【C-NEX】
NEX】約款 新旧対照表
下線部分が変更点
変更箇所
変更箇所
第 6 条（口座の
口座の開
設及び取引の適
格要件）
格要件）（個人の
お客様の場合）

新約款
（8）マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑
いのある取引に利用する為に外国為替証拠金取引を行わない事、または反
社会的勢力（法令その他の事情を鑑み、弊社が反社会的勢力と認めたもの
を含む。以下同じ。）の一員でない事。

旧約款
（8）マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑
いのある取引に利用する為に本取引を行わない事、または反社会的勢力（法
令その他の事情を鑑み、弊社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同
じ。）の一員でない事。

第 6 条（口座の
口座の開
設及び取引の適
格要件）
格要件）（法人の
お客様の場合）

（10）マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の
疑いのある取引に利用する為に外国為替証拠金取引を行わない事、または
反社会的勢力（法令その他の事情を鑑み、弊社が反社会的勢力と認めたも
のを含む。以下同じ。）の一員でない事。

（10）マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の
疑いのある取引に利用する為に外国為替証拠金取引を行わない事、または
反社会的勢力の一員でない事。

第 7 条（本取引に
本取引に 3. 本口座の開設または個別取引の諾否は、弊社が弊社の審査基準（第 6 条
関する注意事項
する注意事項）
注意事項） 第 2 項に定める適格要件を含みます。）に基づき判定するものとし、かか
る審査基準に違反すると弊社が合理的に認めた場合には、弊社は本口座の
開設または個別取引をお断りする事ができるものとします。尚、弊社は、
かかる審査基準を開示しないものとします。また、判定の結果弊社が本口
座の開設または個別取引をお断りした場合であっても、弊社は、その理由
については開示しないものとします。

3. 本口座の開設または個別取引の諾否は、弊社が弊社の審査基準（第 6 条
第 2 項に定める適格要件を含みます。）に基づき判定するものとし、お客
様は弊社が本口座の開設または個別取引を承諾した場合に限り、本取引を
行う事ができます。尚、弊社は、かかる審査基準を開示しないものとしま
す。また、判定の結果弊社が本口座の開設または個別取引をお断りした場
合であっても、弊社は、その理由については開示しないものとします。

第 8 条（口座の
口座の名
義）

4. お客様が前二項の規定に違反すると弊社が合理的に認めた場合には、弊
社は、お客様の口座の機能を停止または解約する事ができ、お客様はこれ
に異議を述べないものとします。また、弊社が口座番号等の使用状況や入
金者に関する事項等についてお客様に対して情報提供を求めた場合には、
お客様は合理的な範囲でこれに応じるものとします。

4. お客様が前二項の規定に違反すると弊社が合理的に認めた場合には、弊
社は、お客様の口座を停止または解約する事ができ、お客様はこれに異議
を述べないものとします。また、弊社が口座番号等の使用状況や入金者に
関する事項等についてお客様に対して情報提供を求めた場合には、お客様
は合理的な範囲でこれに応じるものとします。

第 19 条（強制決
済）

2. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じたと弊社が認めた場
合には、弊社はまずお客様に対して注文期限を定めて反対売買等をする旨
の請求をする事ができ、弊社よりかかる請求があった場合には、お客様は、
弊社の指定する注文期限までに、当該時点において保有するポジション（建
玉）について反対売買等をし、決済しなければなりません。但し、かかる
注文期限までに、お客様が反対売買等の注文を行わない時は、弊社は、お
客様への事前連絡やお客様の承諾を要する事なく、任意に、当該ポジショ
ン（建玉）の反対売買等をし、決済する事ができるものとします。

2. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じたと弊社が認めた場
合には、弊社はまずお客様に対して注文期限を定めて反対売買等をする旨
の請求をする事ができ、弊社よりかかる請求があった場合には、お客様は、
弊社の指定する注文期限までに、当該時点において保有するポジション（建
玉）について反対売買等をし、決済しなければなりません。但し、かかる
注文期限までに、お客様が反対売買等の注文を行わない時は、弊社は、お
客様への事前連絡やお客様の承諾を要する事なく、任意に、当該ポジショ
ン（建玉）の反対売買等をし、決済する事ができるものとします。

（1）口座開設時に虚偽の申告をした事が判明した場合。
（2）お客様の弊社に対する本取引に係る債務またはその他一切の弊社に対

（1）口座開設時に虚偽の申告をした事が判明した場合。
（2）お客様の弊社に対する本取引に係る債務またはその他一切の弊社に対

する債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した時。
（3）
弊社の Web サイトの運営若しくは弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、
または及ぼすおそれのある行為を行ったと弊社が認めた場合。
（4）お客様の弊社に対する債務（但し、本取引に係る債務を除きます。）
について差し入れている担保の目的物について仮差押、仮処分、差押、競
売手続、滞納処分その他これらに類似の事実（外国の法令に基づくこれら
のいずれかに相当または類する事由を含みます。）が発生した時、または
これらの申立、処分若しくは通知を受ける可能性のある事由を生じた時。
（5）お客様が取引を行うにあたり、本システム、システム機器、通信機器、
端末機器、接続回線若しくはプログラムの不正な操作、改変等若しくは本
システム以外のツール等により、健全な取引通念上不適切、不適正な方法
による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと弊社が
認めた場合。
(6) 弊社が提供するレート等の情報の不正な取得若しくは利用、若しくは
インターネットのセキュリティの脆弱性の利用等、不適当、不適正な内容
及び方法等により取引を行ったと弊社が認めた場合、またはそのおそれが
あると弊社が認めた場合。
（7）お客様が本約款その他弊社が本取引に関して定める規定のうちいずれ
かの条項の一部でも違反した時。
（8）お客様の合計資産が 0 円を下回った（マイナスになった）場合で、弊
社の要請にも関わらずお客様が直ちに入金若しくは保有するポジション
（建玉）を決済する等により当該合計資産を 0 円以上の状態にしない時。
（9）前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じた時。

する債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した時。
（3）
弊社の Web サイトの運営若しくは弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、
または及ぼすおそれのある行為を行ったと弊社が認めた場合。
（4）お客様の弊社に対する債務（但し、本取引に係る債務を除きます。）
について差し入れている担保の目的物について仮差押、仮処分、差押、競
売手続、滞納処分その他これらに類似の事実（外国の法令に基づくこれら
のいずれかに相当または類する事由を含みます。）が発生した時、または
これらの申立、処分若しくは通知を受ける可能性のある事由を生じた時。
（5）レートまたはレートの配信を操作する、若しくは本システムでは通常
実行できないような取引を行う等、本システムに対する不当行為により不
適正な取引を行ったと弊社が認めた場合。
（6）お客様が本約款その他弊社が本取引に関して定める規定のうちいずれ
かの条項の一部でも違反した時。
（7）お客様の合計資産が 0 円を下回った（マイナスになった）場合で、弊
社の要請にも関わらずお客様が直ちに入金若しくは保有するポジションを
決済する等により当該合計資産を 0 円以上の状態にしない時。
（8）前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じた時。

第 25 条（報告）
報告）

お客様は、第 19 条第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合
には、弊社に対して、直ちにその旨の報告をするものとします。

お客様は、第 19 条第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合
には、弊社に対して、直ちに直接書面をもってその旨の報告をするものと
します。

第 26 条（届出事
項の変更）
変更）

弊社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地
その他弊社が定める事項に変更があった時は、お客様は、弊社に対し直ち
に弊社所定の方法をもってその旨の届出をするものとします。

弊社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、印鑑または住所若しくは事務
所の所在地その他弊社が定める事項に変更があった時は、お客様は、弊社
に対し直ちに弊社所定の方法をもってその旨の届出をするものとします。

第 29 条（免責事
項）

（9）本口座の機能の停止、解約または強制決済等に基づきお客様に発生し
た損害。
（10）本サービスによりお客様に提供された情報が正確性を欠いていた事
により生じた損害。尚、かかる事由には、カウンターパーティからの異常
レートの配信、またはシステムの故障その他の原因により、弊社 Web サイ
トに表示される高値若しくは安値の誤表示等を含みますが、これらに限ら
れません。
（11）お客様が本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、
第三者（弊社の顧客を含む）への提供、営業目的での利用、加工または再
配信等お客様の取引目的以外の目的で利用した事に関連して生じた損害。
（12）国内の金融機関の休日または弊社の取扱時間外の為に、お客様の注
文に応じ得ない事により生じた損害。
（13）国内の金融機関の休日または弊社の取扱時間外の為に、本取引に係
る諸通知が遅延した事により生じた損害。
（14）その他弊社の責めによらない事由により生じた損害。

（9）本サービスによりお客様に提供された情報が正確性を欠いていた事に
より生じた損害。尚、かかる事由には、カウンターパーティからの異常レ
ートの配信、またはシステムの故障その他の原因により、弊社 Web サイト
に表示される高値若しくは安値の誤表示等を含みますが、これらに限られ
ません。
（10）お客様が本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、
第三者（弊社の顧客を含む）への提供、営業目的での利用、加工または再
配信等お客様の取引目的以外の目的で利用した事に関連して生じた損害。
（11）国内の金融機関の休日または弊社の取扱時間外の為に、お客様の注
文に応じ得ない事により生じた損害。
（12）国内の金融機関の休日または弊社の取扱時間外の為に、本取引に係
る諸通知が遅延した事により生じた損害。
（13）その他弊社の責めによらない事由により生じた損害。

第 31 条（本口座
の停止または解
約）

1. 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第 19 条第 1 項、第 2 項
に掲げる事項のいずれかに該当した時は、弊社は本口座の機能を停止でき
るものとし、お客様は停止された範囲において本口座での証拠金の出金、
注文または決済等ができなくなります。

1. 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第 19 条第 1 項、第 2 項
に掲げる事項のいずれかに該当した時は、本口座は停止されることとなり、
本口座での取引は出来なくなります。（但し、不足金の対処、引き出し等
は除きます。）

（1）お客様が弊社に対し外国為替証拠金取引の本口座の停止の申し入れを
した時。
（2）お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が本口座の停止を通
告した時。
（3）第 39 条に定める本約款及び取引説明書の変更にお客様が同意しない
時。
（4）お客様が本約款第 6 条第 2 項に定める適格要件を欠く状態になったと
弊社が合理的に判断した場合。
（5）弊社により過誤入金がなされた時。
（6）前各号の他、やむを得ない事由により、弊社が取引を継続する事が不
適切であると認めた場合。

（1）お客様が弊社に対し外国為替証拠金取引の本口座の停止の申し入れを
した時。
（2）お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が本口座の停止を通
告した時。
（3）第 39 条に定める本約款及び取引説明書の変更にお客様が同意しない
時。
（4）お客様が本約款第 6 条第 2 項に定める適格要件を欠く状態になったと
弊社が合理的に判断した場合。
（5）前各号の他、やむを得ない事由により、弊社が取引を継続する事が不
適切であると認めた場合。

第 31 条（本口座
の停止または解
約）

5. 前二項に基づく清算の後、本口座内に余剰の金銭が残存している場合に
は、弊社は、お客様に対して当該金銭を返還するものとします。

5. 前二項に基づく清算の後、本口座内に余剰の金銭が残存している場合に
は、弊社は、お客様に対して当該金銭を返還するものとします。

6. 第一項に基づき本口座の機能が停止された場合、お客様が本口座の停止
解除を申し出た時には、弊社が本口座の機能の停止を解除する事が相当で
あると判断した場合に、弊社所定の方法に従い本口座の機能の停止が解除
されるものとします。

6. 第一項に基づき本口座が停止された場合、お客様が本口座の停止解除を
申し出た時には、弊社が本口座の停止を解除する事が相当であると判断し
た場合に、弊社所定の方法に従い本口座の停止が解除されるものとします。

