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新 旧 

店頭デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Index） 

 

DMM CFD-Index取引のリスク等重要事項について （省略） 

 

DMM CFD-Index取引のリスク等重要事項について （省略） 

 

DMM CFD-Index取引のリスクについて （省略） 

 

DMM CFD-Index取引の仕組みについて （省略） 

 

DMM CFD-Index取引の手続きについて （省略） 

 

DMM CFD-Index取引行為に関する禁止行為 （省略） 

 

DMM CFD-Index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 

 

【金融商品取引業者の概要】 

 商 号：株式会社 DMM.com 証券（英文名：DMM.com 

Securities Co.,Ltd.） 

        関東財務局長（金商）第 1629号 

 代表取締役：谷川 龍二 

 本店所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-11 日本橋セン

店頭デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Index） 

 

DMM CFD-Index取引のリスク等重要事項について （省略） 

 

DMM CFD-Index取引のリスク等重要事項について （省略） 

 

DMM CFD-Index取引のリスクについて （省略） 

 

DMM CFD-Index取引の仕組みについて （省略） 

 

DMM CFD-Index取引の手続きについて （省略） 

 

DMM CFD-Index取引行為に関する禁止行為 （省略） 

 

DMM CFD-Index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 

 

【金融商品取引業者の概要】 

 商 号：株式会社 DMM.com 証券（英文名：DMM.com 

Securities Co.,Ltd.） 

        関東財務局長（金商）第 1629号 

 代表取締役：谷川 龍二 

 本店所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-11 日本橋セン
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トラルスクエア 2階  

 電 話 番 号：0120-961-522 

設    立：平成 18年 12月 6日 

 加入する協会：日本証券業協会（協会員番号 1105）  

一般社団法人金融先物取引業協会（協会員番号 

1145） 

日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 

 資 本 金：98億円 

 主 な 事 業：国内外の上場有価証券の取次ぎ業務  

店頭デリバティブ取引業務（FX・CFD）  

店頭商品デリバティブ取引業務 

 連 絡 先：カスタマーサポート 

フリーダイヤル：0120-961-522 

土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前5時

50分（夏時間） 

月曜午前7時〜土曜午前6時

50分（冬時間） 

ファックス：03-3517-3292 

E-mail：support-dmm@sec.dmm.com 

 

（以下、省略） 

 

平成 27年 12月 12日 改訂 

 

反社会的勢力に対する基本方針 （省略） 

 

トラルスクエア 2階  

 電 話 番 号：0120-961-522 

設    立：平成 18年 12月 6日 

 加入する協会：日本証券業協会（協会員番号 1105）  

一般社団法人金融先物取引業協会（協会員番号 

1145） 

日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 

 資 本 金：98億円 

 主 な 事 業：国内外の上場有価証券の取次ぎ業務  

店頭デリバティブ取引業務（FX・CFD）  

店頭商品デリバティブ取引業務 

 連 絡 先：カスタマーサポート 

フリーダイヤル：0120-961-522 

土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前5時

50分（夏時間） 

月曜午前7時〜土曜午前6時

50分（冬時間） 

ファックス：03-3517-3281 

E-mail：support-dmm@sec.dmm.com 

 

（以下、省略） 

 

 

 

反社会的勢力に対する基本方針 （省略） 
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店頭商品デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Commodity） 

 

店頭商品デリバティブ取引のリスク等重要事項について （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引のリスクについて （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引の仕組みについて （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引の手続きについて （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引行為に関する禁止行為 （省略） 

 

商品先物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 

 

【商品先物取引業者の概要】 

 商 号：株式会社 DMM.com 証券（英文名：DMM.com 

Securities Co.,Ltd.） 

        関東財務局長（金商）第 1629号 

 代表取締役：谷川 龍二 

 本店所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-11 日本橋セン

トラルスクエア 2階  

 電 話 番 号：0120-961-522 

 設 立：平成 18年 12月 6日 

 加入する協会：日本証券業協会（協会員番号 1105）  

一般社団法人金融先物取引業協会（協会員番号1145） 

日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 

店頭商品デリバティブ取引説明書（DMM CFD-Commodity） 

 

店頭商品デリバティブ取引のリスク等重要事項について （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引のリスクについて （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引の仕組みについて （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引の手続きについて （省略） 

 

DMM CFD-Commodity取引行為に関する禁止行為 （省略） 

 

商品先物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 

 

【商品先物取引業者の概要】 

 商 号：株式会社 DMM.com 証券（英文名：DMM.com 

Securities Co.,Ltd.） 

        関東財務局長（金商）第 1629号 

 代表取締役：谷川 龍二 

 本店所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-11 日本橋セン

トラルスクエア 2階  

 電 話 番 号：0120-961-522 

 設 立：平成 18年 12月 6日 

 加入する協会：日本証券業協会（協会員番号 1105）  

一般社団法人金融先物取引業協会（協会員番号1145） 

日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会 
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 資 本 金：98億円 

 主 な 事 業：国内外の上場有価証券の取次ぎ業務  

店頭デリバティブ取引業務（FX・CFD）  

店頭商品デリバティブ取引業務 

 連 絡 先：カスタマーサポート 

フリーダイヤル：0120-961-522 

土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前5時

50分（夏時間） 

月曜午前7時〜土曜午前6時

50分（冬時間） 

ファックス：03-3517-3292 

E-mail：support-dmm@sec.dmm.com 

 

（以下、省略） 

 

平成 27年 12月 12日 改訂 

 

反社会的勢力に対する基本方針 （省略） 

 

 

 資 本 金：98億円 

 主 な 事 業：国内外の上場有価証券の取次ぎ業務  

店頭デリバティブ取引業務（FX・CFD）  

店頭商品デリバティブ取引業務 

 連 絡 先：カスタマーサポート 

フリーダイヤル：0120-961-522 

土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前5時

50分（夏時間） 

月曜午前7時〜土曜午前6時

50分（冬時間） 

ファックス：03-3517-3281 

E-mail：support-dmm@sec.dmm.com 

 

（以下、省略） 

 

平成 27年 12月 12日 改訂 

 

反社会的勢力に対する基本方針 （省略） 

 

 

 

 

 


