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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 取引のリスクについて 

 

○当社 DMM CFD-Index 取引システムの利用に係るリスクについて 

（（1）～（2）省略） 

 

（3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク 

ア 即時注文 

DMM CFD-Index 取引サービスにおいて、即時注文は、注文価格、

銘柄、取引数量、売買の区別、取引ツール、スリッページの設定値等に

よって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があり

ます。また、即時注文では、スリッページが発生する場合があります。

あらかじめスリッページの許容幅を設定することができますが、スリ

ッページを許容しない設定においてスリッページが発生した場合や、

許容したスリッページ幅を超えるスリッページが発生した場合等には

当該注文は不成立となります。 

（以下、省略） 

 

（（4）～（7）省略） 

 

（8）スリッページリスク 

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 取引のリスクについて 

 

○当社 DMM CFD-Index 取引システムの利用に係るリスクについて 

（（1）～（2）省略） 

 

（3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク 

ア ストリーミング注文 

DMM CFD-Index 取引サービスにおいて、ストリーミング注文は、

注文価格、銘柄、取引数量、売買の区別、取引ツール、スリッページの

設定値等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない

場合があります。また、ストリーミング注文では、スリッページが発生

する場合があります。あらかじめスリッページの許容幅を設定するこ

とができますが、スリッページを許容しない設定においてスリッペー

ジが発生した場合や、許容したスリッページ幅を超えるスリッページ

が発生した場合等には当該注文は不成立となります。 

（以下、省略） 

 

（（4）～（7）省略） 

 

（8）スリッページリスク 
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お客様が即時注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示さ

れている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。

当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お客様の注文

を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過

に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利にな

る場合もあります。 

（以下、省略） 

 

 

DMM CFD-Index 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

 

（１．～１０．省略） 

 

１１．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、33ページの「DMM 

CFD-Index取引及びその受託に関する主要な用語の定義」をご覧くだ

さい。なお、これら注文は、DMM CFD-Index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。 

お客様がストリーミング注文を行う場合、お客様の発注時に取引画

面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合

があります。当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お

客様の注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する

時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、

不利になる場合もあります。 

（以下、省略） 

 

 

DMM CFD-Index 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

 

（１．～１０．省略） 

 

１１．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、33ページの「DMM 

CFD-Index取引及びその受託に関する主要な用語の定義」をご覧くだ

さい。なお、これら注文は、DMM CFD-Index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。 
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●即時注文  ●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）  ●IFO

（IFD+OCO）   

 

【即時注文】 

・当注文は、他の即時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。 

（以下、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 

 

□スリッページ（すりっぺーじ）―Slippage 

即時注文、逆指値注文等が成立するときに、注文時の表示価格（逆指

値注文の場合は、注文価格）と実際の約定価格との差額をいいます。

即時注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可能です。 

 

（以下、省略） 

 

●ストリーミング注文  ●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）  ●IFO

（IFD+OCO）   

 

【ストリーミング注文】 

・当注文は、他のストリーミング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。 

（以下、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 

 

□スリッページ（すりっぺーじ）―Slippage 

ストリーミング注文、逆指値注文等が成立するときに、注文時の表示

価格（逆指値注文の場合は、注文価格）と実際の約定価格との差額を

いいます。ストリーミング注文ではあらかじめ許容範囲を設定する

ことも可能です。 

（以下、省略） 
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（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） 

 

令和 4 年 10 月 29 日 改訂 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 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） 
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店頭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 

 

○当社 DMM CFD- Commodity 取引システムの利用に係るリスクにつ

いて 

（（1）～（2）省略） 

 

(3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク 

ア 即時注文 

DMM CFD-Commodity 取引サービスにおいて、即時注文は、注文

価格、銘柄、取引数量、売買の区別、取引ツール、スリッページの設定

値等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合

があります。また、即時注文では、スリッページが発生する場合があり

ます。あらかじめスリッページの許容幅を設定することができますが、

スリッページを許容しない設定においてスリッページが発生した場合

や、許容したスリッページ幅を超えるスリッページが発生した場合等

には当該注文は不成立となります。 

（以下、省略） 

 

（（4）～（7）省略） 

 

店頭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 

 

○当社 DMM CFD- Commodity 取引システムの利用に係るリスクにつ

いて 

（（1）～（2）省略） 

 

(3）注文方法の差異による約定レートに係るリスク 

ア ストリーミング注文 

DMM CFD-Commodity 取引サービスにおいて、ストリーミング注

文は、注文価格、銘柄、取引数量、売買の区別、取引ツール、スリッペ

ージの設定値等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定

しない場合があります。また、ストリーミング注文では、スリッページ

が発生する場合があります。あらかじめスリッページの許容幅を設定

することができますが、スリッページを許容しない設定においてスリ

ッページが発生した場合や、許容したスリッページ幅を超えるスリッ

ページが発生した場合等には当該注文は不成立となります。 

（以下、省略） 

 

（（4）～（7）省略） 
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（8）スリッページリスク 

お客様が即時注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示さ

れている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。

当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お客様の注文

を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過

に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利にな

る場合もあります。 

（以下、省略） 

 

 

DMM CFD- Commodity 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

 

（１．～１１．省略） 

 

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33ページの「DMM 

CFD-Commodity取引及びその受託に関する主要な用語の定義｣をご覧

ください。なお、これら注文は、DMM CFD-Commodity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。 

（8）スリッページリスク 

お客様がストリーミング注文を行う場合、お客様の発注時に取引画

面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合

があります。当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お

客様の注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する

時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、

不利になる場合もあります。 

（以下、省略） 

 

 

DMM CFD- Commodity 取引の仕組みについて 

 

（口座開設について 省略） 

（当社の価格変動リスク管理について 省略） 

 

お取引について 

 

（１．～１１．省略） 

 

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33ページの「DMM 

CFD-Commodity取引及びその受託に関する主要な用語の定義｣をご覧

ください。なお、これら注文は、DMM CFD-Commodity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。 
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●即時注文  ●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）  ●

IFO（IFD+OCO） 

 

【即時注文】 

・当注文は、他の即時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。 

（以下、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事項 省略） 

 

 

DMM CFD-Commodity 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

□スリッページ（すりっぺーじ）―Slippage 

即時注文や逆指値注文が成立するときに、注文時の表示価格（逆指

値注文の場合は、注文価格）と実際の約定価格との差額をいいま

す。即時注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可能です。 

 

（以下、省略） 

 

 

●ストリーミング注文  ●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）  ●

IFO（IFD+OCO） 

 

【ストリーミング注文】 

・当注文は、他のストリーミング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。 

（以下、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事項 省略） 

 

 

DMM CFD-Commodity 取引及びその受託に関する主要な用語の定義 

 

□スリッページ（すりっぺーじ）―Slippage 

ストリーミング注文や逆指値注文が成立するときに、注文時の表示

価格（逆指値注文の場合は、注文価格）と実際の約定価格との差額

をいいます。ストリーミング注文ではあらかじめ許容範囲を設定す

ることも可能です。 

（以下、省略） 
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（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 

省略） 

 

令和 4 年 10 月 29 日 改訂 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 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 

省略） 

 

 

 

 

（反社会的勢力に対する基本方針 省略） 

 

 

 


