【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
リスク等重要
事項について

新取引説明書

旧取引説明書

＜カバー取引先（並びはアイウエオ順）＞
イーフェックス キャピタル エルエルシー
（Effex Capital, LLC）リクイディティプロバイダー：監督官庁なし
ヴァートゥ・ファイナンシャル
（Virtu Financial）リクイディティプロバイダー：監督官庁なし
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミ
テッド
（Australia and New Zealand Banking Group Limited）銀行業：オーストラ
リア健全性規制庁
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
（The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.）銀行業：日本金融庁
株式会社みずほコーポレート銀行
（Mizuho Corporate Bank, Ltd.）銀行業：日本金融庁
クレディスイス銀行 ロンドン支店
（Credit Suisse Bank AG , London Branch）銀行業：プルーデンス規制機構
および金融行為監督機構
コメルツ銀行
（Commerzbank AG）銀行業：監督当局はドイツ連邦金融監督局
ジェー・アロン・アンド・カンパニー
（J. Aron & Company）
[ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（The Goldman Sachs
Group, Inc.）の子会社]
外国為替業等：ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは米国連邦
準備制度理事会に規制される銀行持株会社
JP モルガン・チェース銀行
（JPMorgan Chase Bank, N.A）銀行業：米国通貨監督庁および米国連邦準備
制度理事会
スタンダードチャータード銀行
（Standard Chartered Bank）銀行業：プルーデンス規制機構および金融行為
監督機構
ステート・ストリート銀行
（State Street Bank and Trust Company）銀行業：ボストン連邦準備銀行
ドイツ銀行
（Deutsche Bank AG）銀行業：ドイツ連邦金融監督局
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＜カバー取引先（並びはアイウエオ順）＞
イーフェックス キャピタル エルエルシー
（Effex Capital, LLC）リクイディティプロバイダー/監督官庁なし
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミ
テッド
（Australia and New Zealand Banking Group Limited）銀行業：オーストラ
リア健全性規制庁
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
（The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.）銀行業：日本金融庁
クレディスイス銀行 ロンドン支店
（Credit Suisse Bank AG , London Branch）銀行業：プルーデンス規制機構
及び金融行為監督機構
コメルツ銀行
（Commerzbank AG）銀行業：監督当局はドイツ連邦金融監督局
ジェー・アロン・アンド・カンパニー
（J. Aron & Company）
[ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（The Goldman Sachs
Group, Inc.）の子会社]
外国為替業等：ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは米国連邦
準備制度理事会に規制される銀行持株会社
JP モルガン・チェース銀行
（JPMorgan Chase Bank, N.A）銀行業：米国通貨監督庁及び米国連邦準備制
度理事会
スタンダードチャータード銀行
（Standard Chartered Bank）銀行業：プルーデンス規制機構及び金融行為監
督機構
ステート・ストリート銀行
（State Street Bank and Trust Company）銀行業：ボストン連邦準備銀行
ドイツ銀行
（Deutsche Bank AG）銀行業：ドイツ連邦金融監督局
ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
（Nomura International plc）証券業：プルーデンス規制機構及び金融行為
監督機構
バークレイズ銀行

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
（Nomura International plc）証券業：プルーデンス規制機構および金融行
為監督機構
バークレイズ銀行
（Barclays Bank PLC）銀行業：プルーデンス規制機構および金融行為監督機
構
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
（Bank of America,N.A.）銀行業：米国通貨監督庁および米国連邦準備
制度理事会
ビィーティプライム
（BT Prime Ltd）金融商品取引業：監督官庁なし
BNP パリバ
（BNP Paribas）銀行業：フランス金融市場庁
香港上海銀行
（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）
銀行業：香港金融管理局
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・リミティッド・ライアビリテ
ィ・カンパニー
（Morgan Stanley & Co. LLC）金融商品取引業：米国証券取引委員会、米国
商品先物取引委員会および米国連邦準備制度理事会
UBS 銀行
（UBS AG）銀行業：スイス連邦銀行委員会
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー
（The Royal Bank of Scotland plc）銀行業：プルーデンス規制機構および
金融行為監督機構
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（Barclays Bank PLC）銀行業：プルーデンス規制機構及び金融行為監督機構
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
（Bank of America,N.A.）銀行業：米国通貨監督庁及び米国連邦準備
制度理事会
ビィーティプライム
（BT Prime Ltd）金融商品取引業：監督官庁なし
BNP パリバ
（BNP Paribas）銀行業：フランス金融市場庁
香港上海銀行
（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）
銀行業：香港金融管理局
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・リミティッド・ライアビリテ
ィ・カンパニー
（Morgan Stanley & Co. LLC）金融商品取引業：米国証券取引委員会、米国
商品先物取引委員会及び米国連邦準備制度理事会
UBS 銀行
（UBS AG）銀行業：スイス連邦銀行委員会
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー
（The Royal Bank of Scotland plc）銀行業：プルーデンス規制機構及び金
融行為監督機構

（2） 証拠金の引き出し
お客さまは、お客さまのご資産のうち、以下の出金可能額を上回らない範囲で引き
出すことができます。また、当社は、お客さまからのご依頼を受けた出金について
は、原則として 2 営業日後に出金の手続きをさせていただきます。
※ 出金手続きが完了するまで、別の出金依頼を行うことはできません。

（2） 証拠金の引出し
お客様は、お客様のご資産のうち、以下の出金可能額を上回らない範囲で引き出
す事ができます。また、弊社は、お客様からのご依頼を受けた出金については、
原則として 2 営業日後に出金の手続きをさせて頂きます。
※ 出金手続きが完了するまで、別の出金依頼を行う事はできません。

なお、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該出金依頼金額を下回った場
合、その時点での出金可能金額が出金されることとなります。

尚、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該出金依頼金額を下回った場
合、その時点での出金可能金額が出金される事となります。

【資産 ≧ 取引余力】
取引余力の金額内で出金可能です。
【資産 ≦ 取引余力】
資産の金額内で出金可能です。
※ 出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい方になります。

【資産（Cash Balance）≧取引余力（Available To Trade）】
取引余力の金額内で出金可能です。
【資産（Cash Balance）≦取引余力（Available To Trade）】
資産の金額内で出金可能です。
※ 出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい方になります。

店頭外国為替
証拠金取引の
仕組みについ
て

（2）店頭外国為替証拠金取引に伴うお客さまと当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け渡すものとします。
（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

☆決済に伴う
金銭の授受

※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
・対カナダドル取引の場合、カナダドル/円のレート
・対香港ドル取引の場合、香港ドル/円のレート
※「コンバージョンレート」は画面左上『レポート』の『損益履歴』よりご
確認いただけます。

※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
・対カナダドル取引の場合、カナダドル/円のレート
・対香港ドル取引の場合、香港ドル/円のレート
※「コンバージョンレート」は画面左上『Reports』の『Account Journal』
よりご確認頂けます。

店頭外国為替
証拠金取引の
仕組みについ
て
☆証拠金
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店頭外国為替
証拠金取引の
手続きについ
て

ワイジェイ FX
株式会社
「C-NEX」取引
概要
■ 取引に関
かかわる用語
等

（2） 注文の指示事項
店頭外国為替証拠金取引の注文をする時は、当社の取扱時間内に、次の事項を当社
の提供する取引画面に正確に入力し指示してください。

(2) 注文の指示事項
店頭外国為替証拠金取引の注文をする時は、弊社の取扱時間内に、次の事項を弊
社の提供する取引画面に正確に入力し指示して下さい。

ａ．注文する通貨の組み合わせ
ｂ．売付取引または買付取引の別
ｃ．注文数量
ｄ．価格（指値または成行）（指値には、当社が提示するビッド価格またはオファ
ー価格に応じる場合を含みます。）
ｅ．注文の有効期限
①GTC：無期限
②時間指定（秒）：注文の有効時間を秒単位で期間設定が可能
③カスタム：注文の有効時間を日時で期限設定が可能
ｆ．その他お客さまの指示によることとされている事項

ａ．注文する通貨の組合せ
ｂ．売付取引または買付取引の別
ｃ．注文数量
ｄ．価格（指値または成行）（指値には、弊社が提示するビッド価格またはオフ
ァー価格に応じる場合を含みます。）
ｅ．注文の有効期限
①GTC：無期限
②Timed：注文の有効時間を秒単位で期間設定が可能
③Custom：注文の有効時間を日時で期限設定が可能
ｆ．その他お客様の指示による事とされている事項

有効証拠金額
（Account Equity）
有効証拠金額
取引証拠金額

取引余力

使用証拠金率
取引証拠金率

資産 ± 評価損益
± 確定損益
取引数量 ×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 ± 評価損益
± 確定損益
－ 取引証拠金額
取引証拠金額÷有効証拠金額×100
有効証拠金額÷取引証拠金額×100
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取引証拠金額
（Margin Requirement）

取引余力
（Available To Trade）

使用証拠金率
（Used Margin Ratio）
取引証拠金率

資産（Cash Balance）± 評価損益（Total
Unrealized P&L）
± 確定損益（Total Realized P&L）
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）
取引証拠金額（Margin Requirement）÷有
効証拠金額×100
有 効 証 拠 金 額 ÷ 取 引 証 拠 金 額 （ Margin
Requirement）×100

ワイジェイ FX
株式会社
「C-NEX」取引
概要
■

出金について
出金について

※出金手続きが完了するまで、別の出金依頼を行う事
はできません。

※出金手続きが完了するまで、別の出金依頼を行うこ
とはできません。

尚、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該
出金依頼金額を下回った場合、その時点での出金可能
金額が出金される事となります。

入出金
なお、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当
該出金依頼金額を下回った場合、その時点での出金可
能金額が出金されることとなります。

【資産（Cash Balance）≧取引余力（Available To
Trade）
】
取引余力の金額内で出金可能です。
【資産（Cash Balance）≦取引余力（Available To
Trade）
】
資産の金額内で出金可能です。
※出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい
方になります。

【資産 ≧ 取引余力】
取引余力の金額内で出金可能です。
【資産 ≦ 取引余力】
資産の金額内で出金可能です。
※出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい
方になります。

ワイジェイ FX
株式会社
「C-NEX」取引
概要

取引方法
決済方法

■ 取引につ
いて

スワップポイン
ト
取引数量の上限

レバレッジ

出金指示の 2 営業日後に、ご登録の金融機関へ送金

出金指示の 2 営業日後に、ご登録の金融機関へ送金

オンライントレード(インターネットによるお取引)
※パソコンまたは専用アプリからのお取引となります。
FIFO ネッティング形式
お客さまが保有するポジションは、反対売買に掛かる注文
が約定した場合に手じまわれ、決済されるポジションは、
先入先出法（FIFO）によります。
ただし、営業日中に反対売買による手じまいを行わないポ
ジションについては、ニューヨーククローズ時に、ロール
オーバーを行い、全てのポジションが合算され平均約定価
格で、1 ポジションとなります。
ポジションのロールオーバーに伴い発生し、翌営業日にお
客さまの資産に加算または、減算されます。
上限なし
※1 回の注文数量（新規および決済）の上限は、通貨ペアご
とで
10 億 USD 相当額までとします。
25 倍（法人の場合 100 倍・200 倍よりお選びいただけます。
）
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取引方法
決済方法

スワップポイン
ト
取引数量の上限

レバレッジ

オンライントレード(インターネットによるお取引)
※パソコンでのお取引となります。
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。
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、減算さ
れます。
上限なし
※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。
25 倍（法人の場合 100 倍・200 倍よりお選び頂けます。
）

注文受付可能幅
（プライスリミ
ット）

注文の有効期限
(Expiry Type)

レベル
1
マー
ジン
レベ
ル

【対円取引の場合】
0.001～
※香港ドル/円のみ、0.00001～
【対ドル取引の場合】
0.00001～
【対スイスフラン取引の場合】
0.00001～
【対英ポンド取引の場合】
0.00001～
【対豪ドル取引の場合】
0.00001～
【対カナダドル取引の場合】
0.00001～
【対香港ドル取引の場合】
0.00001～
①GTC：無期限
②時間指定（秒）
：注文の有効時間を秒単位で期間設定が可
能
③カスタム：注文の有効時間を日時で期限設定が可能
【ロスカットアラート】
使用証拠金率が 67％（証拠金維持率が 150％）に達すると、
警告を促すメールが送信されます。

レベル
2

【新規注文不可】
使用証拠金率が 84％（証拠金維持率が 120％）に達すると、
新規注文ができなくなります。

レベル
3

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

注文受付可能幅
（プライスリミ
ット）

注文の有効期限
(Expiry Type)
レベル
1
マー
ジン
レベ
ル

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％）に達すると、
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 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
取引に係る税金

雑所得（申告分離課税方式）
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【対円取引の場合】
0.001～
※香港ドル/円のみ、0.00001～
【対ドル取引の場合】
0.00001～
【対スイスフラン取引の場合】
0.00001～
【対英ポンド取引の場合】
0.00001～
【対豪ドル取引の場合】
0.00001～
【対カナダドル取引の場合】
0.00001～
【対香港ドル取引の場合】
0.00001～
①GTC：無期限
②Timed：注文の有効時間を秒単位で期間設定が可能
③Custom：注文の有効時間を日時で期限設定が可能
【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％）に達すると、
警告を促すメールが送信されます。

雑所得（申告分離課税方式）

ワイジェイ FX
株式会社
「C-NEX」取引
概要

注文の
種類
成行

■ 注文の種
類と概要

内容
【MKT】
実勢レートで約定する注文方法です。
発注した分の全数量が市場に存在しなかった場合には、キャンセル
します。

注文の
種類
成行

【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
法です。
発注した分の数量が市場に存在しなかった場合には、残りの数量が
指値注文として残ります。

指値

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、配信されたビッド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、配信されたオファー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数量が市場
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【MKT】
実勢レートで全アマウントが約定する注文方法です。
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。
【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】
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。

【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
法です。
発注した分の数量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。
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。
【リミット】
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。

内容

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】
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、

逆指値

に存在しなかった場合には存在した数量分のみ約定され、残りの数
量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。
【ストップ】
（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。
トリガーレート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。

逆指値

【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。

【ストップ】
（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
注文方法です。
トリガーレート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

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数量が市場に存
在しなかった場合には存在した数量分のみ約定され、残りの数量は
逆指値注文として残ります。
【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
することが可能です。
※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】
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
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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】
（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。

IFD 注
文

OCO 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】
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】
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。

IFO 注
文

トレー
ル注文

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】
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こと
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。
【トレーリングストップ】
（スリッページ設定なし）
逆指値注文にトレール幅を指定すること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。
【トレーリングストップ】
（スリッページ設定あり）
逆指値注文にトレール幅を指定すること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。
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IFO 注
文

トレー
ル注文

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】
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】
（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。
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。
【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。

全決済

※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。
【全ポジション一括決済】
保有している全ポジションを成行（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。
【決済ポジション】
保有しているポジションを通貨別に成行（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。
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全決済

※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】
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。

