
 

 「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 

（2022 年 1月 17日） 

現 行 改正後 

店頭外国為替証拠金取引 インターネット取引説明書 

 

（省 略） 

 

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法（以

下「法」といいます）第 37 条の３の規定に基づきお客

様に交付する書面で、同法第２条第 22項に規定する店

頭デリバティブ取引のうち同項第１号もしくは第２号

に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭

外国為替証拠金取引について説明します。 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

 

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価

格の変動により損失が生ずることがあります。また、

取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイ

ントが受取りから支払いに転じることもあります。さ

らに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべ

き証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証

拠金の額を上回ることがあります。 

相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のス

プレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない

可能性があります。 

 

 

（省 略） 

 

取引に係る手数料（以下、「手数料」※といいます。）

は、マイメイトは無料です。トライオートＦＸは、

1,000通貨あたり片道 20円（税込）（0.2/米ドル/スイ

スフラン/NZドル/英ポンド/豪ドル）を上限として取

引成立と同時に徴収します。手数料は、取引数量に応

じて、また通貨の組合せにより異なります。手数料の

詳細につきましては、取引要綱をご覧ください。 

※「手数料」とはマークアップ手数料を含みます。 

 

マイメイトは、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。 

 

（省 略） 

 

カバー取引先（マイメイト） 

■Invast Financial Services Pty Ltd. 

店頭外国為替証拠金取引 インターネット取引説明書 

 

（現行どおり） 

 

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法（以

下「法」といいます）第37条の３の規定に基づきお客

様に交付する書面で、同法第２条第22項に規定する店

頭デリバティブ取引のうち同項第２号に規定する取引

に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金

取引について説明します。 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

 

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価

格の変動により損失が生ずることがあります。また、

取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイ

ントが受取りから支払いに転じることもあります。さ

らに、取引金額が預託すべき証拠金の額に比して大き

いため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあ

ります。 

相場状況の急変、経済指標発表前後、流動性の低下時

等は、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広く

なったり、意図した取引ができない可能性がありま

す。 

 

（現行どおり） 

 

取引に係る手数料（以下、「手数料」といいます。）

は、マイメイトは無料です。トライオートＦＸは、自

動売買取引の場合、1,000通貨あたり片道20円（税込）

（0.2/米ドル/スイスフラン/NZドル/英ポンド/豪ド

ル）を上限として取引成立と同時にマークアップ手数

料として徴収します。手数料は、取引数量に応じて、

また通貨の組合せにより異なります。手数料の詳細に

つきましては、取引要綱をご覧ください。 

 

マイメイトは、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通貨ごとに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ます。 

 

 

（現行どおり） 

 

カバー取引先（マイメイト） 

■ドイツ銀行 



 

現 行 改正後 

（金融サービス業：オーストラリア健全性規制庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

 

店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 

当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引は、金融商品

取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物

取引業協会の規則を遵守して行います。 

 

【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

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、買付けた通貨ペアを転売

し、もしくは、売付けた通貨ペアを買戻して決済する差

金決済方式です。本取引の発注については、パソコンも

しくはスマートフォンから自動売買および手動売買（お

客様がご自身の裁量で行う売買）によって行うことがで

きます。 

※自動売買について詳しくは当社ホームページ等をご

覧ください。 

 

 

☆取引の方法 

 

（省 略） 

 

ｂ．当社は、通貨の組合せごとにビッド価格とアスク価

格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買い付け、ビ

ッド価格で売り付けることができます。当社がお客様に

提示するビッド価格とアスク価格は、当社がカバー先か

らの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自

の価格です。ビッド価格とアスク価格には価格差（スプ

レッド）があり、アスク価格はビッド価格に比べて常に

高い価格となります。なお、スプレッドは、相場急変時

や経済指標発表前後、流動性の低下時等は拡大すること

があります。また、下記の場合にはレート配信の停止や

注文受付を中断するなどにより、意図した取引ができな

い可能性があります。 

１．ウェリントンクローズからニューヨーククローズま

でのニュージーランド絡みの通貨ペアは、正常なレート

を当社に配信するカバー先が2社未満となった際、上記

（銀行業：ドイツ連邦金融監督局） 

■ユービーエス・エージー 

（銀行業：スイス連邦金融市場監督機構） 

■ＪＰモルガン•チェース•バンクN.A. 

（銀行業：米国の金融監督庁） 

■クレディ•スイスAG 

（銀行業：スイス連邦金融市場監督機構） 

■エックス・ティー・エックス・マーケッツ・リミテ

ッド(XTX Markets Limited) 

（リクイディティプロバイダー：英金融行為機構およ

び英健全性規制機構） 

■Invast Financial Services Pty Ltd. 

（金融サービス業：オーストラリア健全性規制庁） 

 

（現行どおり） 

 

店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 

当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引は、法その他

の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の

規則を遵守して行います。 

 

【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、買付けた通貨ペア

を転売し、もしくは、売付けた通貨ペアを買戻して決

済する差金決済方式です。本取引の発注については、

パソコンもしくはスマートフォンから自動売買および

手動売買（お客様がご自身の裁量で行う売買）によっ

て行うことができます。 

※自動売買について詳しくは当社ホームページ等をご

覧ください。 

※マイメイトの手動売買は、決済注文のみです。 

 

☆取引の方法 

 

（現行どおり） 

 

ｂ．当社は、通貨の組合せごとにビッド価格とアスク

価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買い付

け、ビッド価格で売り付けることができます。当社が

お客様に提示するビッド価格とアスク価格は、カバー

先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した

独自の価格です。ビッド価格とアスク価格には価格差

（スプレッド）があり、アスク価格はビッド価格に比

べて常に高い価格となります。なお、スプレッドは、

相場急変時や経済指標発表前後、流動性の低下時等は

拡大することがあります。また、下記の場合にはレー

ト配信の停止や注文受付を中断するなどにより、意図

した取引ができない可能性があります。 

１．相場急変などにより、当社にレートを供給するカ

バー先からの流動性が著しく減少した場合。 

 



 

現 行 改正後 

以外の時間帯は正常なレートを当社に配信するカバー

先が3社未満となった際など、レートの配信元が著しく

減少した場合（マイメイトを除く）。 

 

（省 略） 

 

ｄ．通貨の転売もしくは買戻しによる決済を行わない場

合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして

翌営業日に繰り越します。 

 

（省 略） 

 

☆証拠金 

（１）証拠金の差入れ 

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、（２）の

証拠金額以上の額を、当社に差し入れてください。 

 

（省 略） 

 

（３）出金 

お客様のご出金につきましては、当社の出金指示フォ

ームより行ってください。出金指示フォームに表示さ

れる出金可能額の範囲で出金を承ります。出金可能額

の計算については、各サービスの取引要綱をご覧くだ

さい。なお、出金日については当社ホームページをご

覧ください。 

（４）差損益金およびスワップポイントの取扱い 

 

（省 略） 

 

（マイメイト） 

差損益金は、発生日に取引口座に反映されます。スワ

ップポイントは、当該建玉の決済時に建玉の保有期間

に発生したスワップポイントの合計額が取引口座に反

映されます。 

なお、スワップポイントの取引口座への反映は、取引

開始後に順次行いますので、お客様毎に反映時間が異

なる場合があります。 

 

（省 略） 

 

（５）ロスカットの取扱い 

当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率の確認を行

い、有効比率が当社所定の比率に達した場合、下記の

通り対応します。 

 

 

（省 略） 

 

（マイメイト） 

評価損が大きい建玉から順に強制決済（ロスカット）

します。 

※有効比率が 100％超になるまで強制決済が実施され

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

ｄ．建玉の転売もしくは買戻しによる決済を行わない場

合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして

翌営業日に繰り越します。 

 

（現行どおり） 

 

☆証拠金 

（１）証拠金の差入れ 

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、（２）の

証拠金額以上の額が必要になります。 

 

（現行どおり） 

 

（３）出金 

お客様のご出金につきましては、マイページの出金指

示フォームより行ってください。出金指示フォームに

表示される出金可能額の範囲で出金を承ります。出金

可能額の計算については、各サービスの取引要綱をご

覧ください。なお、出金日については当社ホームペー

ジをご覧ください。 

（４）差損益金およびスワップポイントの取扱い 

 

（現行どおり） 

 

（マイメイト） 

差損益金は、発生日に取引口座に反映されます。スワ

ップポイントは、当該建玉の決済時に建玉の保有期間

に発生したスワップポイントの合計額が取引口座に反

映されます。 

なお、スワップポイントの取引口座への反映は、システ

ムのタイミングによりお客様ごとに反映時間が異なる

場合があります。 

 

（現行どおり） 

 

（５）ロスカットの取扱い 

当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率の確認を行

い、有効比率が当社所定の比率に達した場合、下記の

通り、ロスカット取引を執行します。 

 

 

（現行どおり） 

 

（マイメイト） 

建玉が複数ある場合、評価損（円換算額）が大きい建

玉から順に強制決済（ロスカット）します。有効比率

が100％超に回復した時点でロスカットの処理は終了し



 

現 行 改正後 

ます。 

※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済さ

れます。 

 

 

 

なお、カバー先からのレート配信の停止やシステム障

害などにより、当社からお客様へのレート配信が停止

した場合、レート配信再開時の価格は停止時の価格か

ら大きく乖離する可能性があります。このため、急激

な相場変動やレート配信再開時の価格によっては、預

託資金以上の損失が発生する可能性があります。預託

資金以上の損失が発生した場合、損失額と預託資金の

差額を直ちにご入金いただく必要があります。 

 

（省 略） 

 

店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 

 

（省 略） 

 

（１）取引の開始 

お客様は当社と取引を行うに際し、契約約款第１条の

規定に従って当社に口座を開設していただきます。 

 

 

 

（省 略） 

 

（２）注文の指示事項 

 

（省 略） 

 

※注文の有効期限は各サービスの取引要綱をご覧くだ

さい。 

※マイメイトの自動売買注文については、上記必要事

項をお客様の設定をもとにシステムが自動的に指示す

るものとします。設定について詳しくは当社ホームペ

ージをご覧ください。 

 

（省 略） 

 

（５）両建て取引について 

本取引において、両建て取引をお客様の指定するとこ

ろに従い行うことは可能ですが、両建て取引は、スワ

ップポイントが損計算になること、売買価格差や証拠

金を二重に負担することなど、経済的合理性を欠くお

それがある取引であることにご留意ください。 

（６）取引の成立 

注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したとき

は、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報

告書等をお客様に交付します。 

 

ます。 

※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済さ

れます。 

※取引の安全のため、ロスカットが発生した建玉を保

有しているエージェントの稼働を停止します。 

 

なお、カバー先からのレート配信の停止やシステム障

害などにより、当社からお客様へのレート配信が停止

した場合、レート配信再開時の価格は停止時の価格か

ら大きく乖離する可能性があります。このため、急激

な相場変動やレート配信再開時の価格によっては、証

拠金以上の損失が発生する可能性があります。証拠金

以上の損失が発生した場合、損失額と証拠金の差額を

直ちにご入金いただく必要があります。 

 

（現行どおり） 

 

店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 

 

（現行どおり） 

 

（１）取引の開始 

お客様は当社と取引を行うに際し、店頭外国為替証拠

金取引 契約約款（以下、「契約約款」といいます）第

１条の規定に従って当社に口座を開設していただきま

す。 

 

（現行どおり） 

 

（２）注文の指示事項 

 

（現行どおり） 

 

※注文の有効期限はトライオート FXの取引要綱をご覧

ください。 

※マイメイトの自動売買注文については、お客様の設

定をもとにシステムが自動的に指示するものとしま

す。設定について詳しくは当社ホームページをご覧く

ださい。 

 

（現行どおり） 

 

（５）両建て取引について 

本取引において、両建て取引を行うことは可能です

が、両建て取引は、スワップポイントが損計算になる

こと、売買価格差や証拠金を二重に負担することな

ど、経済的合理性を欠くおそれがある取引であること

にご留意ください。 

（６）取引の成立 

注文をした本取引が成立したときは、当社は成立した

取引の内容を明らかにした取引報告書等をお客様に交

付します。 

 



 

現 行 改正後 

（省 略） 

 

（10）当社からの通知や報告書の内容は必ずご確認の

上、万一、記載内容に相違または疑義がある場合は、

速やかに当社までご連絡ください。特に、取引の都度

交付する書面の内容は、その報告書の作成基準日の翌

営業日までに、ご照会や異議の申し立て等がない場合

には、その内容にてお客様がご了承いただいたものと

します。 

サポートセンター TEL 0120-659-274 （受付時間：土

日、元日を除く 9 時 ～ 17 時） 

 

 

（省 略） 

 

☆禁止行為 

 

（省 略） 

 

（15）金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属す

る金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その

他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の

手段により取得する行為。 

 

（省 略） 

 

☆本取引に関する用語解説 

 

（省 略） 

 

（６）逆指値（ストップ）注文 

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

に売買値段を指定する注文です。この注文は、市場で

指定値段がつくと成行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。 

 

（省 略） 

 

（13）指値（リミット）注文 

価格の限度（売りであれば最低値段、買いであれば最

高値段）を示して行う注文をいいます。 

 

 

（省 略） 

 

（20）約定（やくじょう） 

取引が成立することです。（約定日＝成立した日・約定

値段＝成立した値段） 

 

（省 略） 

 

（23）ロスカット 

（現行どおり） 

 

（10）当社からの通知や報告書の内容は必ずご確認の

上、万一、記載内容に相違または疑義がある場合は、

速やかに当社までご連絡ください。特に、取引の都度

交付する書面の内容は、その報告書の作成基準日の翌

営業日までに、ご照会や異議の申し立て等がない場合

には、その内容にてお客様がご了承いただいたものと

します。 

サポートセンター TEL：0120-659-274 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。） 

 

（現行どおり） 

 

☆禁止行為 

 

（現行どおり） 

 

（15）金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属す

る金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その

他の証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の

手段により取得する行為。 

 

（現行どおり） 

 

☆本取引に関する用語解説 

 

（現行どおり） 

 

（６）逆指値（ストップ）注文 

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

に売買価格を指定する注文です。この注文は、市場で

指定価格がつくと成行注文に変わりますので、指定価

格で売買できない場合もあります。 

 

（現行どおり） 

 

（13）指値（リミット）注文 

売買注文を出すときに「いくら以下なら買いたい、い

くら以上なら売りたい」というように価格を指定する

注文です。 

 

（現行どおり） 

 

（20）約定（やくじょう） 

取引が成立することです。（約定日＝成立した日・約定

価格＝成立した価格） 

 

（現行どおり） 

 

（23）ロスカット 



 

現 行 改正後 

お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取

引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に

決済することをいいます。 

 

（省 略） 

 

☆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）当社の概要 

①商号：インヴァスト証券株式会社 

②住所：東京都中央区東日本橋一丁目５番６号 

③登録番号：関東財務局長（金商）第 26号 

④設立年月日：1960年８月 10日 

⑤資本金：30億円 

⑥業務の種類：第一種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業 

投資助言業 

⑦加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会、日本

証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 

 

 

（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 

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」、「マイメイト」について、オン

ライン取引を提供しています。なお、「マイメイト」に

ついては、投資助言業にも該当します。 

②取引所為替証拠金取引 

東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「く

りっく 365」について、オンライン取引を提供してい

ます。 

③ＣＦＤ（店頭デリバティブ）取引 

当社とお客様とが相対で行う CFD（店頭デリバティ

ブ）取引「トライオートＥＴＦ」について、オンライ

ン取引を提供しています。 

 

（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

付けております。 

サポートセンター 

〒105-0003 東京都中央区東日本橋一丁目５番６号 

TEL 0120-659-274 （受付時間：土日、元日を除く 9時 

～ 17時） 

 

（省 略） 

 

2021年10月25日 

 

トライオートFX 取引要綱 

2021年10月25日 

枠内 

 

お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取

引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的

に決済することをいいます。 

 

（現行どおり） 

 

☆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）当社の概要 

①商号：インヴァスト証券株式会社 

②住所：東京都中央区東日本橋一丁目5番6号 

③登録番号：関東財務局長（金商）第26号 

④設立年月日：1960年8月10日 

⑤資本金：30億円 

⑥代表者氏名：代表取締役社長 川上 真人 

⑦業務の種類：第一種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業 

投資助言業 

⑧加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会、日本

証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 

 

（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 

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」、「マイメイト」のオンライン取

引を提供しています。なお、「マイメイト」は、投資助

言業にも該当します。 

②取引所為替証拠金取引 

東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「く

りっく365」のオンライン取引を提供しています。 

 

③店頭CFD（店頭デリバティブ）取引 

当社とお客様とが相対で行う店頭CFD（店頭デリバティ

ブ）取引「トライオートETF」のオンライン取引を提供

しています。 

 

（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

付けております。 

サポートセンター 

〒105-0003 東京都中央区東日本橋一丁目5番6号 

TEL 0120-659-274 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。） 

 

（現行どおり） 

 

2022年1月17日 

 

トライオートFX 取引要綱 

2022年1月17日 

枠内 

 



 

現 行 改正後 

（省 略） 

 

取引時間 

≪通常期間（下記以外の期間）≫ 

 

（省 略） 

 

必要証拠金の算出方法 

 

（省 略） 

 

※個人、法人ともに両建て時の必要証拠金は、通貨ペ

アごとに、売りポジションと買いポジションのそれぞ

れの必要証拠金額を比較し大きい方の額となります。 

 

 

（省 略） 

 

手数料 

 

（省 略） 

 

※自動売買を手動決済した場合も上記手数料が発生し

ます。 

 

（省 略） 

 

ロスカットの注意事項 

 

（省 略） 

 

・ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時

の相場状況（流動性の低下、カバー先との注文状況な

ど）や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数

などにより、必ずしも上記「確認間隔」のとおりに処

理が完了するとは限りません。そのため、決済される

レートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約

定することがあり、預託資金以上の損失が発生する可

能性があります。 

・預託資金以上の損失が発生した場合、お客様は当社

に対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議

なく承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いた

だくものとします。 

 

（省 略） 

 

注文等の上限 

≪手動（マニュアル）売買≫ 

一回あたりの最大発注可能数量は以下の通りです。 

通貨ペア   最大発注可能数量 

 

（省 略） 

 

（現行どおり） 

 

取引時間 

≪通常期間（11月第一日曜日～3月第二日曜日）≫ 

 

（現行どおり） 

 

必要証拠金の算出方法 

 

（現行どおり） 

 

※個人、法人ともに両建て時の必要証拠金は、通貨ペ

アごとに、売りポジションと買いポジションのそれぞ

れの必要証拠金額を比較し大きい方の金額となりま

す。 

 

（現行どおり） 

 

手数料 

 

（現行どおり） 

 

※自動売買注文を手動決済した場合も上記手数料が発

生します。 

 

（現行どおり） 

 

ロスカットの注意事項 

 

（現行どおり） 

 

・ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時

の相場状況（流動性の低下、カバー先との注文状況な

ど）や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数

などにより、必ずしも上記「確認間隔」の通りに処理

が完了するとは限りません。そのため、決済されるレ

ートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定

することがあり、証拠金以上の損失が発生する可能性

があります。 

・証拠金以上の損失が発生した場合、お客様は当社に

対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議な

く承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いただ

くものとします。 

 

（現行どおり） 

 

注文等の上限 

≪手動（マニュアル）売買≫ 

一回あたりの発注上限数量は以下の通りです。 

通貨ペア   発注上限数量 

 

（現行どおり） 

 



 

現 行 改正後 

【注文の種類と約定方法】 

 

（省 略） 

 

指値注文 

 

（省 略） 

 

（例） 

①自動売買で、米ドル/円を新規注文100円の買い指

値、売り決済指値注文100.10円で設定 

②米ドル/円の100円の買い指値が発注 

③当社アスク価格が100円を提示 

④100円の買い新規指値注文が約定 

⑤当社ビッド価格が100.20円を提示 

⑥100.10円の売り指値注文を発注 

⑦当社価格＞売り決済指値価格のため、指値価格の

100.10円で決済注文が成立 

 

（省 略） 

 

逆指値注文 

 

（省 略） 

 

（例） 

①自動売買で、米ドル/円を新規注文100円の買い指

値、売り決済逆指値注文99.90円で設定 

②米ドル/円の100円の買い指値が発注 

③当社アスク価格が100円を提示 

④100円の買い新規指値注文が約定 

⑤当社ビッド価格が99.80円を提示 

⑥99.90円の売り逆指値注文を発注 

⑦当社価格＜売り決済逆指値価格のため、当社価格の

99.80円で決済注文が成立 

 

（省 略） 

 

（新 設） 

 

 

 

（省 略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

 

【注文の種類と約定方法】 

 

（現行どおり） 

 

指値注文 

 

（現行どおり） 

 

（例） 

①自動売買で、米ドル/円を新規注文100円の買い指

値、売り決済指値注文100.10円で設定 

②米ドル/円の100円の買い指値注文を発注 

③当社アスク価格が100円を提示 

④100円の買い新規指値注文が約定 

⑤当社ビッド価格が100.20円を提示 

⑥100.10円の売り指値注文を発注 

⑦「当社価格＞売り決済の指定価格」のため、指定価

格の100.10円で決済注文が成立 

 

（現行どおり） 

 

逆指値注文 

 

（現行どおり） 

 

（例） 

①自動売買で、米ドル/円を新規注文100円の買い指

値、売り決済逆指値注文99.90円で設定 

②米ドル/円の100円の買い指値注文を発注 

③当社アスク価格が100円を提示 

④100円の買い新規指値注文が約定 

⑤当社ビッド価格が99.80円を提示 

⑥99.90円の売り逆指値注文を発注 

⑦「当社価格＜売り決済の逆指値の指定価格」のた

め、当社価格の99.80円で決済注文が成立 

 

（現行どおり） 

 

IFD（イフダン）注文 

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。 

 

（現行どおり） 

 

IFO（イフダンオーシーオー）注文 

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。 

 

（現行どおり） 

 



 

現 行 改正後 

【カバー方式と約定ルール】 

 

（省 略） 

 

（３）先カバー方式による約定は、当社レート履歴に記

載のない不利なレートで約定する場合があります。この

際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖

離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したもの

よりも大幅に拡大し、証拠金預託額を上回る損失が発生

することがあります。 

（４）マークアップ幅はマーケット状況により変動しま

す。また、当社は個人、法人を問わず、店頭外国為替証

拠金取引契約約款第28条第４項にしたがって、個別のお

客様の約定方法を後カバー方式から先カバー方式に変

更する場合があります。 

 

（省 略） 

 

【トライオートFXの自動売買に関する重要事項】 

 

（７）        （省 略） 

 

②売り注文の場合 

 

（省 略） 

 

マイメイト 取引要綱 

2020年 7月 27日 

枠内 

 

（省 略） 

 

取引時間 

≪通常期間（下記以外の期間）≫ 

 

（省 略） 

 

取扱通貨ペア 

米ドル/円 

ユーロ/円 

英ポンド/円 

豪ドル/円 

カナダドル/円 

スイスフラン/円 

NZ ドル/円 

南アランド/円 

トルコ/円 

メキシコペソ/円 

ユーロ/米ドル 

豪ドル/米ドル  

英ポンド/米ドル 

米ドル/スイスフラン 

NZ ドル/米ドル 

【カバー方式と約定ルール】 

 

（現行どおり） 

 

（３）先カバー方式による約定は、当社レート履歴に記

載のない不利なレートで約定する場合があります。この

際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖

離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したもの

よりも大幅に拡大し、証拠金額を上回る損失が発生する

ことがあります。 

（４）マークアップ幅はマーケット状況により変動し

ます。また、当社は個人、法人を問わず、契約約款第

28条第５項にしたがって、個別のお客様の約定方法を

後カバー方式から先カバー方式に変更する場合があり

ます。 

 

（現行どおり） 

 

【トライオート FXの自動売買に関する重要事項】 

 

（７）       （現行どおり） 

 

②売り注文 

 

（現行どおり） 

 

マイメイト 取引要綱 

2022年1月17日 

枠内 

 

（現行どおり） 

 

取引時間 

≪通常期間（11月第一日曜日～3月第二日曜日）≫ 

 

（現行どおり） 

 

取扱通貨ペア 

米ドル/円 

ユーロ/円 

英ポンド/円 

豪ドル/円 

カナダドル/円 

スイスフラン/円 

NZドル/円 

南アランド/円 

（削 除） 

（削 除） 

ユーロ/米ドル 

豪ドル/米ドル  

英ポンド/米ドル 

米ドル/スイスフラン 

NZドル/米ドル 



 

現 行 改正後 

ユーロ/英ポンド 

ユーロ/豪ドル 

豪ドル/NZドル 

 

（省 略） 

 

最小売買単位 

5,000通貨（南アランド/円、メキシコペソ/円は

50,000 通貨） 

 

（新 設） 

 

 

 

（省 略） 

 

必要証拠金の算出方法 

≪個人≫ 

各通貨ペアの基準価格（毎営業日の終値)を基に取引額

の 4％以上となるように翌営業日の必要証拠金額を算

出。 

≪法人≫ 

時価評価額×為替リスク想定比率 

※為替リスク想定比率とは、金融先物取引業協会が過

去の価格の値動きを元に算出する証拠金率です。毎

週、金曜日に発表され、翌々週に適用。 

※両建て時の必要証拠金は、同一通貨ペアの売建玉と

買建玉の証拠金額を比較し、金額の多い方のみ証拠金

として必要となります。 

 

 

 

 

 

出金可能額の算出方法 

証拠金預託額－必要証拠金額の金額 

※評価損が発生している場合は上記金額から評価損の

金額が差引かれます。 

 

 

 

 

 

手数料 

新規・決済注文ともに無料です。 

 

 

 

アラートメール 

 

（省 略） 

 

※アラートメールは、日次処理終了後、初めてプレア

ユーロ/英ポンド 

ユーロ/豪ドル 

豪ドル/NZドル 

 

（現行どおり） 

 

最小取引単位 

0.1Lot = 1,000通貨 

（南アランド/円は、1Lot = 10万通貨） 

 

最小取引数量 

1 Lot = 1万通貨 

（南アランド/円は 1Lot =10万通貨） 

 

（現行どおり） 

 

必要証拠金の算出方法 

≪個人≫ 

各通貨ペアの基準価格（毎営業日の終値)を基に取引額

の4％以上となるように翌営業日の必要証拠金額を算出

します。 

≪法人≫ 

各通貨ペアの毎営業日の終値に対し、為替リスク想定

比率（※1）を加味した金額（円換算額）を適用しま

す。 

※1 為替リスク想定比率とは、金融先物取引業協会が

過去の価格の値動きを元に算出する証拠金率です。毎

週、金曜日に発表され、翌々週に適用します。 

※証拠金額の変更は、保有建玉にも適用されます。 

※個人、法人ともに両建て時の必要証拠金は、通貨ペ

アごとに、売りポジションと買いポジションのそれぞ

れの必要証拠金額を比較し、大きい方の金額となりま

す。 

 

出金可能額の算出方法 

証拠金預託額－必要証拠金額の金額 

※評価損が発生している場合は上記金額から評価損(為

替評価損＋未実現スワップ評価損)の金額が差引かれま

す。 

※出金指示額は、出金指示を行った時点で有効証拠金

から差し引かれますので、建玉をお持ちの場合はロス

カット等に十分ご注意ください。 

 

手数料 

新規・決済注文ともに無料です。 

ただし、0.1Lot = 1,000通貨ごとに1円（税込）、投資

助言報酬がかかります。（スプレッドに含まれます。） 

 

アラートメール 

 

（現行どおり） 

 

※アラートメールは、日次処理終了後、初めてプレア



 

現 行 改正後 

ラートおよびアラート水準を下回った場合およびロス

カット注文執行後に改めてプレアラートおよびアラー

ト水準を下回った場合に送信されます。 

 

 

（省 略） 

 

ロスカットルール          

有効比率が 100％以下となった場合には、損失が多い

建玉から順に強制決済（ロスカット）します。 

 

 

 

 

※有効比率が 100％超になるまで強制決済が実施され

ます。 

※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済さ

れます。 

≪確認間隔≫ 

原則として約１秒の監視間隔で有効比率を確認。      

 

ロスカットの注意事項 

・お取引終了直前等、同一営業日内に建玉のロスカッ

トが執行されなかった場合は、ロスカット注文が翌営

業日に持ち越されます。 

・ロスカットが発生した自動売買は自動的に停止しま

す。 

 

 

 

 

・ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時

の相場状況（流動性の低下、カバー先との注文状況な

ど）や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数

などにより、必ずしも上記【確認間隔】のとおりに処

理が完了するとは限りません。そのため、決済される

レートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約

定することがあり、預託資金以上の損失が発生する可

能性があります。 

・預託資金以上の損失が発生した場合、お客様は当社

に対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議

なく承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いた

だくものとします。 

 

注文等の上限 

一回あたりの最大発注可能数量は 300万通貨（南アラ

ンド/円、メキシコペソ/円は 3,000万通貨)です。 

 

（省 略） 

 

【注文の種類と約定方法】 

注文の種類 

成行注文 

ラートおよびアラート水準を下回った場合、12時間毎

に継続してアラート水準を下回った場合およびロスカ

ット注文執行後に改めてプレアラートおよびアラート

水準を下回った場合に送信されます。 

 

（現行どおり） 

 

ロスカットルール 

有効比率が100％以下となった場合には、評価損（円換

算額）の大きい建玉から順に強制決済（ロスカット）

します。 

有効比率が100％超に回復した時点でロスカットの処理

は終了します。強制決済後、ただちにロスカット通知

メールを送信します。 

※有効比率が100％超になるまで強制決済が実施されま

す。 

※証拠金状況等によっては評価益の建玉も強制決済さ

れます。 

≪確認間隔≫ 

価格変動ごとに有効比率を確認します。 

 

ロスカットの注意事項 

（削 除） 

 

 

・ロスカットの処理をした建玉を保有しているエージ

ェントの自動売買の稼働を停止します。 

・お客様のメール受信設定によってはロスカット通知

メールが届かない場合があります。 

・保有建玉数が多い場合はロスカット完了までに時間

がかかる場合があります。 

・ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時

の相場状況（流動性の低下、カバー先との注文状況な

ど）や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数

などにより、必ずしも上記【確認間隔】の通りに処理

が完了するとは限りません。そのため、決済されるレ

ートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定

することがあり、証拠金以上の損失が発生する可能性

があります。 

・証拠金以上の損失が発生した場合、お客様は当社に

対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議な

く承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いただ

くものとします。 

 

注文等の上限 

一回あたりの最大発注可能数量は300Lot = 300万通貨

（南アランド/円は300Lot = 3,000万通貨)です。 

 

（現行どおり） 

 

（削 除） 

【注文の種類】 

成行注文のみです。価格を指定せずに発注する注文で



 

現 行 改正後 

 

 

 

 

 

約定方法 

価格を指定せずに発注する注文です。カバー先にて約

定処理を行う際の価格で約定します。そのため、レー

トの変動が大きい時等には、発注時の表示価格と乖離

した価格で注文が約定する場合があります（この価格

差はお客様にとって有利な場合もあり、不利な場合も

あります）。 

 

 

 

（省 略） 

 

（２）約定の訂正等 

マイメイトのお取引について、システム障害発生前に

お客様から受注している注文がシステム障害の影響を

受けたと当社が判断した場合、本来約定していた価格

にて約定をつける措置、あるいは本来の価格との差額

もしくは反映されるべき金額を調整金の入出金にて調 

整する措置等を実施させていただく場合があります。

詳しくは、当社ホームページ「システム障害時の対

応」をご確認ください。 

 

（省 略） 

 

【マイメイトに関する重要事項】 

 

（省 略） 

 

（２）作成した AIや選択した AIは、設定から外すこ

とができます。その際、既に自動売買で成立したポジ

ションについては、自動売買により決済されますが、

手動売買で決済することも可能です（成行注文のみ）。 

 

 

（３）１AI あたりの最大建玉は１つですが、複数の AI

を組合せた場合、利益が大きくなる可能性がある半

面、損失が増幅する可能性があります。 

 

（４） AIによる自動売買は１日１回シグナル判断を

行います。何もしないという判断も行いますので取引

しない場合もあります。また、シグナル判断時間は毎

回同じ時間とは限りません。 

 

（５） 次の場合、選択した AIは自動停止いたしま

す。 

１．建玉を手動決済した場合。 

２．建玉がロスカットされた場合。 

※ロスカットされた建玉の AIのみ停止します。 

す。部分約定はしません。 

・新規注文：エージェントによる自動売買で成行注文

のみ  

・決済注文：エージェントによる自動売買および手動

売買で成行注文のみ 

【約定の方法】 

当社のシステムに到達後、約定処理を行う際の価格で

約定します。そのため、レートの変動が大きい時等に

は、発注時の表示価格と乖離した価格で注文が約定す

る場合があります（この価格差はお客様にとって有利

な場合もあり、不利な場合もあります）。エージェント

による発注が行われた場合でも、カバー先の流動性に

よっては、提示されていない価格で約定する場合や約

定しない場合もあります。 

 

（現行どおり） 

 

（２）約定の訂正等 

マイメイトのお取引について、システム障害発生前に

お客様から受注している注文がシステム障害の影響を

受けたと当社が判断した場合の対応方法については、

当社ホームページ「システム障害時の対応」をご確認

ください。 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

【マイメイトに関する重要事項】 

 

（現行どおり） 

 

（２）作成したエージェントや選択したエージェント

は、「稼働」を停止することにより設定から外すことが

できます。稼働を停止した場合においても既に自動売

買で成立したポジションについては、自動売買により

決済されますが、手動売買で決済することも可能です

（成行注文のみ）。 

（３）１エージェントあたりの最大建玉は１つです

が、複数のエージェントを組合せた場合、利益が大き

くなる可能性がある半面、損失も大きくなる可能性が

あります。 

（４）エージェントによる自動売買は１日１回20時ご

ろとなります。お客様により設定いただいた売買方針

に基づいて「継続保有」や「何もしない」という判断

も行いますので取引しない場合もあります。また、自

動売買を行う時間は毎回同じ時間とは限りません。 

（５）次の場合、選択したエージェントは自動的に稼

働を停止いたします。 

１．建玉を手動決済した場合。 

２．建玉がロスカットされた場合。 

※ロスカット対象となる建玉を発注していたエージェ



 

現 行 改正後 

その他、システム障害等により停止する場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 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。 

１．カバー先を含むシステム間の回線が切断した場

合。 

２．カバー先からの価格配信が停止した場合。 

３.カバー先の流動性がない場合。 

４．その他、建玉制限や最大保有建玉制限などの理由

による場合。 

 

 

（省 略） 

 

（８) 決済注文がエラーとなった場合、再発注を行い

ます。そのため為替市場の動向等によっては AIのシグ

ナルが発信された時のレートから大きく乖離した価格

で約定する可能性があります。なお、一定回数エラー

になった場合は、失効となります。 

 

 

AI のシグナルによる自動売買が失効した場合、次の自

動売買の実施時間以降の同条件の売買まで自動売買が

行われません。 

例：買い建玉を保有している状態で、売り決済の自動

売買注文が失効した場合、AIの売り決済シグナルが発

生するまで、自動売買による決済注文は行われませ

ん。 

※お客様による成行決済注文は可能です（部分決済不

可）。 

（９）お客様ご自身で作成した AIによる運用の他、他

の方が作成した AIを選択することも可能です。他の方

の AIを選択した場合、AIによる取引は成行注文かつ

選択者毎に発注タイミングが異なる場合等があるた

め、約定価格等が異なる場合があります。 

（10）AIの運用成績は、将来の運用成績を保証するも

のではなく、相場の状況によっては、過去の運用成績

を大きく下回るおそれがあります。 

（11）AIの疑似的な取引成績は、シグナル配信時の配

信レートであり、実際にお客様の注文が約定した時の

価格ではありません。そのため、双方の取引履歴には

差が生じる場合があります。その他、取引履歴が相違

ントのみ停止します。 

 

３．新規注文を発注した際、証拠金不足となる発注を

した場合。 

４．新規注文を発注した際、建玉上限に抵触する発注

をした場合。 

５．システム障害等により停止する場合。 

エージェントの稼働を停止した際、建玉がない場合

は、以後、新規発注を行わず、建玉がある場合は、建

玉はエージェントの決済シグナルによって自動決済さ

れ 、以後、新規発注を行いません。また、稼働停止時

に注文中の新規注文がある場合、新規注文のキャンセ

ルは行われません。 

（６）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。 

１．カバー先金融機関を含むシステム間の回線が切断

した場合。 

２．カバー先金融機関からの価格配信が停止した場

合。 

３．カバー先金融機関の流動性がない場合。 

４．その他、建玉制限や最大保有建玉制限などの理由

による場合。 

 

（現行どおり） 

 

（８）決済注文がエラーとなった場合、再発注を行い

ます。再発注された場合、約定するまでに時間がかか

る場合があります。そのため為替市場の動向等によっ

てはエージェントのシグナルが発信された時のレート

から大きく乖離した価格で約定する可能性がありま

す。また再発注を行った結果、約定しない場合もあ

り、その場合、決済注文は失効します。 

自動売買注文が失効した場合、次の自動売買の実施時

間以降の同条件の売買まで自動売買が行われません。 

例：買建玉を保有している状態で、売決済の自動売買

注文が失効した場合、次にエージェントの売決済シグ

ナルが発生するまで、自動売買による決済注文は行わ

れません。 

 

※お客様による成行決済注文は可能です（部分決済不

可）。 

（９）お客様ご自身で作成したエージェントによる運

用の他、他のお客様が作成したエージェントを選択す

ることも可能です。他の方のエージェントを選択した

場合、エージェントによる取引は成行注文かつお客様

ごとに発注タイミングが異なる場合等があるため、約

定価格等が異なる場合があります。 

（10）エージェントの運用成績は、将来の運用成績を

保証するものではなく、相場の状況によっては、過去

の運用成績を大きく下回るおそれがあります。 

（11）エージェントの疑似的な取引成績は、シグナル

配信時の配信レートであり、実際にお客様の注文が約

定した時の価格ではありません。そのため、双方の取



 

現 行 改正後 

する場合がありますので、詳しくは当社ホームページ

等をご覧ください。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）取引の仕組みや操作方法等について、必ず当社

ホームページ等をご覧ください。 

 

以上 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

引履歴には差が生じる場合があります。その他、取引

履歴が相違する場合がありますので、詳しくは当社ホ

ームページ等をご覧ください。 

（12）配信価格には「通常スプレッドモード」と「マ

ークアップゼロモード」があります。 

マイメイトポイントを利用することで、注文の約定時

に「マークアップゼロモード」の価格を適用すること

ができますがマイメイトポイントを利用して「マーク

アップゼロモード」が適用される期間があります。マ

イメイトポイントやマークアップゼロモードについ

て、詳しくは当社ホームページ等をご覧ください。 

（13）マイメイトポイント利用規約は別紙をご確認く

ださい。 

（14）取引の仕組みや操作方法等について、必ず当社

ホームページ等をご覧ください。 

 

以上 

 

 

【別紙】 

マイメイトポイント利用規約 

 

 

2022年 1月 17日 

 

 
 

 


