「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
（2021 年 11 月 8 日）
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（省 略）
重要事項の説明（枠内）
店頭CFD取引について

（現行どおり）
重要事項の説明（枠内）
店頭CFD取引について

（省 略）
・本取引の取引手数料については、すべて無料です。

（現行どおり）
・本取引の取引に係る手数料については、すべて無料
です。

（省 略）
ロスカットについて

（現行どおり）
ロスカットについて

（省 略）

（現行どおり）

・急激な相場変動時においては、定められた比率を大き ・急激な相場変動時においては、定められた有効比率を
く割り込んでロスカットされる場合があります。また、 大きく割り込んでロスカットされる場合があります。ま
証拠金預託額以上の損失が発生する場合もあります。
た、証拠金預託額以上の損失が発生する場合もありま
す。
（省 略）
店頭 CFD 取引のリスクについて

（現行どおり）
店頭 CFD 取引のリスクについて

（省 略）

（現行どおり）

・原資産であるETFは、基準価格が対象となる指標に連
動することを目指して運用されますが、運用上、基準
価格と対象指標が乖離することがあります。なお、原
資産の市場の急変時などには、対象指標による運用が
困難になる場合もあります。

・原資産であるETFは、基準価格が対象となる指標に連
動することを目指して運用されますが、運用上、基準
価格と対象指標が乖離することがあります。また、原
資産の市場の急変時などには、対象指標による運用が
困難になる場合もあります。
なお、ETNはETFと異なり、裏付けとなる現物資産を保
有しません。裏付けとなる現物資産を保有しないこと
により、発行体の財務状況の悪化や倒産などの影響
で、ETNの価格が下落し無価値となる可能性がありま
す。
・本取引は、株式の分割・併合により調整金が発生す
る場合があります。

店頭 CFD 取引の仕組みについて

店頭CFD取引の仕組みについて

１. 本取引の概要
１. 本取引の概要
本取引は、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に 本取引は、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に
預けることにより、実際の資金よりも大きな取引が可能 預けることにより、実際の資金よりも大きな取引が可能
となる取引です。取引方法は、買付けた ETF を転売し、も となる取引です。取引方法は、買付けた銘柄を転売し、も
しくは、売付けた ETF を買戻して決済する差金決済方式 しくは、売付けた銘柄を買戻して決済する差金決済方式
です。
です。
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（省 略）
２. 本取引のルールおよび仕組みについて

（現行どおり）
２. 本取引のルールおよび仕組みについて

（省 略）
(2) 取引時間

（現行どおり）
(2) 取引時間

（省 略）
表 「銘柄」
国内ETF
米国ETF

（現行どおり）
表 「銘柄」
国内銘柄
米国銘柄

（省 略）

（現行どおり）

(3) 取引可能日
(3) 取引可能日
取引時間内でカバー先との相対取引が可能である場合、 取引時間内でカバー先との相対取引が可能である場合、
米国ETFであれば国内の銀行等金融機関の休業日であっ 米国銘柄であれば国内の銀行等金融機関の休業日であっ
ても、原則として本取引をご利用いただけます。
ても、原則として本取引をご利用いただけます。
（省 略）
(4) 取引の種類
①マニュアル注文
手動売買での裁量取引です。

（現行どおり）
(4) 取引の種類
①手動売買
お客様がご自身の裁量で行う取引です。

（省 略）

（現行どおり）

③マネーハッチ（積立自動売買）
③積立自動売買（マネーハッチ）
当社が用意する投資スタイルの中から、お客様に自動売 当社が用意する投資スタイルの中から、お客様に自動売
買を選択していただき、積立拘束金（マネーハッチ画面の 買を選択していただき、積立拘束金（マネーハッチ画面の
次回投資分）の範囲内で、毎週、対象のETFを購入する取 次回投資分）の範囲内で、毎週、対象の銘柄を購入する取
引です。積立自動売買で新規建玉したETFの決済、決済後 引です。積立自動売買で新規建玉した銘柄の決済、決済後
の再建玉は、それぞれの自動売買のルールに従って自動 の再建玉は、それぞれの自動売買のルールに従って自動
的に取引が行われます。
的に取引が行われます。
（省 略）
(5) 取引の方法

（現行どおり）
(5) 取引の方法

（省 略）
③取引サイズ
手動注文：10口（TOPIX連動ETFは100口）

（現行どおり）
③最低取引単位
手動売買：10口（TOPIX連動ETFは100口）

（省 略）
④証拠金

（現行どおり）
④証拠金

（省 略）
【出金可能額の計算方法】

（現行どおり）
【出金可能額の計算方法】

（省 略）

（現行どおり）
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※積立拘束金（マネーハッチ次回投資分）は「出金」する ※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 ことはできません。積立自動売買で新規建玉し決済した
した後に「出金可能額」に加算されます。
後に「出金可能額」に加算されます。
（省 略）
⑤レバレッジ
(a) トライオートETF口座レバレッジ

（現行どおり）
⑤レバレッジ
(a) 自動売買・手動売買

（省 略）
(b) 積立自動注文

（現行どおり）
(c) 積立自動売買（マネーハッチ）

（省 略）
⑥手数料・コーポレートアクション等
(a) 取引手数料
取引手数料はすべて無料です。

（現行どおり）
⑥手数料・コーポレートアクション等
(a) 取引に係る手数料
取引に係る手数料はすべて無料です。

（省 略）

（現行どおり）

(e) 株式併合
(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 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。
えた場合、併合比率に応じて建玉が減少します。
※分割、併合により、端数のポジションが発生した場合、※株式の分割・併合により整数口数とならない建玉につ
権利付最終日の終値にて算出した処理価格にて決済し、 いては、当社任意のタイミングにて決済を行い、発生した
証拠金へ充当いたします。
決済差損益金を証拠金預託額に反映いたします。
（省 略）

（現行どおり）

⑦取引の方法
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 本取引は、当社が指定する国内、国外のETFまたはETNを店
てお取引いただきます。
頭CFDとしてお取引いただきます。
（省 略）
(a) トライオートETFの注文の指示

（現行どおり）
(a) トライオート ETF の注文の指示

（省 略）
①ETFの銘柄

（現行どおり）
①銘柄

（省 略）
(c) 自動売買の停止および再開

（現行どおり）
(c) 自動売買の停止および再開

（省 略）

（現行どおり）

※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。

※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、自動売買による建玉は、手動売買注文で決済
注文を発注することが可能です。
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（省 略）

（現行どおり）

(d) 積立自動売買の注文指示
(d) 積立自動売買の注文指示
積立自動売買の注文指示は、当社が上記必要事項をあら 積立自動売買の注文指示は、当社があらかじめ設定した
かじめ設定した投資スタイルをお客様が選択し指示する 投資スタイルをお客様が選択し指示するものとします。
ものとします。
（省 略）
(e) 積立自動売買の停止および再開

（現行どおり）
(e) 積立自動売買の停止および再開

（省 略）

（現行どおり）

※積立原資が入金され、積立拘束金（マネーハッチ次回
投資分）が発注時の証拠金を満たした場合、自動で新た
な積立自動売買注文が発注されます。また、マネーハッ
チ画面または取引画面から積立自動売買のポジションを
マニュアル注文で決済することができます。

※積立原資が入金され、積立拘束金（マネーハッチ次回
投資分）が発注時の証拠金額を満たした場合、自動で新
たな積立自動売買注文が発注されます。また、マネーハ
ッチ画面または取引画面から積立自動売買による建玉を
手動売買注文で決済することができます。

(f) 取引の成立
お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引ツール
で確認することができ、積立自動売買の取引は、マネー
ハッチでも確認することができます。

(f) 取引の成立
お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引ツール
で確認することができ、積立自動売買の取引は、マネー
ハッチ画面でも確認することができます。

（省 略）

（現行どおり）

(6) 注文の種類・方法

(6) 注文の種類・方法
（省 略）

②指値注文

（現行どおり）
②指値注文

（省 略）

（現行どおり）

ただし、発注時の指定価格と当社価格が同価格の場合、
当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始
します。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）
。

ただし、発注時の指定価格と表示価格が同価格の場合、
当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始
します。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表示価格
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表示
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（いずれの場合も表示価格よりも不利に
約定します）。

（省 略）

（現行どおり）

③逆指値注文

③逆指値注文
（省 略）

（現行どおり）

ただし、発注時の指定価格と当社価格が同価格の場合、 ただし、発注時の指定価格と表示価格が同価格の場合、
当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始 当社が受注した時点の次の配信価格から約定判定を開始
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します。
「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）。

します。「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表示価格が指
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
に表示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）

（省 略）

（現行どおり）

⑦両建注文
⑦両建注文
注文は全て新規注文となります。
注文は全て新規注文となります。
売建玉（買建玉）を保有している状態で、同じ銘柄の買建 売建玉（買建玉）を保有している状態で、同一銘柄の買
玉（売建玉）を保有することができます。
建玉（売建玉）を保有することができます。
（省 略）
⑨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：

（現行どおり）
⑨注文の有効期限
注文の有効期限は、
・自動売買：無期限
・積立自動売買（マネーハッチ）：無期限
・手動売買：

（省 略）
(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。

（現行どおり）
(d) GTC（ジー・ティー・シー）
注文を取消しするまで有効となる注文です。

（省 略）
(8) ロスカットルール

（現行どおり）
(8) ロスカットルール

（省 略）
【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。

（現行どおり）
【ロスカット】
有効比率が 100％以下になった時点で、ロスカット注文
が発注されます。

（省 略）

（現行どおり）

３．
「トライオート ETF」に関する重要事項
３．「トライオート ETF」に関する重要事項
(1) 以下の場合は自動売買注文が稼働停止いたします。 (1) 以下の場合は自動売買が稼働停止いたします。
①建玉を手動決済した場合

①自動売買による建玉を手動決済した場合

（省 略）

（現行どおり）

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 ④注文照会画面から自動売買の注文を変更また取消した
合。
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 ※ ただし、ロスカット注文が執行中に新規の注文が約定
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 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
なりません。
はなりません。
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（省 略）

（現行どおり）

(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。注文がエラーとなった場合、自
動売買注文が稼働停止となり自動で再発注されません。
自動売買で成立した建玉を保有している場合は、お客様
自身で成行決済を行っていただく必要があります。

(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。注文がエラーとなった場合、自
動売買が稼働停止となり自動で再発注されません。
自動売買による建玉を保有している場合は、お客様自身
で成行決済を行っていただく必要があります。

（省 略）

（現行どおり）

(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。

(11) マネーハッチ画面から積立自動売買による建玉の
決済注文を手動売買注文で発注した場合、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。

（省 略）

（現行どおり）

(12) カウンター（
「カウンター」とは、最初の新規注文 (12) カウンター（「カウンター」とは、最初の新規注文
に対する決済注文約定後、「当該決済注文の約定価格か 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 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 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。
）およびフォロー（
「フォロー」とは、 ます。以下、同様。）およびフォロー（「フォロー」とは、
最初の新規注文に対する決済注文約定後、「当該決済注 最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に発注時の 文の約定価格からあらかじめ指定した値幅に発注時の
スプレッドを加味した価格」により再度自動で行う新規 スプレッドを加味した価格」により再度自動で行う新規
の逆指値注文をいいます。以下、同様。
）は、下記状況の の逆指値注文をいいます。以下、同様。
）は、下記状況の
場合、設定が変更され下記の通りに発注されます。
場合、設定が変更され下記の通りに発注されます。
①買い注文
・発注時に、カウンター値により発注される買い指値注
文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格
を上回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文
を逆指値注文に変更し、発注します。

①買い注文
・発注時に、カウンター値により発注される買い指値注
文の指定価格と表示価格を比較し、指定価格が表示価格
を上回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文
を逆指値注文に変更し、発注します。

（省 略）

（現行どおり）

・発注時に、フォロー値により発注される買い逆指値注文 ・発注時に、フォロー値により発注される買い逆指値注
の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格を 文の指定価格と表示価格を比較し、指定価格が表示価格
下回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注文 を下回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注
を指値注文に変更し、発注します。
文を指値注文に変更し、発注します。
（省 略）

（現行どおり）

②売り注文の場合
・発注時に、カウンター値により発注される売り指値注
文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格
を下回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文
を逆指値注文に変更し、発注します。

②売り注文
・発注時に、カウンター値により発注される売り指値注
文の指定価格と表示価格を比較し、指定価格が表示価格
を下回っていた場合、システムが自動的に当該指値注文
を逆指値注文に変更し、発注します。

（省 略）

（現行どおり）

・発注時に、フォロー値により発注される売り逆指値注 ・発注時に、フォロー値により発注される売り逆指値注
文の指定価格と当社価格を比較し、指定価格が当社価格 文の指定価格と表示価格を比較し、指定価格が表示価格
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を上回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注 を上回っていた場合、システムが自動的に当該逆指値注
文を指値注文に変更し、発注します。
文を指値注文に変更し、発注します。
（省 略）

（現行どおり）

(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。
指値の条件を最初に満たした価格が指定価格と離れてい
た場合でも指定価格で約定するため、指定価格と最初に
条件を満たした価格の差額は、お客様にとって不利な価
格差となります。

(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。
指値注文の条件を最初に満たした価格が指定価格と離れ
ていた場合でも指定価格で約定するため、指定価格と最
初に条件を満たした価格の差額は、お客様にとって不利
な価格差となります。

（省 略）

（現行どおり）

５．本取引のリスクについて

５．本取引のリスクについて

（省 略）

（現行どおり）

(2) 価格変動リスク
本取引は、国内・海外ETFの価格を対象とする商品であ
り、対象となる原資産の価格変動もしくは外国為替の価
格の変動または経済指標、政治情勢等さまざまな要因に
より、価格が変動しますので、お客様が損失を被る可能
性があります。

(2) 価格変動リスク
本取引は、国内・海外 ETF または ETN の価格を対象とす
る商品であり、対象となる原資産の価格変動もしくは外
国為替の価格の変動または経済指標、政治情勢等さまざ
まな要因により、価格が変動しますので、お客様が損失
を被る可能性があります。

（省 略）

（現行どおり）

６．本取引に関する用語解説

６．本取引に関する用語解説

（省 略）
(22)任意証拠金

（現行どおり）
(23)任意証拠金

（省 略）
(23)発注可能額（取引余力）

（現行どおり）
(24)発注可能額（取引余力）

（省 略）
(24)出金可能額

（現行どおり）
(25)出金可能額

（省 略）
(25)有効証拠金

（現行どおり）
(26)有効証拠金

（省 略）

（現行どおり）

(26)積立拘束額（マネーハッチ次回投資分）
積立自動売買に使用できる金額です。出金することはで
きません。
「積立自動売買注文」で、1度新規建玉し決済
した後、出金可能額に加算されます。

(27)積立拘束額（マネーハッチ次回投資分）
積立自動売買に使用できる金額です。出金することはで
きません。
「積立自動売買」で、1 度新規建玉し決済した
後、出金可能額に加算されます。

７．金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受 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
付・苦情処理・紛争解決
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（省 略）

（現行どおり）

(1) 当社の概要

(1) 当社の概要
（省 略）

（現行どおり）

⑤資本金：59億65百万円
⑥代表者氏名：代表取締役社長 川路 猛

⑤資本金：30 億円
⑥代表者氏名：代表取締役社長 川上 真人

（以下、省 略）

（以下、現行どおり）

(3) お問合せ・苦情受付窓口
(3) お問合せ・苦情受付窓口
当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付け 当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付け
ております。
ております。
サポートセンター
サポートセンター
〒103-0004 東京都中央区東日本橋１－５－６
〒103-0004 東京都中央区東日本橋１－５－６
TEL 0120-659-274
TEL 0120-659-274
受付時間：土日、元日を除く 9 時～17 時
受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土・日・元日を除く、祝
日は対応しております）

【別紙】
取引銘柄の種類

以上

以上

2021 年 6 月 28 日

2021 年 11 月 8 日
【別紙】
取引銘柄の種類

（省 略）

（現行どおり）
取引所：NYSE
銘柄名：ARKイノベーションETF（破壊的イノベーショ
ン）

（銘柄追加）

取引所：NYSE
銘柄名：iシェアーズ シルバートラスト（シルバー）
取引所：NYSE
銘柄名：S&P500恐怖指数連動ETN（恐怖指数ETN）
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