【C-NEX】
NEX】店頭外国為替証拠金取引説明書
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
変更箇所

新取引説明書

旧取引説明書

店頭外国為 ビィーティプライム
替証拠金取 （BT Prime Ltd）金融商品取引業：監督官庁なし
引のリスク
等重要事項
について
サイバーエ
注文の
内容
ージェント
種類
FX「
FX「C-NEX」
NEX」
成行
【 MKT】
MKT】
取引概要
実勢レートで全アマウントが約定する注文方法です。
■ 取引に
発注した分の全アマウントが市場に存在しなかった場合には、キャンセル
します。
ついて

記載なし

注文の
種類
成行

指値

成行注文は、当社のサーバーで受け付けた時間順に処理されます。
ただし、お客さまの端末と当社のサーバーとの間の通信時間および当社サ
ーバーでの注文受付後の約定処理時間により、お客さまの発注時の画面表
示価格と、実際の約定価格との間に価格差（これを「スリッページ」とい
います）が発生する場合があります。
「スリッページ」は、お客さまにとって有利となる場合もあれば、不利と
なる場合もあります。
【 LMT】
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注文方
法です。
指値注文は、当社のサーバーで受け付けた時間順に処理されます。
売り指値注文は、配信されたBID価格が指定した注文価格以上となった場
合、約定します。
買い指値注文は、配信されたOFFER価格が指定した注文価格以下となった
場合に約定します。
ただし、売り指値注文、買い指値注文とも発注した分のアマウントが市場
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【 MKT】
MKT】
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、残りのアマウン
トが指値注文として残ります。

【 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。

内容

指値

逆指値

IFD注文

【 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。
【 LMT】
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注文方
法。
【 STP】
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、乖離する場合
があります。
【 STP_LMT】
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を、加味
した価格で、指値注文として注文が残ります。
【 IFD】
IFD】 予め新規注文と決済注文の価格を指定して、同時に発注しておく注
文方法。新規注文が約定した後、予め指定した価格で決済注文ができます。

逆指値

に存在しなかった場合には存在したアマウント分のみ約定され、残りのア
マウントは指値注文として残ります。
約定時点の配信価格と比べて、約定価格が有利に約定する場合はあります
が、不利に約定する場合はありません。
【 STP】
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注文方
法です。
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。
※相場の急変動等、市場状況により、指定価格と約定価格が、かい離する
場合があります。

OCO注文

IFO注文

トレール
注文

【 STP_LMT】
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を、加
味した価格で、指値注文として注文が残ります。

IFD注文

OCO注文

IFO注文

トレール
注文

逆指値注文は、当社のサーバーで受け付けた時間順に処理されます。
売り逆指値注文、買い逆指値注文とも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存在したアマウント分のみ約定され、残りのアマウ
ントは逆指値注文として残ります。
【 IFD】
IFD】
あらかじめ新規注文と決済注文の価格を指定して、同時に発注しておく注
文方法です。
新規注文が約定した後、あらかじめ指定した価格で決済注文ができます。
新規注文、決済注文とも指値注文、逆指値注文の組み合わせで発注する事
が可能です。
※指値注文および逆指値注文につきましては、本項目「指値注文」･「逆
指値注文」記載欄をご参照ください。
【 OCO】
OCO】
2つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の注文は自動
的に取り消される注文方法です。
新規注文時に指値注文と逆指値注文の同時発注または、決済注文時に指値
注文と逆指値注文の同時発注が可能となります。
※指値注文および逆指値注文につきましては、本項目「指値注文」･「逆
指値注文」記載欄をご参照ください。
【 IFO】
IFO】
IFDとOCOを組み合わせた注文方法です。
あらかじめ指値または逆指値注文で新規注文の価格を指定すると同時に、
決済注文で指値・逆指値の2つの注文を同時に発注する事が可能です。
※指値注文および逆指値注文につきましては、本項目「指値注文」･「逆
指値注文」記載欄をご参照ください。
【 TSP】
TSP】 （スリッページ設定なし）
逆指値注文にトレール幅（Trail By）を指定する事ができる注文方法です。
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全決済

【 OCO】
OCO】2つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の注文は
自動的に取り消される注文方法。新規注文の同時発注及び、決済注文の同時
発注が可能となります。
【 IFO】
IFO】 IFDとOCOを組み合わせた注文方法。
予め新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文で指値・逆指値の2つの
注文を同時に発注する事が可能です。
【 TSP】
TSP】 （スリッページ設定なし）
逆指値注文にトレール幅（Trail By）を指定する事ができる注文方法。
売注文では現在レートが上がると注文価格が上がり、買注文では現在レート
が下がると注文価格が下がるように、予め設定したトレール幅（Trail By）
で実勢レートに追随し、自動で注文価格が調整されます。
現在レートが注文価格に到達した際に、成行注文を発注します。
※トレール注文可能な範囲は、弊社指定により1ポイント～999ポイントとな
ります。
※相場の急変動等、市場状況により、注文価格と約定価格が、乖離する場合
があります。
【 TSL】
TSL】 （スリッページ設定あり）
逆指値注文にトレール幅（Trail By）を指定する事ができる注文方法。
売注文では現在レートが上がると注文価格が上がり、買注文では現在レート
が下がると注文価格が下がるように、予め設定したトレール幅（Trail By）
で実勢レートに追随し、自動で注文価格が調整されます。
現在レートが注文価格に到達した際に、スリッページ値範囲以内であれば
約定します。
※トレール注文可能な範囲は、弊社指定により1ポイント～999ポイントとな
ります。
※スリッページ値を超えた場合は、注文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。
【 Close ALL Position】
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】
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。

売注文では現在レートが上がると注文価格が上がり、買注文では現在レー
トが下がると注文価格が下がるように、あらかじめ設定したトレール幅
（Trail By）で実勢レートに追随し、自動で注文価格が調整されます。
現在レートが注文価格に到達した際に、成行注文を発注します。
※トレール注文可能な範囲は、当社指定により1ポイント～999ポイントと
なります。
※相場の急変動等、市場状況により、注文価格と約定価格が、かい離する
場合があります。

全決済

【 TSL】
TSL】 （スリッページ設定あり）
逆指値注文にトレール幅（Trail By）を指定する事ができる注文方法です。
売注文では現在レートが上がると注文価格が上がり、買注文では現在レー
トが下がると注文価格が下がるように、あらかじめ設定したトレール幅
（Trail By）で実勢レートに追随し、自動で注文価格が調整されます。
現在レートが注文価格に到達した際に、スリッページ値範囲以内であれば
約定します。
※トレール注文可能な範囲は、当社指定により1ポイント～999ポイントと
なります。
※スリッページ値を超えた場合は、注文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。
※指値注文および逆指値注文につきましては、本項目「指値注文」･「逆
指値注文」記載欄をご参照ください。
【 Close ALL Position】
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
です。
※相場の急変動等、市場状況により、実勢レートとかい離した価格で注文
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
文方法です。
※相場の急変動等、市場状況により、実勢レートとかい離した価格で注文
が約定する場合がございます。
※成行値注文につきましては、本項目「成行注文」記載欄をご参照くださ
い。

3

