

（省略） 

 

④OCO注文（オーシーオー注文）One cancels the other 

新規買い指値注文と新規買い逆指値注文、または決済

売り指値注文と決済売り逆指値注文などのように、2

種類の指値（もしくは逆指値）注文を同時に出してお

き、いずれか一方が成立したら自動的にもう一方がキ

ャンセルとなる注文方法です。 

 

 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤        （省 略） 

 

⑥注文の有効期限 

注文の有効期限は、無期限です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)       （省 略） 

 

(8) ロスカットルール 

（省 略） 

 

表内 

レバレッジ1倍 

有効比率が60%以下でプレアラート、40%以下でアラー

トを、登録されているメールアドレスへ送信します。 

20％以下になった時点でロスカット注文が発注され

ます。 

レバレッジ5倍 

有効比率が150%以下でプレアラート、120%以下でアラ

ートを、登録されているメールアドレスへ送信しま

 

 

 

 

④複合注文 

(a) IFD（イフダン）If done 

新規注文と同時に、その新規注文が成立した場合に有効

になる決済注文をセットで出す注文方法です。 

(b) OCO 注文（オーシーオー注文）One cancels the other 

新規買い指値注文と新規買い逆指値注文、または決済売

り指値注文と決済売り逆指値注文などのように、2 種類の

指値（もしくは逆指値）注文を同時に出しておき、いずれ

か一方が成立したら自動的にもう一方がキャンセルとな

る注文方法です。 

(c) IFO（イフダンオーシーオー注文）If done One 

cancels the other 

IFD と OCO を組み合わせた注文方法です。 

新規注文と同時に、その新規注文が成立した場合に有効

になる２種類の決済注文（利益確定のための「指値注文」

と損失限定のための「逆指値注文」）をセットで出す注文

方法です。 

 

⑤       （現行どおり） 

 

⑥注文の有効期限 

注文の有効期限は、 

・自動売買注文：無期限 

・マネーハッチ（積立自動売買）：無期限 

・マニュアル注文： 

(a) DAY 

注文の有効期限を当日の取引終了時刻に設定する注文で

す。 

(b) WEEK 

注文の有効期限を週末の取引終了時刻に設定する注文で

す。 

(c) 日時指定 

注文の有効期限の日時を任意に設定する注文です。 

(d) GTC（ジー・ティー・シー） 

取消しするまで有効となる注文です。 

 

(7)       （現行どおり） 

 

(8) ロスカットルール 

（現行どおり） 

 

（表を削除） 

 

【プレアラート・アラートメール】 

有効比率が 150%以下でプレアラート、120%以下でアラー

トを、登録されているメールアドレスへ送信します。 

【ロスカット】 

100％以下になった時点でロスカット注文が発注されま

す。 
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現 行 変更後 

す。 

100％以下になった時点でロスカット注文が発注され

ます。 

①        （省 略） 

②ロスカットは判定時に有効なレートが配信されて

いる建玉のみロスカットの対象となります。有効比率

が100％（レバレッジ１倍は20%）以下となった場合、

有効なレートが配信されている銘柄のロスカットが

行われ、有効なレートが配信されている銘柄の未約定

注文が取消されます。 

取引時間外を含む有効なレートが配信されていない

建玉および未約定注文については、有効なレートが配

信された後、再度ロスカット判定が行われます。 

 

 

 

（省 略） 

 

３．「トライオート ETF」に関する重要事項 

(1) 自動売買による建玉を手動で決済する場合の注

文は成行注文のみ可能です。 

 

(2) 以下の場合は自動売買注文が稼働停止いたしま

す。 

①セーフティー設定が発動した場合 

②建玉を手動決済した場合 

③ロスカットが発生した場合 

④自動売買の注文がエラーとなり、発注もしくは約定

せずに失効した場合 

（追 加） 

 

（追 加） 

 

 

(3) 次の場合、注文がエラーとなり発注もしくは約定

しない可能性があります。（中 略） 

 

（省 略） 

 

（追 加） 

 

 

 

(4) 自動売買の稼働を停止した際に、建玉を保有して

いる場合は、発注済みの決済注文はそのまま有効です

が、手動で決済することも可能です。 

 

(5) 自動売買は、建玉数量の一部（100万円の建玉のう

ち50万円など）を決済することはできません 

 

(6) 複数の注文を行う場合、利益が大きくなる可能性

がある反面、損失が拡大する可能性があります。 

 

(7) 複数の建玉および注文を保有する事により、発注

 

 

 

①        （現行どおり） 

②ロスカットは、判定時に有効なレートが配信されてい

る建玉のみ決済の対象となります。有効比率が 100％以下

となった場合、有効なレートが配信されている銘柄のロ

スカットが行われ、当該建玉の決済注文および全銘柄の

新規未約定注文（取引時間外および取引時間内だが有効

なレートが配信されていない場合を含む）が取消されま

す。 

取引時間外を含む有効なレートが配信されていない建玉

については、有効なレートが配信された後（取引時間外の

銘柄については翌取引開始時に有効なレートが配信され

た後）再度ロスカット判定が行われます。 

 

（現行どおり） 

 

３．「トライオート ETF」に関する重要事項 

（削 除） 

 

 

(1) 以下の場合は自動売買注文が稼働停止いたします。 

（削 除） 

①建玉を手動決済した場合 

②ロスカットが発生した場合 ※ 

③自動売買の注文がエラーとなり、発注もしくは約定せ

ずに失効した場合 

④注文照会画面から自動売買注文を変更また取消した場

合 

※ 但し、ロスカット注文が執行中に新規の注文が約定

した場合はその新規注文に紐づく自動売買は稼働停止と

はなりません。 

 

(2) 次の場合、注文がエラーとなり発注もしくは約定し

ない可能性があります。（中 略） 

 

（現行どおり） 

 

④同グループで複数の自動売買が含まれる発注の場合、

全て発注されるかすべて取り消されるか、になります。

一部のみ注文を受け付けることはありません。 

 

(3) 自動売買の稼働を停止した際に、建玉を保有してい

る場合は、発注済みの決済注文はそのまま有効ですが、

手動で決済することも可能です。 

 

（削 除） 

 

 

(4) 複数の注文を行う場合、利益が大きくなる可能性が

ある反面、損失が拡大する可能性があります 

 

(5) 複数の建玉および注文を保有する事により、発注し



  5  

現 行 変更後 

した注文の処理が遅れる場合があります。 

 

(8) 取引画面に表示されている損益には金利調整額・

貸株料調整額・分配相当額は加味されておりません。 

 

(9) 自動売買で発注された注文の変更・取消しには、

売買方針等によって制限があります。（中 略） 

 

(10) 取引開始または終了直前の注文取消しや発注

は、全部または一部の注文の取消し・約定が行われな

い場合があります。（中 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。（中 

略） 

 

(14) カウンター（「カウンター」とは、 初の新規注

文に対する決済注文約定後、「当該決済注文の約定価

格からあらかじめ指定した値幅」または「あらかじめ

指定した価格」により、再度自動で行う新規の指値注

文をいいます。以下、同様。）（中 略） 

 

(15) 指値注文は、月曜日の取引開始時、および日次処

理後の取引再開時などを除いて指定価格で約定しま

す。（中 略） 

 

（追 加） 

 

(16) 自動売買で発注された注文の変更・取消には、売

買方針等によって制限がございます。自動売買の仕組

みや操作方法については、必ず当社ホームページおよ

びトライオートETF 操作マニュアルをご覧ください 

 

（省 略） 

 

７．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情

受付・苦情処理・紛争解決 

(1)        （省 略） 

 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の

概要 

①店頭外国為替証拠金取引 

た注文の処理が遅れる場合があります。 

 

(6) 取引画面に表示されている損益には金利調整額・貸

株料調整額・分配相当額は加味されておりません。 

 

(7) 自動売買で発注された注文の変更・取消しには、売

買方針等によって制限があります。（中 略） 

 

(8) 取引開始または終了直前の注文取消しや発注は、全

部または一部の注文の取消し・約定が行われない場合が

あります。（中 略） 

 

(9) 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。 

 

 

(10) 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。 

 

(11) 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。（中 略） 

 

 

(12) カウンター（「カウンター」とは、 初の新規注文

に対する決済注文約定後、「当該決済注文の約定価格か

らあらかじめ指定した値幅」または「あらかじめ指定し

た価格」により、再度自動で行う新規の指値注文をいい

ます。以下、同様。）（中 略） 

 

(13) 指値注文は、月曜日の取引開始時、および日次処

理後の取引再開時などを除いて指定価格で約定します。

（中 略） 

 

(14) 取引画面のチャート価格は参考値となります。 

 

(15) 自動売買で発注された注文の変更・取消には、売

買方針等によって制限がございます。自動売買の仕組み

や操作方法については、必ず当社ホームページおよびト

ライオート ETF 操作マニュアルをご覧ください 

 

（現行どおり） 

 

７．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受

付・苦情処理・紛争解決 

(1)       （現行どおり） 

 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 

 

①店頭外国為替証拠金取引 
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現 行 変更後 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取

引「トライオートFX」および「FX24」「シストレ24」

について、オンライン取引を提供させていただいて

おります。なお、「シストレ24」については、投資助

言業に該当します。 

 

②～③      （省 略） 

 

④取引所株価指数証拠金取引 

東京金融取引所で行われる取引所株価指数証拠金取

引「くりっく株365」について、オンライン取引を提

供させていただいております。 

 

（以下省略） 

 

以上 

 

2020 年４月１日 

 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引

「トライオート FX」および「シストレ 24」について、

オンライン取引を提供させていただいております。な

お、「シストレ 24」については、投資助言業に該当しま

す。 

 

②～③      （現行どおり） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（以下現行どおり） 

 

以上 

 

2020 年９月２１日 

 

 


