店頭外国為替証拠金取引説明書（DMM FX）新旧対照表
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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 省略）

（店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 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のリスクについて

○為替変動リスク

○為替変動リスク

外国為替市場では、24 時間常に外国為替レートが変動しています（土

外国為替市場では、24 時間常に外国為替レートが変動しています（土

日・一部の休日を除く）。為替レートは各国の経済、社会情勢等により変

日・一部の休日を除く）。為替レートは各国の経済、社会情勢等により変

動します。また、取引時間中の急激な変動や、週末等の休日を挟んでレー

動します。また、取引時間中の急激な変動や、前営業日のクローズレート

トが乖離する場合等があります。各為替レートの変動がお客様の予想と一

と翌営業日のオープンレートが乖離する場合等があります。各為替レート

致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、その損失はお客様

の変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生しま

が当社に預託した証拠金以上になる可能性があります。

す。また、その損失はお客様が当社に預託した証拠金以上になる可能性が
あります。

（○レバレッジによるリスク 省略）

（○レバレッジによるリスク 省略）

○追加証拠金制度及びマージンカットにおけるリスク

○追加証拠金制度及びマージンカットにおけるリスク

毎営業日の証拠金維持率判定時刻（営業日クローズ時点）において、証

毎営業日の証拠金維持率判定時刻において、証拠金維持率が 100％を下

拠金維持率が 100％を下回った場合には、お客様の新規未約定注文及び出

回った場合には、お客様の新規未約定注文及び出金予約は、全て取消処理

金予約は、全て取消処理されます。この取消処理を行った後にも証拠金維

されます。この取消処理を行った後にも証拠金維持率が 100％を下回って

持率が 100％を下回っている場合、証拠金維持率が 100％に回復するため

いる場合、証拠金維持率が 100％に回復するために必要な追加証拠金が発

に必要な追加証拠金が発生します。また、証拠金維持率の判定は、毎営業

生します。また、証拠金維持率の判定は、毎営業日終了時点の外国為替レ
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日の最後に配信された外国為替レート（終値）をもって判定しており、そ

ートをもってメンテナンス中に判定しており、その後のレート変動等によ

の後のレート変動等によりお客様の証拠金維持率が 100％以上に回復し

りお客様の証拠金維持率が 100％以上に回復したとしても、追加証拠金の

たとしても、追加証拠金の解消とはなりません。

解消とはなりません。

お客様は追加証拠金が発生した翌営業日の 04 時 59 分までに、追加証拠

お客様は追加証拠金発生の判定となったメンテナンス明けの営業日の

金をお客様の本取引口座へ入金若しくは保有建玉の決済等により追加証

午前 4 時 59 分までに、追加証拠金をお客様の本取引口座へ入金若しくは

拠金を解消しない限り、同営業日の 05 時 00 分をもって全ての未決済ポジ

保有建玉の決済等により追加証拠金を解消しない限り、午前 5 時 00 分を

ションが反対売買により強制決済（マージンカット）されます（マージン

もって全ての未決済ポジションが反対売買により強制決済（マージンカッ

カットは、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

ト）されます（マージンカットは、原則として当該注文が執行された時に

格で約定しますが、マージンカットや他の注文が殺到した場合には、約定

お客様に配信している価格で約定しますが、マージンカットや他の注文が

処理に時間を要す場合があります。また、流動性の低下等により、配信レ

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。また、流動性

ートの更新が行われない場合は、配信レートの更新が行われるまで約定が

の低下等により、配信レートの更新が行われない場合は、配信レートの更

遅延することがあります）
。

新が行われるまで約定が遅延することがあります）
。

振込入金の際に取引口座名義人名と振込名義人名に相違がある場合、ク

振込入金の際に取引口座名義人名と振込名義人名に相違がある場合、ク

イック入金がエラーとなった場合、入金が即座に反映されない場合や、金

イック入金がエラーとなった場合、入金が即座に反映されない場合や、金

融機関が休業日である場合など、入金期限までに入金の確認が取れない場

融機関が休業日である場合など、入金期限までに入金の確認が取れない場

合においても、全ての未決済ポジションは反対売買により強制決済されま 合においても、全ての未決済ポジションは反対売買により強制決済されま
す。

す。

○逆指値注文リスク及びロスカットリスク

○逆指値注文リスク及びロスカットリスク

逆指値注文はお客様の損失を限定する効果があるものと考えられます

逆指値注文はお客様の損失を限定する効果があるものと考えられます

が、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

が、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、逆指値注文が出ている状態で週末等の休日を挟み、レートに乖離が

合や、逆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

発生する場合等に、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定

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、お客様が指定

する可能性（スリッページの発生）があり、意図していない損失を被るこ

されたレートよりも不利なレートで約定する可能性（スリッページの発
2
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とがあります。また、システム的に設定されている『ロスカットルール』 生）があり、意図していない損失を被ることがあります。また、システム
についても同様に、取引におけるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的で

的に設定されている『ロスカットルール』についても同様に、取引におけ

はありますが、市場レートの急激な変動により預託した証拠金以上の損失

るお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的ではありますが、市場レートの急

を被る可能性があります。なお、逆指値注文及びロスカットは、約定を優

激な変動により預託した証拠金以上の損失を被る可能性があります。な

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

お、逆指値注文及びロスカットは、約定を優先させる取引であるため、複

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。 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
そのため、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、 るレートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとって不
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。

利なレートで約定することがあること、また、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。

（○FX 取引の性質とリスク 省略）

（○FX 取引の性質とリスク 省略）

（○金利変動リスク 省略）

（○金利変動リスク 省略）

（○流動性リスク 省略）

（○流動性リスク 省略）

（○信用リスク 省略）

（○信用リスク 省略）

○当社 FX 取引システムの利用に係るリスクについて

○当社 FX 取引システムの利用に係るリスクについて

（
（1）当社の提示レート生成方法について 省略）

（
（1）当社の提示レート生成方法について 省略）

（2）スプレッドの原則固定について

（2）スプレッドの原則固定について

当社において、スプレッドを原則固定とするところは、配信レートにお

当社において、スプレッドを原則固定とするところは、配信レート

けるスプレッドが原則固定であることを指しますが、主要国の祝日や取引

におけるスプレッドが原則固定であることを指しますが、主要国の祝
3
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時間の終了前後、経済指標の発表時など、市場環境の変化や流動性の低下

日や取引時間の終了前後、経済指標の発表時など、市場環境の変化や

等により、スプレッドが広がる場合があります。これは、カバー先から当

流動性の低下等により、スプレッドが広がる場合があります。これは、

社が受信する配信レートのスプレッドが広がっていることや、カバー先と

カバー先との取引が通常よりも困難となる可能性があるためです。ま

の取引が通常よりも困難となる可能性があるためです。また、お客様の約

た、お客様の約定の結果による実質的なスプレッドが提示スプレッド

定の結果による実質的なスプレッドが提示スプレッドと必ずしも合致し

と必ずしも合致しない場合があります。

ない場合があります。
（3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク

（3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク

（ア～イ 省略）

（ア～イ 省略）

ウ 指値注文

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

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等においても、原則

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

も約定しない場合があります。

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

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

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。

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。
4
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（以下、省略）

（以下、省略）

店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて

店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて

（口座開設について 省略）

（口座開設について 省略）

お取引について

お取引について

（１．～５． 省略）

（１．～５． 省略）

６．ロールオーバー（決済日の繰延）

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

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

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

の営業日の切り替えの時間に実施されます。

の「メンテナンス時間」に実施されます。

（７． 省略）

（７．省略）

８．追加証拠金制度

８．追加証拠金制度

１）毎営業日のマーケットクローズ時点で証拠金維持率判定（毎営業日の

１）毎営業日のマーケットクローズ後のメンテナンス時間中に証拠金維持

終値により計算）を行っており、当該時点において、お客様の証拠金維

率判定を行っており、当該時点において、お客様の証拠金維持率が

持率が 100％を下回った場合には、追加証拠金が発生します。お客様は、

100％を下回った場合には、追加証拠金が発生します。お客様は、当該

当該追加証拠金が発生した翌営業日の 04 時 59 分までに、お客様の取引

メンテナンス明け営業日の午前 4 時 59 分までに、お客様の取引口座に

口座に入金する等により追加証拠金を解消しない限り、追加証拠金が発

入金する等により追加証拠金を解消しない限り、追加証拠金が発生した

生した翌営業日の 05 時 00 分に、当社がお客様に事前に通知することな

翌営業日（当該メンテナンス明けの営業日）の午前 5 時 00 分に、当社
5
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く、お客様の計算において全ての未決済ポジションを反対売買により強

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

制決済（マージンカット）します。

済ポジションを反対売買により強制決済（マージンカット）します。

例）マーケットクローズが金曜日 06 時 00 分の場合は、金曜日 06 時

例）追加証拠金が発生した翌営業日が金曜日の場合は、日本時間、土

00 分に追加証拠金が発生し、土曜日 04 時 59 分までに追加証拠金

曜日午前 4 時 59 分まで

を解消しなければ、土曜日 05 時 00 分に強制決済となります。
（２） 省略）

（２） 省略）

３）追加証拠金が発生した場合には、当社は、メールその他当社が適当と

３）追加証拠金が発生した場合には、当社は、メールその他当社が適当と

認めた手段にて、お客様に対し、追加証拠金の額を通知いたします（お

認めた手段にて、お客様に対し、追加証拠金の額を通知いたします（お取

取引画面で金額を確認頂けますが、お取引画面への反映はリアルタイム

引画面で金額を確認頂けます）。ただし、ご登録のメールアドレスの設定

ではなく、営業日切替後、約 30 分以内での反映となります）。ただし、 や、プロバイダーの設定等によっては、本メールが迷惑メールと判断され
ご登録のメールアドレスの設定や、プロバイダーの設定等によっては、 ることでゴミ箱に振り分けられたり、受信自体されなかったりする場合が
本メールが迷惑メールと判断されることでゴミ箱に振り分けられたり、 あるため、注意が必要です。また、当社事情により正常にメール送信がさ
受信自体されなかったりする場合があるため、注意が必要です。また、 れない、あるいは、遅延することもありますが、この場合でも追加証拠金
当社事情により正常にメール送信がされない、あるいは、遅延すること

額が所定の時間までに解消されない場合は、保有の建玉は強制決済されま

もありますが、この場合でも追加証拠金額が所定の時間までに解消され

す。

ない場合は、保有の建玉は強制決済されます。
（以下、省略）

（以下、省略）

（９．～１０． 省略）

（９．～１０． 省略）

１１．取引時間

１１．取引時間
6
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取引時間及びシステムメンテナンス時間（取引／約定不可）は以下のと

取引時間及びメンテナンス時間（取引／約定不可）は以下のとおりです。

おりです。
取引時間

夏時間
冬時間

システムメンテナンス時間

取引時間

メンテナンス時間

月曜 07 時 00 分－

土曜

夏 時

月曜 AM7:00－

火曜－金曜

土曜 05 時 50 分

12 時 00 分－18 時 00 分

間

土曜 AM5:50

AM5:50－6:10

月曜 07 時 00 分－

土曜

冬 時

月曜 AM7:00－

火曜－金曜

土曜 06 時 50 分

12 時 00 分－18 時 00 分

間

土曜 AM6:50

AM6:50－7:10

※ 営業日の切り替えは、06 時 00 分（冬時間は 07 時 00 分）に行わ

システムメンテナンス時間

土曜 PM12:00－6:00
土曜 PM12:00－6:00

（新設）

れます。
（削除）

※ 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

（削除）

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

※ 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

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、

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

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。

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

※ 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

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

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。

い。
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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

※ 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。

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

※ 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

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。

に掲載いたします。

１２．注文の種類

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、30 ページの店頭外

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

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、

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

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。

ません。

●ストリーミング注文 ●成行 ●指値 ●逆指値（ストップ注文） ●

●ストリーミング注文 ●成行 ●指値 ●逆指値（ストップ注文） ●

クイック決済 ●一括決済 ●IFD（イフダン） ●OCO（オーシーオー） クイック決済 ●一括決済 ●IFD（イフダン） ●OCO（オーシーオー）
●IFO（IFD+OCO）

●IFO（IFD+OCO）

（
【ストリーミング注文】
、
【成行注文】 省略）

（【ストリーミング注文】
、
【成行注文】 省略）

【指値注文】

【指値注文】

・ 当注文は、お客様が注文時に約定価格を指定して行う注文方法で、

・ 当注文は、お客様が注文時に約定価格を指定して行う注文方法で、

発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様にとって有利な

発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様にとって有利な

価格を注文価格として指定することができます。

価格を注文価格として指定することができます。

・ 当注文は、お客様が指定した価格に対して、お客様に配信する価

・ 当注文は、お客様が指定した価格に対して、お客様に配信する価

格が同一となるか、若しくはお客様が指定した価格を超えたとき

格が同一となるか、若しくはお客様が指定した価格を超えたとき

に、お客様が指定した価格で約定します。従って、配信価格の履

に、お客様が指定した価格で約定します。従って、配信価格の履
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歴にない価格で約定することがあります。ただし、週明けに当社

歴にない価格で約定することがあります。ただし、週明けに当社

が初めて配信する価格が、お客様の指定した価格よりお客様にと

が初めて配信する価格が、お客様の指定した価格よりお客様にと

って有利な価格の場合には、お客様が指定した価格ではなく、当

って有利な価格の場合には、お客様が指定した価格ではなく、当

該週明けに当社が初めて配信する価格で約定します。

該週明けに当社が初めて配信する価格で約定します。

・ 当注文は、他の指値注文及びその他の注文と優劣の差はないため、

・ 当注文は、他の指値注文及びその他の注文と優劣の差はないため、

約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。

約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。

・ 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

・ 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。
・ 当注文は、注文時に有効期限を指定します。有効期限については

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。
（新設）

以下の通りです。
今日中

：営業日クローズ時点まで（夏時間：05時59分59
秒（金曜日のみ翌05時50分）、冬時間：06時59
分59秒（金曜日のみ翌06時50分））

今週中

：週末クローズ時点まで（夏時間：土曜日05時50
分、冬時間：土曜06時50分）

無期限 ：約定成立または取消を行うまで
期間指定：指定した日時（分単位）まで（なお、スマートフ
ォンアプリ版では期間指定はできません）
【逆指値注文】

【逆指値注文】

・ 当注文は、お客様が注文時に注文の執行を行う価格を指定して行

・ 当注文は、お客様が注文時に注文の執行を行う価格を指定して行

う注文方法で、発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様

う注文方法で、発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様

にとって不利な価格を注文価格として指定することができます。

にとって不利な価格を注文価格として指定することができます。

・ 当注文が売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下のビッド

・ 当注文が売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下のビッド

価格、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以上のアスク価

価格、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以上のアスク価
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格が配信されたとき、原則として、当該配信された価格をもって

格が配信されたとき、原則として、当該配信された価格をもって

約定します。ただし、約定処理に時間を要する場合等には、当該

約定します。ただし、約定処理に時間を要する場合等には、当該

配信された価格以外の価格で約定することがあります。なお、週

配信された価格以外の価格で約定することがあります。なお、週

明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行

明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行

の条件を満たしている場合は、原則として、当該初めて配信する

の条件を満たしている場合は、原則として、当該初めて配信する

取引レートで約定します。

取引レートで約定します。

・ 当注文は、他の指値注文及びその他の注文と優劣の差はないため、

・ 当注文は、他の指値注文及びその他の注文と優劣の差はないため、

約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。

約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。

・ 同一方向（売買の別）で同一通貨ペアの逆指値注文において、同

・ 同一方向（売買の別）で同一通貨ペアの逆指値注文において、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

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。

す。

・ 当注文は、注文時に有効期限を指定します。有効期限については

（新設）

以下の通りです。
今日中

：営業日クローズ時点まで（夏時間：05時59分59
秒（金曜日のみ翌05時50分）、冬時間：06時59
分59秒（金曜日のみ翌06時50分））

今週中

：週末クローズ時点まで（夏時間：土曜日05時50
分、冬時間：土曜06時50分）

無期限 ：約定成立または取消を行うまで
期間指定：指定した日時（分単位）まで（なお、スマートフ
ォンアプリ版では期間指定はできません）
（以下、省略）

（以下、省略）

10

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．～１４． 省略）

（１３．～１４． 省略）

１５．証拠金等の入金・出金

１５．証拠金等の入金・出金

（
（1）証拠金等の入金 省略）

（
（1）証拠金等の入金 省略）

（2）証拠金等の出金

（2）証拠金等の出金

預託された証拠金は、出金可能額の範囲で出金予約することができま
す。

預託された証拠金は、出金可能額の範囲で出金予約することができま
す。

なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において

なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において

判断させて頂きます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行う

判断させて頂きます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行う

までの間に、ロスカットの発生等により純資産額が0円未満となった場

ときに出金可能額が0円未満の場合（取引画面上では、出金可能額が

合や、追加証拠金制度にかかる証拠金維持判定において追加証拠金が発

「¥0」と表示されます。
）及び、追加証拠金が発生した場合に出金を中

生した場合、また、当社が出金処理を行う時点で預託証拠金残高が出金

止させて頂きます。出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則

予約額を下回っていた場合には、出金予約を取り消し、出金を中止させ

3営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。出金時の

て頂きます。出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則として

振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取り扱いは原則1日1

3営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。出金時の

回、かつ、2,000円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出金の

振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取り扱いは原則として

ご依頼の際はこの限りではありません。

1日1回、かつ、2,000円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出
金のご依頼の際はこの限りではありません。
※ 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

※ 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、出金予約を取消させていただいたうえ、そのマイナ

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

ス分と相殺させていただきます。

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
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すのでご注意ください。

（以下、省略）

（以下、省略）

（店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 省略）

（店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 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

（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

略）

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】

【金融商品取引業者の概要】

連

連

絡

先：カスタマーサポート

絡

先：カスタマーサポート

フリーダイヤル：0120-961-522

フリーダイヤル：0120-961-522

土日を除く24時間受付

土日を除く24時間受付

月曜07時00分〜土曜05時50分（夏時間）
月曜07時00分〜土曜06時50分（冬時間）

（以下、省略）

月曜午前7時00分〜土曜午前5時50分（夏時間）
月曜午前7時00分〜土曜午前6時50分（冬時間）

（以下、省略）
平成 28 年 9 月 24 日 改訂

（反社会的勢力に対する基本方針 省略）

省

（反社会的勢力に対する基本方針 省略）
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