【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

新取引説明書

旧取引説明書

店頭外国為替証拠
金取引のリスクに
ついて

8. お客さまが本サービスで行う取引は、当社が提供している CURRENEX 取
引画面および API（※）を通して取引を行います（以下、
「本取引」といい
ます。
）
。取引に係る決済は、全て、以下の PB（プライムブローカー） 一行
に集約され、決済される仕組みとなっています。
※CURRENEX 取引画面および API は並行利用ができません。

8. お客さまが本サービスで行う取引は、当社が提供している CURRENEX 取
引画面および API（※）を通して取引を行います（以下、
「本取引」といい
ます。
）
。取引に係る決済は、全て、以下の PB（プライムブローカー） 一行
に集約され、決済される仕組みとなっています。
※CURRENEX 取引画面および API は並行利用ができません。

＜PB（プライムブローカー）＞
シティバンク、エヌ・エイ
（Citibank,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
＜カバー取引先（並びはアイウエオ順）＞
・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
・株式会社みずほ銀行
（Mizuho 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
・ゴールドマン・サックス証券株式会社
（Goldman Sachs Japan Co.,Ltd.）金融商品取引業/日本金融庁
・シタデル セキュリティズ エルエルシー
（Citadel Securities LLC）
リクイディティプロバイダー/米金融取引業規制機構
・シェンフィン・キャピタル・リミテッド
（Xenfin Capital Limited）
リクイディティプロバイダー/英国金融行為監督機構
・JP モルガン・チェース銀行
（JPMorgan Chase Bank, N.A）

＜PB（プライムブローカー）＞
シティバンク、エヌ・エイ
（Citibank,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
＜カバー取引先（並びはアイウエオ順）＞
・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
・ADS 証券
（ADS Securities L.L.C.）証券業/アラブ首長国連邦中央銀行
・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
・株式会社みずほ銀行
（Mizuho 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
・ケイシージー
（KCG）証券業/米国金融取引業規制機構
・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
・シタデル セキュリティズ エルエルシー
（Citadel Securities LLC）
リクイディティプロバイダー/米金融取引業規制機構
・シェンフィン・キャピタル・リミテッド
（Xenfin Capital Limited）
リクイディティプロバイダー/英国金融行為監督機構
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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
・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
・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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・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
・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
・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

当社の概要につい
て
東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号

東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号

4 本店所在地
当社の概要につい
て
6 株式等の状況

氏名または名称 住所または所在地 保有株式数
ヤフー（株）

東京都千代田区紀
尾井町 1 番 3 号

出資額

16,200 株 810,000,000 円

計1名
当社の概要につい
て
10 沿革

当社の概要につい
て
12 連絡先

外国為替証拠金取
引に関する主要な
用語

年月

割合

氏名または名称 住所または所在地 保有株式数

100.00％

ヤフー（株）

100.00％

計1名

東京都港区赤坂九
丁目 7 番 1 号

（省略）

（省略）

（省略）

平成 28 年 10 月

東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号に移転

（記載なし）

（記載なし）

（連絡先）YJFX!お客さまサービスセンター
[C-NEX] TEL：0120-952-318
[月曜～金曜 午前 9:00～午後 5:00（年末年始および祝日を除く）]
お問い合わせ URL：http://www.cnex.jp/call
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100.00％

内容

（省略）

YJFX!お客さまサービスセンター
[C-NEX] TEL：0120-952-318
[月曜～金曜 午前 9:00～午後 5:00（年末年始および祝日を除く）]
お問い合わせ URL：http://www.cnex.jp/call

16,200 株 810,000,000 円

割合

100.00％

年月

内容

出資額

YJFX!お客さまサービスセンター
[C-NEX] TEL：0120-952-318
[月曜～金曜 午前 9:00～午後 9:00（年末年始および祝日を除く）]
お問い合わせ URL：http://www.cnex.jp/call

（連絡先）YJFX!お客さまサービスセンター
[C-NEX] TEL：0120-952-318
[月曜～金曜 午前 9:00～午後 9:00（年末年始および祝日を除く）]
お問い合わせ URL：http://www.cnex.jp/call

ワイジェイ FX 株
式会社「C-NEX」取
引概要

■

取引時間・注文受付時間
注文受付時間 【通常時】
日本時間 月曜日 午前 7：10 ～ 土曜日 午前 7：00
【夏時間適用時】
日本時間 月曜日 午前 6：10 ～ 土曜日 午前 6：00
取引画面
【通常時】
メンテナンス
日本時間 火曜日～金曜日 午前 7：00 ～ 午前 7：10
時間
日本時間 土曜日 午前 7：00 ～ 月曜日 午前 7：10
【夏時間適用時】
日本時間 火曜日～金曜日 午前 6：00 ～ 午前 6：10
日本時間 土曜日 午前 6：00 ～ 月曜日 午前 6：10
入出金
【通常時】
メンテナンス
日本時間 月曜日～金曜日 午前 7：00 ～ 午前 8：00
時間
土曜日 午前 6：30 ～ 月曜日 午前 7：00
【夏時間適用時】
日本時間 月曜日～金曜日 午前 6：00 ～ 午前 7：00
土曜日 午前 5：30 ～ 月曜日 午前 6：00
コールセンタ 月曜～金曜 午前 9:00～午後 5:00（年末年始および祝日
ー
を除く）
受付時間
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■

取引時間・注文受付時間
注文受付時間 【通常時】
日本時間 月曜日 午前 7：10 ～ 土曜日 午前 7：00
【夏時間適用時】
日本時間 月曜日 午前 6：10 ～ 土曜日 午前 6：00
取引画面
【通常時】
メンテナンス
日本時間 火曜日～金曜日 午前 7：00 ～ 午前 7：10
時間
日本時間 土曜日 午前 7：00 ～ 月曜日 午前 7：10
【夏時間適用時】
日本時間 火曜日～金曜日 午前 6：00 ～ 午前 6：10
日本時間 土曜日 午前 6：00 ～ 月曜日 午前 6：10
入出金
【通常時】
メンテナンス
日本時間 月曜日～金曜日 午前 7：00 ～ 午前 8：00
時間
土曜日 午前 6：30 ～ 月曜日 午前 7：00
【夏時間適用時】
日本時間 月曜日～金曜日 午前 6：00 ～ 午前 7：00
土曜日 午前 5：30 ～ 月曜日 午前 6：00
コールセンタ 月曜～金曜 午前 9:00～午後 9:00（年末年始および祝日
ー
を除く）
受付時間

