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新 旧 

店頭外国為替証拠金取引説明書（DMM FX） 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

 

（１．～５．省略） 

 

６．お客様が行う FX取引は、当社との相対取引となります。当社は、お

客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、当社の判断により

カバー取引を次の業者と行っています。 

SAXO BANK A/S 

（削除） 

OCBCSecurities Private Limited 

G.K.Goh Financial Services（S）Pte 

Ltd 

OANDA Japan 株式会社 

Effex Capital, LLC 

Lucid Markets Trading Limited 

 

AxiCorp Financial Services Pty Ltd 

 

（削除） 

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 

Squared Financial Services Limited 

 

銀行業：デンマーク金融監督局 

（削除） 

証券業：シンガポール通貨庁 

証券業：シンガポール通貨庁 

 

金融商品取引業：日本国金融庁 

Liquidity Provider 

マーケットメーカー：英金融行為

機構及び英健全性規制機構 

金融商品取引業：オーストラリア

証券投資委員会 

（削除） 

金融商品取引業：日本国金融庁 

金融商品取引業：アイルランド中

央銀行 

店頭外国為替証拠金取引説明書（DMM FX） 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

 

（１．～５．省略） 

 

６．お客様が行う FX取引は、当社との相対取引となります。当社は、お

客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、当社の判断により

カバー取引を次の業者と行っています。 

SAXO BANK A/S 

FXCMジャパン証券株式会社 

OCBCSecurities Private Limited 

G.K.Goh Financial Services（S）Pte 

Ltd 

OANDA Japan 株式会社 

Effex Capital, LLC 

Lucid Markets Trading Limited 

 

AxiCorp Financial Services Pty Ltd 

 

Boston Prime Ltd 

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 

Squared Financial Services Limited 

 

銀行業：デンマーク金融監督局 

金融商品取引業：日本国金融庁 

証券業：シンガポール通貨庁 

証券業：シンガポール通貨庁 

 

金融商品取引業：日本国金融庁 

Liquidity Provider 

マーケットメーカー：英金融行為

機構及び英健全性規制機構 

金融商品取引業：オーストラリア

証券投資委員会 

金融商品取引業：英金融行為機構 

金融商品取引業：日本国金融庁 

金融商品取引業：アイルランド中

央銀行 
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ワイジェイ FX株式会社 金融商品取引業：日本国金融庁 

※なお、かかるカバー取引ついては、当社がカバー取引先と行う取引であ

り、カバー取引先とお客様との間には一切の契約関係はなく、お客様がカ

バー取引先に対し直接請求権を持つことはありません。また、カバー取引

先が直接お客様からのご質問、ご照会に応じることもありません。 

 

（以下、省略） 

 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスクについて 

 

店頭外国為替証拠金取引（以下、「FX 取引」といいます。）には様々な

リスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に FX取引に伴うリ

スクについて十分にご理解して頂く必要がございます。下記の内容をお読

みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行っ

て頂き、自己の判断と責任において取引を行うことが肝要となります。お

客様ご自身がFX取引を開始されることが適切であるかどうかについて十

分ご検討して頂きますようお願いいたします。 

 

（○為替変動リスク～○逆指値注文リスク及びロスカットリスク 省略） 

 

○FX取引の性質とリスク 

当社で提供する取引は FX 取引です。すべての FX 取引は相対取引によ

（新設） （新設） 

※なお、かかるカバー取引ついては、当社がカバー取引先と行う取引であ

り、カバー取引先とお客様との間には一切の契約関係はなく、お客様がカ

バー取引先に対し直接請求権を持つことはありません。また、カバー取引

先が直接お客様からのご質問、ご照会に応じることもありません。 

 

（以下、省略） 

 

 

店頭外国為替証拠金取引のリスクについて 

 

店頭外国為替証拠金取引（以下、「FX 取引」といいます。）には様々な

リスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に本取引に伴うリス

クについて十分にご理解して頂く必要がございます。下記の内容をお読み

になり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行って

頂き、自己の判断と責任において取引を行うことが肝要となります。お客

様ご自身が FX取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分

ご検討して頂きますようお願いいたします。 

 

（○為替変動リスク～○逆指値注文リスク及びロスカットリスク 省略） 

 

○FX取引の性質とリスク 

当社で提供する取引は FX取引です。インターバンク（銀行間）を含む
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って行われます。FX 取引は取引所取引とは異なり、当社がお客様の取引

の相手方となります。相対取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存

する部分が取引所取引と比べてより大きくなります。お客様は FX取引を

開始される前に、取引の性質とリスクについて理解する必要があります。 

 

 

（○金利変動リスク～当社 FX取引システムの利用に係るリスクについて

（3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク イ 逆指値注文 

省略） 

 

ウ 指値注文 

本取引サービスにおいて、指値注文は、市場レートがお客様のポジショ

ンに対し急激にかつ大きく変動した場合や、指値注文が有効な状態で営業

日をまたぎ、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートで乖

離がある場合等においても、原則として指値価格での約定となるため、当

社レート履歴に記載のないレートで約定することがあります（週明けに当

社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合の

み、当該初めて配信する取引レートで約定します）。また、指値注文は、

相場状況または取引方法並びに取引数量等によって、指定の価格に達して

も約定しない場合があります。 

なお、同一方向（売買の別）で同一通貨ペアの指値注文において、同一

価格での注文上限は、新規、決済の別を問わず 100lotとなります。 

 

（エ 成行注文 省略） 

 

すべての FX 取引は相対取引によって行われます。FX 取引は取引所取引

とは異なり、当社がお客様の取引の相手方となります。相対取引では取引

の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより大

きくなります。お客様は FX取引を開始される前に、取引の性質とリスク

について理解する必要があります。 

 

（○金利変動リスク～当社 FX取引システムの利用に係るリスクについて

（3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク イ 逆指値注文 

省略） 

 

ウ 指値注文 

本取引サービスにおいて、指値注文は、市場レートがお客様のポジショ

ンに対し急激にかつ大きく変動した場合や、指値注文が出ている状態で営

業日をまたぎ、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートで

乖離がある場合等においても、原則として注文価格での約定となるため、

当社レート履歴に記載のないレートで約定することがあります（週明けに

当社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合

のみ、当該初めて配信する取引レートで約定します）。また、指値注文は、

相場状況または取引方法並びに取引数量等によって、指定の価格に達して

も約定しない場合があります。 

なお、同一方向（売買の別）で同一通貨ペアの指値注文において、同一価

格での注文上限は、新規、決済の別を問わず 100lotとなります。 

 

（エ 成行注文 省略） 
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（4）ロスカットに伴うリスク 

本取引サービスにおいては、証拠金維持率が 50％以下となった段階で

保有している全てのポジションを決済するよう自動的に決済注文が発注

されます。原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価

格で約定しますが、ロスカット注文や他の注文が殺到した場合には、約定

処理に時間を要す場合があります。かかる注文については、約定を優先さ

せる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から約定の可

能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのた

め、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや、当

社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。ま

た、証拠金維持率が 50％以下となった時点で、有効なレートが配信され

ていない場合、有効なレートが配信されるまでロスカット処理に時間を要

することや、実際にロスカットが行われた場合に、預託証拠金を上回る損

失が発生することがあります。 

 

（5）システムリスク 

当社の FX取引は、インターネットによる取引であるため、通信回線の

状態、プロバイダー環境等によって、本取引システムとお客様を結ぶ通信

回線等が正常に作動しないこと、及び当社のサーバの稼働状況により、注

文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性や約定が遅延する可能性

があります。 

 

 

（（6）モバイル（携帯電話）等取引ツールのご利用に伴うリスク 省略） 

 

（4）ロスカットに伴うリスク 

本取引サービスにおいては、証拠金維持率が 50％以下となった段階で

保有している全てのポジションを決済するよう自動的に決済注文が発注

され、原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価格で

約定しますが、ロスカット注文や他の注文が殺到した場合には、約定処理

に時間を要す場合があります。かかる注文については、約定を優先させる

取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から約定の可能性

が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、

注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや、当社レ

ート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。また、証

拠金維持率が 50％以下となった時点で、有効なレートが配信されていな

い場合、有効なレートが配信されるまでロスカット処理に時間を要するこ

とや、実際にロスカットが行われた場合に、預託証拠金を上回る損失が発

生することがあります。 

 

（5）システムリスク 

当社の FX取引は、インターネットによる取引であるため、通信回線の

状態、プロバイダー環境等によって、本取引システムとお客様を結ぶ通信

回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、約定、確認、取消等

が行えない可能性があります。 

 また、当社サーバの稼働状況によっては、ご注文が約定しづらくなる場

合や約定が遅延する場合あるいはご注文が約定しない場合があります。 

 

（（6）モバイル（携帯電話）等取引ツールのご利用に伴うリスク 省略） 
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（7）振込入金に伴うリスク 

振込入金の際に、ご登録名と振込名義人名に相違があることが判明した

場合には、お客様の取引及び出金を制限させていただくことがあります。

また、本取引システムにおける入金処理が完了し、取引をされた場合でも、

原則として当該振込入金の取消を行うこととします。この場合に生じた損

失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。 

 また、クイック入金のご利用に際し、インターネット回線の切断あるい

は瞬間的な接続障害や振込手続き完了前にブラウザを「閉じる」ボタンに

て閉じてしまった場合などには、クイック入金がエラーとなり、お取引口

座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損

失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。 

 

（以下、省略） 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 

 

当社による店頭外国為替証拠金取引（「DMM FX」以下、「FX取引」とい

います。）は、金融商品取引法その他の関係法令及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。 

 本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることによ

り、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引（金融商品取引法第 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 号に規定する

取引）であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買

（7）振込入金に伴うリスク 

振込入金の際に、ご登録名と振込名義人名に相違があることが判明した

場合には、お客様の取引及び出金を制限させていただくことがあります。

また、本取引システムにおける入金処理が完了し、取引をされた場合とい

えども、原則として当該振込入金の取消を行うこととします。これにより

発生するリスクは全てお客様の負担となりますのでご注意ください。 

 また、クイック入金のご利用に際し、インターネット回線の切断あるい

は瞬間的な接続障害や振込手続き完了前にブラウザを「閉じる」ボタンに

て閉じてしまった場合などには、クイック入金がエラーとなり、お取引口

座にご入金が即座に反映されない場合があります。これにより発生するリ

スクは全てお客様の負担となりますのでご注意ください。 

 

（以下、省略） 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 

 

当社による店頭外国為替証拠金取引（「DMM FX」以下、「FX取引」とい

います。）は、金融商品取引法その他の関係法令及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。 

 本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることによ

り、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引（金融商品取引法第 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 号に規定する

取引）であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買
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い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金決済の授受によっ

て決済する取引です。FX 取引にはこの決済による売買損益の他にスワッ

プによる損益が発生します。 

 

口座開設について 

 

 口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問

い合わせ等はカスタマーサポート（0120-961-522）もしくは、メール

（support-dmm@sec.dmm.com）でお受け致します。 

 FX 取引は大きなリターンを得られる反面、大きなリスクを伴う取引で

す。当社では FX取引口座を開設して頂く場合には、原則として個人で使

用できるパソコンをお持ちの方を対象として、次の要件を満たして頂くこ

とが必要となります。 

１．FX 取引の特徴、仕組み、取引条件及びリスク等について、店頭外国

為替証拠金取引約款及び本説明書を熟読し、かつ、店頭外国為替証拠金取

引約款及び本説明書の内容に承諾及び同意していただくこと。 

 

（以下、省略） 

 

 

お取引について 

 

（１．～３． 省略） 

 

４．取引レート 

い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金決済の授受によっ

て決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワップ

による損益が発生します。 

 

口座開設について 

 

 口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問

い合わせ等はカスタマーサポート（0120-961-522）もしくは、メール

（support-dmm@sec.dmm.com）でお受け致します。 

 FX 取引はリスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社

では FX取引口座を開設して頂く場合には、原則として個人で使用できる

パソコンをお持ちの方を対象として、次の要件を満たして頂くことが必要

となります。 

１．FX 取引の特徴、仕組み及びリスク並びに本取引の特徴、取引条件、

仕組み及びリスク等について、店頭外国為替証拠金取引約款及び本説明書

を熟読し承諾及び同意していただくこと。 

 

（以下、省略） 

 

 

お取引について 

 

（１．～３． 省略） 

 

４．取引レート 
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当社が各通貨ペアにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客様は

アスク価格で買い付け、ビッド価格で売りつけることができます。当社で

は、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレー

トをお客様に提示しています。アスク価格とビッド価格には価格差（スプ

レッド）があります。 

 

 

５．決済 

 決済は決済取引（転売又は買戻し）により、お客様が保有する建玉（以

下、建玉は「ポジション」と同意です。）の反対売買をすることにより実

行します。決済による損益は全て円貨とし、外国通貨で発生する損益につ

いては、決済時点の配信レートの仲値により円換算します。また、決済に

よる損益は即時に預託証拠金額に反映されます。 

 

６．ロールオーバー（決済日の繰延） 

 保有する建玉の決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的に翌営業

日にロールオーバーします。ロールオーバーは、１１「取引時間」に記載

の「メンテナンス時間」に実施されます。 

 

 

７．スワップポイント 

ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通

貨を預け入れることになりますので、原則としてその借入金利と預入金利

との間の金利差に相当するスワップポイントが発生します。同じ通貨ペア

についてのスワップポイントは通常お客様が受取る場合の方が支払う場

当社が各通貨ペアにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客様は

アスク価格で買い付け、ビッド価格で売りつけることができます。当社で

は、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレー

トをお客様に提示しています。アスク価格とビッド価格には価格差（スプ

レッド）があり、通常時アスク価格はビッド価格よりもスプレッド分、高

くなっています。 

 

５．決済（手仕舞い） 

 決済（手仕舞い）は決済取引（転売又は買戻し）により、お客様が保有

する建玉（以下、建玉は「ポジション」と同意です。）の反対売買をする

ことにより実行します。決済による損益は全て円貨とし、外国通貨で発生

する損益については、決済時点のレートにより円換算します。また、決済

による損益は当日預託証拠金額に反映されます。 

 

６．ロールオーバー（決済日の繰延） 

 通貨の転売又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。ロールオーバーによ

る繰り越しは、１１「取引時間」に記載の「メンテナンス時間」に実施さ

れます。 

 

７．スワップポイント 

ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通

貨を預け入れることになりますので、原則としてその借入金利と預入金利

との間の金利差に相当するスワップポイントが発生します。同じ通貨ペア

についてのスワップポイントは通常お客様が受取る場合の方が支払う場
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合よりも小さくなっています。また、売り建玉、買い建玉ともに支払いと

なることもあります。 

 

８．追加証拠金制度 

（ １）～４） 省略） 

 

５）追加証拠金が発生した翌営業日内に証拠金維持率が 50％以下となっ

た場合には、「９．ロスカットルール」により全ての未約定注文の取消が

行われ、全ての未決済ポジションが自動的に決済（ロスカット）されます。

また、一旦追加証拠金が発生した場合には、相場変動等により証拠金維持

率が 100％以上に回復したとしても追加証拠金の解消とはなりません。追

加証拠金を解消するためには第１項所定の期日までに第２項所定の方法

を採る必要があります。 

 

 

６）振込名義人名の相違、クイック入金エラー、銀行休業日等により第１

項所定の期日までにお客様の入金が当社で確認できない場合には、全ての

未決済ポジションを反対売買によりマージンカットします。 

 

７）マージンカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありま

せん。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、預託証拠金の額

を上回る損失が生じることがあります。 

 

 

９．ロスカットルール 

合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあり

ます。 

 

８．追加証拠金制度 

（ １）～４） 省略） 

 

５）追加証拠金が発生した翌営業日内に証拠金維持率が 50％以下となっ

た場合には、「９．ロスカットルール」により全ての未約定注文の取消が

行われ、全ての未決済ポジションが自動的に決済（ロスカット）されます。

また、一旦追加証拠金が発生した場合には、相場変動等により証拠金維持

率が 100％以上に回復したとしても追加証拠金の解消とはなりません。追

加証拠金を解消するためには第１項所定の期日までに第２項所定の方法

を採る必要があります。また、これにより発生するリスクは全てお客様負

担となりますのでご注意ください。 

 

６）振込名義人名の相違、クイック入金エラー、銀行休業日等により入金

期日までにお客様の入金が当社で確認できない場合には、全ての未決済ポ

ジションを反対売買によりマージンカットします。 

 

７）マージンカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありま

せん。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客

様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなる場合が

あります。 

 

９．ロスカットルール 
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１）FX取引では、お客様の多額の損失の発生を未然に防ぐため、定期的

にお客様の取引口座の値洗いを行い、証拠金維持率がロスカットラインで

ある50％以下となった場合、全ての未約定注文が取消され、当社がお客様

に事前に通知することなく、お客様の計算において全ての未決済ポジショ

ンを自動的に決済（ロスカット）します。なお、未約定注文が取消され、

証拠金維持率が50％を回復した場合、ロスカットは執行されません。 

 

（以下、１０．決済日（受渡日）まで省略） 

 

１１．取引時間 

（表 省略） 

 

※ 上記のほか、以下の時間帯もメンテナンス時間となります。 

     夏時間土曜 AM5:50－6:20 

     冬時間土曜 AM6:50－7:20 

※ メンテナンス時間中はDMM FX取引画面へのログインは可能ですが、

取引時間外のため、注文の約定、指値等の注文、変更、取消ならびに

入出金はできません。 

※ 土曜－月曜のシステムメンテナンス時間以外の時間帯は DMM FX取

引画面にログインが可能で、その他、クイック入金、出金予約、振替

入出金、指値注文（新規、決済）、逆指値注文（新規、決済）、並びに

注文の取消し・変更も可能です。なお、約定はしません。 

※ 外国為替市場が休場となる日（元日、クリスマス等）、実質的に外国為

替市場が休止となる日、及びその他当社が取引できないとした時間に

は取引・注文ができませんのであらかじめご了承ください。 

１）FX取引では、お客様の多額の損失の発生を未然に防ぐため、定期的

にお客様の取引口座の値洗いを行い、証拠金維持率がロスカットラインで

ある50％以下となった場合、全ての未約定注文が取消され、全ての未決済

ポジションを自動的に決済（ロスカット）します。なお、未約定注文が取

消され、証拠金維持率が50％を回復した場合、ロスカットは執行されませ

ん。 

 

（以下、１０．決済日（受渡日）まで省略） 

 

１１．取引時間 

（表 省略） 

 

※ 上記のほか、以下の時間帯もメンテナンス時間となります。 

     夏時間土曜 AM5:50－6:20 

     冬時間土曜 AM6:50－7:20 

※ メンテナンス時間中はDMM FX取引画面へのログインは可能ですが、

レート配信を停止しており、注文の約定、指値等の注文、変更、取消

ならびに入出金はできません。 

※ 土曜－月曜のシステムメンテナンス時間以外の時間帯は DMM FX取

引画面にログインならびにクイック入金は可能ですが、約定はいたし

ません。 

 

※ 外国為替市場が休場となる日（元日、クリスマス等）、実質的に外国為

替市場が休止となる日、システム障害時、及びその他当社が取引でき

ないとした時間には取引・注文ができませんのであらかじめご了承く
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※ システム障害、その他の障害の発生中は取引ができなくなる場合があ

ります。 

※ 突発的なシステム障害の発生を除き、取引ができない場合や取引時間

が変更になる場合は、原則として事前に当社ホームページ上に掲載い

たします。 

 

１２．注文の種類 

１）注文の種類は以下のとおりです。その他注文は、29 ページの店頭外

国為替証拠金取引に関する主要な用語をご確認ください。なお、これら注

文は、FX 取引システムでのみ行うことができ、原則として、電話、ファ

ックス、電子メールその他の手段による注文及び変更・取消はできません。 

 

（以下、省略） 

 

１３．取引方法について 

 当社が提供する FX取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われ

ます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用

機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。当社の推奨環

境については、当社ホームページ（http://fx.dmm.com/）でご確認ください。 

なお、当社の推奨環境を満たしていても、お客様のご利用端末や回線・

その他の要因により正常に動作しない場合があります。 

 また、当社の用意するサーバ上にある取引システム（以下「本取引シス

テム」という。）を利用して行われることを原則とし、本取引システムの

改変及び本取引システム以外の使用を禁止いたします。 

ださい。 

（新設） 

 

※ 突発的なシステム障害の発生を除き、取引ができない場合や取引時間

が変更になる場合は、原則として事前に当社ホームページ上に掲載い

たします。 

 

１２．注文の種類 

１）注文の種類は以下のとおりです。詳細は、29 ページの店頭外国為替

証拠金取引に関する主要な用語をご確認ください。なお、これら注文は、

FX取引システムでのみ行うことができ、原則として、電話、ファックス、

電子メールその他の手段による注文及び変更・取消はできません。 

 

（以下、省略） 

 

１３．取引方法について 

 当社が提供する FX取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われ

ます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用

機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。また、当社の

用意するサーバ上にある取引システム（以下「本取引システム」という。）

を利用して行われることを原則とし、本取引システムの改変及び本取引シ

ステム以外の使用を禁止いたします。当社の推奨環境については、当社ホ

ームページ（http://fx.dmm.com/）でご確認ください。 

なお、当社の推奨環境を満たしていても、お客様のご利用端末や回線・

その他の要因により正常に動作しない場合があります。 
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１４．証拠金 

（1）証拠金の差入れ 

  FX 取引を開始するためには、所定の証拠金を FX 取引口座に入金す

る必要があります。なお、現金（日本円）のみ受け入れ可能であり、有

価証券等の受入は行っておりません。 

 

（2）証拠金必要額 

  お取引に必要となる証拠金は、総約定代金の 4%となります。従って

USD/JPY（＠100.000）1Lot を保有するのに必要な証拠金は、40,000

円となります。 

 

（3）不足金額の差入れ 

  マージンカットやロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る

損失が生じることがあります。その場合、当該不足金額は、当該不足額

が発生した翌営業日の 15 時までに現金で当社に差入れてください。な

お、期日までに不足金額の差入れがなされない場合には、年率 14.6％の

割合による遅延損害金を申し受けます。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

１４．証拠金 

（1）証拠金の差入れ 

  FX取引の注文をするときは、（2）の証拠金必要額を、当社に差入れ

て頂きます。 

 

 

（2）証拠金必要額 

  お取引に必要となる証拠金は、レバレッジ 25 倍のとき総約定代金の

4%となります。従って USD/JPY（＠100.000）25 倍 1Lot を保有する

のに必要な証拠金は、約 40,000円となります。 

 

（3）不足金額の差入れ 

  マージンカットルールやロスカットルールがあっても、証拠金の額を

上回る損失が生じることがあります。その場合、当該不足金額は、当該

不足額が発生した翌営業日の 15 時までに現金で当社に差入れてくださ

い。なお、期日までに不足金額の差入れがなされない場合には、年率

14.6％の割合による遅延損害金を申し受けます。 

 

（4）現金の引出し 

証拠金預託額のうち、現金部分は、証拠金預託額が当初証拠金額を下

回らない範囲で、引き出すことができます。出金は円貨のみの取扱とな

ります。全額出金を除く出金のご依頼につきましては 2,000円以上とさ

せていただきます。 
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（4）評価損益及びスワップポイントの取扱い 

 

（削除） 

 

 

（5）用語の説明 

 

１５．証拠金等の入金・出金 

（1）証拠金等の入金（本文省略） 

 

※ クイック入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の

口座にお振込ができるサービスです。 

※ 振替入金とは、お取引口座間の資金の出金可能額を振替ができる

サービスです。 

※ クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客様による

手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降

になることがあります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、

費用負担について当社は一切の責任を負いません。 

※ クイック入金において、インターネット回線の切断あるいは瞬間

的な接続障害や振込手続き完了前に「閉じる」ボタンにてブラウ

ザを閉じてしまった場合などには、入金エラーとなり、お取引口

座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生

じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責

任を負いません。また、クイック入金エラーは上記原因のみとは

限りません。 

（5）評価損益及びスワップポイントの取扱い 

 

（6）有価証券による充当 

  有価証券による充当はできません。 

 

（7）用語の説明 

 

１５．証拠金等の入金・出金 

（1）証拠金等の入金（本文省略） 

 

※ クイック入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の

口座にお振込ができるサービスです。 

※ 振替入金とは、お取引口座間の資金の出金可能額を振替ができる

サービスです。 

※ クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客様による

手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降

になることがあります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、

費用負担については一切の責任を負いません。 

※ クイック入金において、インターネット回線の切断あるいは瞬間

的な接続障害や振込手続き完了前に「閉じる」ボタンにてブラウ

ザを閉じてしまった場合などには、入金エラーとなり、お取引口

座にご入金が即座に反映されない場合があります。これにより発

生するリスクは全てお客様負担となりますのでご注意ください。

また、クイック入金エラーは上記原因のみとは限りません。 

※  



 

店頭外国為替証拠金取引説明書（DMM FX） 新旧対照表                                下線部が変更箇所 

13 

 

※ クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回

につき 5,000円となります。 

※ 海外からのご入金は受付け出来ません。また、海外にある銀行口

座等への出金も出来ません。 

 

（2）証拠金等の出金（本文省略） 

 

※ 出金予約をされたのち、取引口座における純資産額がマイナスに

なった場合、いったん出金予約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。そのうえで、お客様の

出金予約の金額が残った場合には、その残額を出金させていただ

きます。また、それに伴うリスクについてはお客様負担となりま

すのでご注意ください。 

 

１６．決済に伴う金銭の授受 

１）決済は、ポジションの反対売買時に取引の結果生じた差損益金の受払

いを行う「差金決済」という方式により完了します。反対売買により発生

した売買差損益金は、預託証拠金の残高に当日反映します。 

２）前項の反対売買により発生した売買差損益金が円貨以外の外貨につい

ては、決済時点の対象通貨対円レートで計算（コンバージョン）され、ビ

ッドレートとアスクレートの仲値にて円換算し、預託証拠金の残高に反映

します。 

（第 3項省略） 

 

１７．システム障害 

※ クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回

につき 5,000円となります。 

※ 海外からのご入金は受付け出来ません。また、海外にある銀行口

座等への出金も出来ません。 

 

（2）証拠金等の出金（本文省略） 

 

※ 出金予約をされたのち、取引口座における純資産額が赤字残高に

なった場合、いったん出金予約を取消させていただいたうえ、そ

の赤字残高と相殺させていただきます。そのうえで、お客様の出

金予約の金額が残った場合には、その残額を出金させていただき

ます。また、それに伴うリスクについてはお客様負担となります

のでご注意ください。 

 

１６．決済に伴う金銭の授受 

１）決済は、ポジションの反対売買時に取引の結果生じた差損益金の受払

いを行う「差金決済」という方式により完了します。反対売買により発生

した売買差損益金は、預託証拠金の残高に当日反映します。 

２）前項の反対売買により発生した売買差損益金が円貨以外の外貨につい

ては、決済時点の対象通貨対円レートで計算され、ビッドレートとアスク

レートの仲値にて円換算し、預託証拠金の残高に反映します。 

 

（第 3項省略） 

 

１７．システム障害 
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システム障害とは、お客様がパソコン又はモバイル（スマートフォン・

携帯電話等）を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステム

の誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当

社が判断した場合をいいます。 

システム障害時においては、当社の判断により、お取引を制限すること

や成立したお取引を取消す場合もあります。これは、システム障害時、当

社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれが

あり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、ひい

てはお客様の不利益につながることを防止するためです。 

※ この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一

切の責任を負いません。 

 

 

（１８．省略） 

 

１９．取引手数料 

取引手数料は無料です。 

 

 

（２０．省略） 

 

２１．両建 

FX 取引では両建取引が可能です。両建とは、お客様が FX 取引におい

システム障害とは、お客様がパソコン又はモバイル（スマートフォン・

携帯電話等）を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステム

の誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当

社が判断した場合をいいます。 

システム障害時においては、当社の判断により、お取引を制限すること

や成立したお取引を取消す場合もあります。これは、システム障害時、当

社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれが

あり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、ひい

てはお客様の不利益につながることを防止するためです。 

※ 本取引システムの障害発生時、お客様が当社に対し注文が出せなかっ

たことで生じた損害及び損失は、当社は一切の責任を負わないものと

します。 

 

（１８．省略） 

 

１９．取引手数料 

取引手数料は無料です。（取引手数料については、将来変更する可能性

があります。取引手数料を変更する場合は、お客様へ別途通知致します。） 

 

（２０．省略） 

 

２１．両建 

FX 取引では両建取引が可能です。両建とは、お客様が FX 取引におい
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て同一通貨ペアで買いポジションと売りポジションの両方を同時に持つ

ことをいいます。両建取引はスワップ金利のスプレッドにより逆ザヤが生

じること、また、反対売買時にスプレッドによるコストをお客様が二重に

負担すること等により、経済合理性を欠く取引でありますので、当社では

お勧めいたしません。お客様自らの意思によりお取引をお願いいたしま

す。 

 

（以下、省略） 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 

 

（１．～３．省略） 

 

４．転売又は買戻しによる建玉の結了 

建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しと

し、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示

によります。 

 

 

 

 

 

（以下、省略） 

て同一通貨ペアで買いポジションと売りポジションの両方を同時に持つ

ことをいいます。両建取引はスワップ金利のスプレッドにより逆ザヤが生

じること、また、反対売買時にスプレッドによるコストをお客様が二重に

負担すること等により、経済合理性を欠く取引でありますので、当社では

お勧めいたしません。お客様自らの意思によりご使用をお願いいたしま

す。 

 

（以下、省略） 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 

 

（１．～３．省略） 

 

４．転売又は買戻しによる建玉の結了 

建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しと

し、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示

によります。同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと（「両建

て」といいます。）は、可能ですが、両建ては、お客様にとって、アスク

価格とビッド価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップ

ポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリ

ットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。 

 

（以下、省略） 
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店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 

 

（省略） 

 

店頭外国為替証拠金取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

（省略） 

 

金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

 

（省略） 

 

 

平成 27年 8月 15日 改訂 

 

 

反社会的勢力に対する基本方針 

 

（省略） 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 

 

（省略） 

 

店頭外国為替証拠金取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

（省略） 

 

金融商品取引業者の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

反社会的勢力に対する基本方針 

 

（省略） 

 

 

 


