【C-NEX】店頭外国為替証拠金取引説明書

新旧対照表
下線部分が変更点

変更箇所
店頭外国
為替証拠
金取引の
仕組みに
ついて
取引の方
法

新取引説明書
ａ．取引の対象は、USD/JPY（米ドル/円）、EUR/JPY（ユーロ/円）、GBP/JPY（英
ポンド/円）、AUD/JPY（豪ドル/円）、CAD/JPY（カナダドル/円）、CHF/JPY（ス
イスフラン/円）、ZAR/JPY（南アフリカランド/円）、EUR/USD（ユーロ/米ドル）、
GBP/USD（英ポンド/米ドル）、AUD/USD（豪ドル/米ドル）、USD/CHF（米ドル/ス
イスフラン）、EUR/CHF（ユーロ/スイスフラン）、GBP/CHF（英ポンド/スイスフ
ラン）、AUD/CHF（豪ドル/スイスフラン）、CAD/CHF（カナダドル/スイスフラン）、
EUR/GBP（ユーロ/英ポンド）、EUR/AUD（ユーロ/豪ドル）の組合せとなります。

旧取引説明書
ａ．取引の対象は、USD/JPY（米ドル/円）、EUR/JPY（ユーロ/円）、GBP/JPY（英
ポンド/円）、AUD/JPY（豪ドル/円）、CAD/JPY（カナダドル/円）、CHF/JPY（ス
イスフラン/円）、ZAR/JPY（南アフリカランド/円）、EUR/USD（ユーロ/米ドル）、
GBP/USD（英ポンド/米ドル）、AUD/USD（豪ドル/米ドル）、USD/CHF（米ドル/ス
イスフラン）、EUR/CHF（ユーロ/スイスフラン）、EUR/GBP（ユーロ/英ポンド）
の組合せとなります。

店頭外国
為替証拠
金取引の
仕組みに
ついて
取引の方
法

ｃ．呼び値の最小変動幅は、1 通貨単位あたり 0.001 円とします。
※ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドルの場合は 1 通貨単位あたり
0.00001 米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイス
フラン、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフランの場合は 1 通貨単位あ
たり 0.00001 スイスフラン、ユーロ/英ポンドの場合は 1 通貨単位あたり 0.00001
英ポンド、ユーロ/豪ドルの場合は 1 通貨単位あたり 0.00001 豪ドルとなります。

ｃ．呼び値の最小変動幅は、1 通貨単位あたり 0.001 円とします。
※ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドルの場合は 1 通貨単位あたり
0.00001 米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの場合は 1 通貨単
位あたり 0.00001 スイスフラン、ユーロ/英ポンドの場合は 1 通貨単位あたり
0.00001 英ポンドとなります。

店頭外国
為替証拠
金取引の
仕組みに
ついて
取引の方
法
店頭外国
為替証拠
金取引の
仕組みに
ついて
決済に伴
う金銭の
授受

①証拠金は現金のみのお取扱いとなります。
②取引に掛かる取引証拠金は最小取引数量に対し約定金額に 4％（法人口座でレ
バレッジ 100 倍の場合は 1％、200 倍の場合は 0.5％）を乗じた値に対し、1 円単
位を切り捨てた額となります。

①証拠金は現金のみのお取扱いとなります。
②取引に掛かる取引証拠金は最小取引数量に対し約定金額に 4％（法人口座は
1％）を乗じた値に対し、1 円単位を切り捨てた額となります。

（2）店頭外国為替証拠金取引に伴うお客様と弊社との間の金銭の授受は、以下
の計算式により算出した現金を受渡すものとします。
（売買損益は相殺決済における差損益が該当します。）
売買損益＝約定価格差×取引数量×コンバージョンレート

（2）店頭外国為替証拠金取引に伴うお客様と弊社との間の金銭の授受は、以下
の計算式により算出した現金を受渡すものとします。
（売買損益は相殺決済における差損益が該当します。）
売買損益＝約定価格差×取引数量×コンバージョンレート

※約定価格差とは、相殺決済対象の約定価格差を指します
決済日当日は「所定の通貨ペアの現在レート」にて逐次円評価し、翌営業日
には「コンバージョンレート」にて円換算した金額で確定します。
※所定の通貨ペアは以下の通りです。
・対米ドル取引の場合、米ドル/円のレート
・対スイスフラン取引の場合、スイスフラン/円のレート

※約定価格差とは、相殺決済対象の約定価格差を指します
決済日当日は「所定の通貨ペアの現在レート」にて逐次円評価し、翌営業日
には「コンバージョンレート」にて円換算した金額で確定します。
※所定の通貨ペアは以下の通りです。
・対米ドル取引の場合、米ドル/円のレート
・対スイスフラン取引の場合、スイスフラン/円のレート

・対英ポンド取引の場合、英ポンド/円のレート
・対豪ドル取引の場合、豪ドル/円のレート
※「コンバージョンレート」は画面左上『Reports』の『Account
りご確認頂けます。
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Journal』よ

・対英ポンド取引の場合、英ポンド/円のレート
※「コンバージョンレート」は画面左上『Reports』の『Account
りご確認頂けます。

Journal』よ

平成 24 年 1 月 1 日以降に年間の取引の結果生じた利益は、雑所得として申告分 平成 24 年 1 月 1 日以降に年間の取引の結果生じた利益は、雑所得として申告分
離課税の対象へと変更になりますので、確定申告をする必要があります。税率は、 離課税の対象へと変更になりますので、確定申告をする必要があります。税率は、
所得税が 15％、地方税が 5％となります。
所得税が 15％、住民税が 5％となります。

有効証拠金額
（Account

資産（Cash Balance）± 評価損益（Total Unrealized P&L）
± 確定損益（Total Realized P&L）

（Margin
Requirement）
取引余力
（Available To
Trade）

（Account

資産（Cash Balance）± 評価損益（Total Unrealized P&L）
± 確定損益（Total Realized P&L）

Equity）

Equity）
取引証拠金額

有効証拠金額

取引数量（Amount）×現在レート（MID レート）×4％
（法人口座でレバレッジ 100 倍の場合は 1％、200 倍の場合
は 0.5％）
算出された値の 1 円単位を切り捨てた額となります。
資産（Cash Balance）± 評価損益（Total Unrealized P&L）
± 確定損益（Total Realized P&L）
-取引証拠金額（Margin Requirement）

使用証拠金率
（Used Margin
Ratio）

取引証拠金額（Margin Requirement）÷有効証拠金額×100

取引証拠金率

有効証拠金額÷取引証拠金額（Margin Requirement）×100

取引証拠金額
（Margin
Requirement）
取引余力
（Available To
Trade）

取引数量（Amount）×現在レート（MID レート）×4％
（法人口座の場合は 1％）
算出された値の 1 円単位を切り捨てた額となります。
資産（Cash Balance）± 評価損益（Total Unrealized P&L）
± 確定損益（Total Realized P&L）
-取引証拠金額（Margin Requirement）

使用証拠金率
（Used Margin
Ratio）

取引証拠金額（Margin Requirement）÷有効証拠金額×100

取引証拠金率

有効証拠金額÷取引証拠金額（Margin Requirement）×100
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通貨ペア

取引単位

通貨ペア

取引単位

USD/JPY（米ドル/円）

USD/JPY（米ドル/円）

200,000 通貨以上、0.01 通貨単位

EUR/JPY（ユーロ/円）

EUR/JPY（ユーロ/円）

上限なし

GBP/JPY（英ポンド/円）

200,000 通貨以上、0.01 通貨単位

GBP/JPY（英ポンド/円）

※1 回の注文数量（新規及び決済）の上限

AUD/JPY（豪ドル/円）

上限なし

AUD/JPY（豪ドル/円）

は、通貨ペア毎で 10 億 USD 相当額までと

CAD/JPY（カナダドル/円）

※1 回の注文数量（新規及び決済）の上

CAD/JPY（カナダドル/円）

します。

CHF/JPY（スイスフラン/円）

※決済（反対売買時）における取引単位が

ZAR/JPY（南アフリカランド/円）

1 通貨単位以上となる為、1 通貨未満のお

EUR/USD（ユーロ/米ドル）

取引は行わないようお願い致します。

GBP/USD（英ポンド/米ドル）

※1 通貨単位未満のポジションが残る場合

AUD/USD（豪ドル/米ドル）

は、お問合せによる対応となります。弊社

CHF/JPY（スイスフラン/円）
ZAR/JPY（南アフリカランド/円）
EUR/USD（ユーロ/米ドル）
GBP/USD（英ポンド/米ドル）
AUD/USD（豪ドル/米ドル）
USD/CHF (米ドル/スイスフラン)
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン)
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン)
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン)
CAD/CHF (カナダドル/スイスフラン)

限は、通貨ペア毎で 10 億 USD 相当額
までとします。
※決済（反対売買時）における取引単
位が 1 通貨単位以上となる為、1 通貨未
満のお取引は行わないようお願い致し
ます。
※1 通貨単位未満のポジションが残る
場合は、お問合せによる対応となりま
す。弊社所定の方法にて決済させて頂

USD/CHF (米ドル/スイスフラン)
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン)
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド)

所定の方法にて決済させて頂きますので、
お客様サービスセンターまでお電話下さ
い。

きますので、お客様サービスセンター
までお電話下さい。

EUR/GBP (ユーロ/英ポンド)
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル)
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取引方法

オンライントレード(インターネットによるお取引)

取引方法

※パソコンでのお取引となります。

※パソコンでのお取引となります。
決済方法

スワップポイント

FIFO ネッティング形式

オンライントレード(インターネットによるお取引)

決済方法

FIFO ネッティング形式

お客様が保有するポジション（Amount）は、反対売買に

お客様が保有するポジション（Amount）は、反対売買に

掛かる注文が約定した場合に手仕舞われ、決済されるポジ

掛かる注文が約定した場合に手仕舞われ、決済されるポジ

ション（Amount）は、先入先出法（FIFO）によります。

ション（Amount）は、先入先出法（FIFO）によります。

但し、営業日中に反対売買による手仕舞いを行わないポジ

但し、営業日中に反対売買による手仕舞いを行わないポジ

ション（Amount）については、ニューヨーククローズ時

ション（Amount）については、ニューヨーククローズ時

に、ロールオーバーを行い、全てのポジション（Amount）

に、ロールオーバーを行い、全てのポジション（Amount）

が合算され平均約定価格で、1 ポジション（Amount）と

が合算され平均約定価格で、1 ポジション（Amount）と

なります。

なります。

ポジション（Amount）のロールオーバーに伴い発生し、
翌営業日にお客様の資産（Cash Balance）に加算または、

スワップポイント

ポジション（Amount）のロールオーバーに伴い発生し、
翌営業日にお客様の資産（Cash Balance）に加算または、

減算されます。
取引数量の上限

上限なし

減算されます。
取引数量の上限

※1 回の注文数量（新規及び決済）の上限は、通貨ペア毎

※1 回の注文数量（新規及び決済）の上限は、通貨ペア毎

で 10 億 USD 相当額までとします。
レバレッジ
注文受付可能幅

25 倍（法人の場合 100 倍・200 倍よりお選び頂けます。）
【対円取引の場合】

で 10 億 USD 相当額までとします。
注文受付可能幅

【対ドル取引の場合】

【対ドル取引の場合】

0.00001～

0.00001～

【対スイスフラン取引の場合】

【対スイスフラン取引の場合】

0.00001～

0.00001～

【対英ポンド取引の場合】
0.00001～

【対英ポンド取引の場合】
0.00001～
【対豪ドル取引の場合】

注文の有効期限
(Expiry Type)

0.00001～
(Expiry Type)
レベル 1

レベル
レベル 3

【ロスカットアラート（Margin Alert）】
使用証拠金率が 67％（証拠金維持率が 150％）になると、

③Custom：注文の有効時間を日時で期限設定が可能

警告を促すメールが送信されます。

【ロスカットアラート（Margin Alert）】

【新規注文不可（Liquidating Transactions Only）】

マージン

レベル 2

【新規注文不可（Liquidating Transactions Only）】
使用証拠金率が 84％（証拠金維持率が 120％）になると、

レベル

新規注文ができなくなります。
レベル 3

【ロスカット（Sell Out）】

使用証拠金率が 84％（証拠金維持率が 120％）に達する

使用証拠金率が 100％（証拠金維持率が 100％）になると、

と、新規注文ができなくなります。

全てのポジション（Amount）を強制的に反対売買にて決

【ロスカット（Sell Out）】
使用証拠金率が 100％（証拠金維持率が 100％）に達する
と、全ポジション（Amount）を強制的に反対売買にて決
済します。

取引に係る税金

②Timed：注文の有効時間を秒単位で期間設定が可能

②Timed：注文の有効時間を秒単位で期間設定が可能

と、警告を促すメールが送信されます。
レベル 2

①GTC：無期限
③Custom：注文の有効時間を日時で期限設定が可能

レベル 1

①GTC：無期限

使用証拠金率が 67％（証拠金維持率が 150％）に達する

マージン

【対円取引の場合】

（プライスリミット） 0.001～

（プライスリミット） 0.001～

注文の有効期限

上限なし

雑所得（申告分離課税方式）

済します。
取引に係る税金

雑所得（申告分離課税方式）
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注文の種類
成行

指値

内容
【MKT】

注文の種類
成行

【MKT】

実勢レートで全アマウントが約定する注文方法。

実勢レートで全アマウントが約定する注文方法。

【GTC】

【GTC】

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方

法。

法。

発注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りの

発注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りの

アマウントが指値注文として残ります。

アマウントが指値注文として残ります。

【IOC】

【IOC】

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方

法。

法。

発注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りの

発注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りの

注文をキャンセルします。

注文をキャンセルします。

※IOC を選択している場合は、リーブオーダー注文はできません。

※IOC を選択している場合は、リーブオーダー注文はできません。

【LMT】

指値

注文方法。

注文方法。
【STP】（スリッページ設定なし）

【LMT】
指定した価格以下で買う、または指定した価格以上で売るといった

指定した価格以下で買う、または指定した価格以上で売るといった
逆指値

内容

逆指値

【STP】（スリッページ設定なし）

指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった

指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった

注文方法。

注文方法。

Trigger Rate として指定した価格となった際に、成行注文を発注し

Trigger Rate として指定した価格となった際に、成行注文を発注し

ます。

ます。

※相場の急変動等、市場状況により、指定価格と約定価格が、乖離

※相場の急変動等、市場状況により、指定価格と約定価格が、乖離

する場合があります。

する場合があります。

【STP_LMT】（スリッページ設定あり）

【STP_LMT】（スリッページ設定あり）

指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった

指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった

注文方法。

注文方法。

Trigger Rate として指定した価格からスリッページ値範囲以内で

Trigger Rate として指定した価格からスリッページ値範囲以内で

あれば約定します。

あれば約定します。

※スリッページ値を超えた場合は、指定した価格とスリッページ値

※スリッページ値を超えた場合は、指定した価格とスリッページ値

を、加味した価格で、指値注文として注文が残ります。

を、加味した価格で、指値注文として注文が残ります。

全決済

【Close ALL Position】
保有している全ポジション（Amount）を成行（MKT）で決済す
る注文方法。
※相場の急変動等、市場状況により、実勢レートと乖離した価格で
注文が約定する場合がございます。
【Close Position】
保有しているポジション（Amount）を通貨別に成行（MKT）で
決済する注文方法。
※相場の急変動等、市場状況により、実勢レートと乖離した価格で
注文が約定する場合がございます。

