店頭外国為替証拠金取引説明書「MT4・ZERO」「MT5」 新旧対照表
（下線は変更部分を示します。）
改正後

店頭外国為替証拠金取引説明書

改正前

店頭外国為替証拠金取引説明書（MT4・ZERO）

本説明書は「MT4・ZERO」と「MT5」の各コース共通です。
当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引を行われるにあたっては、本説明書の
内容を十分に読んでご理解ください。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨レートの変動により損失が生

当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引 MT4・ZERO を取引されるにあたって
は、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨レートの変動により損失が生

じることがあります。また店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることも じることがあります。また店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることも
ある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場 ある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場
合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについ 合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについ
て十分に研究し、自己の資力、取引経験および投資目的等に照らして適切である て十分に研究し、自己の資力、取引経験および投資目的等に照らして適切である
と判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引くださいますようお願い申し上げ と判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引くださいますようお願い申し上げ
ます。

ます。

目次

目次

1.略

1.略

2.店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて

2.取引システム MT4・ZERO の仕組みについて

3.店頭外国為替証拠金取引の手続きについて

3. MT4・ZERO お手続きについて

4.～7.略

4.～7.略

1．店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

1．店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

(1)～（7）略

(1)～（7）略

（8）当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を、次 （8）当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を、次の
の金融機関と行っています。

金融機関と行っています。

Hantec Markets (Australia) Pty Limited（先物取引業）

Hantec Markets (Australia) Pty Limited（先物取引業）

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）326907

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）326907

Hantec Markets Limited （先物取引業）

Hantec Markets Limited （追加）

バヌアツ金融サービス委員会（VFSC）40318

バヌアツ金融サービス委員会（VFSC）40318

2．店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて

2．MT4・ZERO の仕組みについて

＜取引の方法＞

＜取引の方法＞

（1）通貨ペア、通貨記号、最小取引数量および最小変動幅は下表のとおりです。

（1）通貨ペア、通貨記号、最小取引数量および最小変動幅は下表のとおりです。

MT4・ZERO/MT5 取扱

通貨ペア

通貨ペア

〇

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

〇

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

〇

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／日本円

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／日本円

〇

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

〇

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ

MT4・ZERO のみ

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

〇

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ／日本円

ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ／日本円

〇

ｽｲｽﾌﾗﾝ／日本円

ｽｲｽﾌﾗﾝ／日本円

MT4・ZERO のみ

人民元／日本円

人民元／日本円

〇

ﾕｰﾛ／ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

ﾕｰﾛ／ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

〇

ﾕｰﾛ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

ﾕｰﾛ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

〇

ﾕｰﾛ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

ﾕｰﾛ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

〇

ﾕｰﾛ／ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ

ﾕｰﾛ／ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ

〇

ﾕｰﾛ／日本円

ﾕｰﾛ／日本円

〇

ﾕｰﾛ／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

ﾕｰﾛ／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

〇

ﾕｰﾛ／米ﾄﾞﾙ

ﾕｰﾛ／米ﾄﾞﾙ

〇

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

〇

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

〇

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

〇

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／日本円

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／日本円

〇

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

〇

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／米ﾄﾞﾙ

ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ／米ﾄﾞﾙ

〇

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

MT4・ZERO のみ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

〇

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／日本円

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／日本円

〇

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ／米ﾄﾞﾙ

〇

米ﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

米ﾄﾞﾙ／ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ

MT4・ZERO のみ

米ﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

米ﾄﾞﾙ／ｽｲｽﾌﾗﾝ

MT4・ZERO のみ

米ﾄﾞﾙ／人民元

米ドル／人民元

〇

米ﾄﾞﾙ／日本円

米ﾄﾞﾙ／日本円

(2)略

(2)略

(3)1 回あたりの最大発注数量および部分決済と保有可能なポジション上限

(3)1 回あたりの最大発注数量および部分決済と保有可能なポジション上限

1 回の最大発注数量および部分決済と、全通貨ペアの売ポジションと買ポジションを 1 回の最大発注数量は、取引証拠金の範囲内で上限 100 ロット（1,000 万通貨）
合計した保有可能なポジション上限は、取引証拠金の範囲内で下表のとおりです。 です。部分決済は、0.01 ロット以上の場合に限り有効です。1 ロットは 10 万通貨で
1 ロットは 10 万通貨です。両建て（同一通貨ペアの売ポジションと買ポジションを同 す。保有可能なポジションの上限は、全通貨ペアの売ポジションと買ポジションを合計
時保有）している場合は、ネット（売ポジションと買ポジションの差）で計算されます。

して個人コース・法人コースともに 200Lot（2,000 万通貨）です。両建て（同一通貨ペ
アの売ポジションと買ポジションを同時保有）している場合は、ネット（売ポジションと買

1 回あたりの

部分決済

最大発注数量
MT4・ZERO

100 ロット

保有可能な
ポジション上限

0.01 ロット以上

200 ロット
（新設）

個人コース
MT4・ZERO

100 ロット

0.01 ロット以上

200 ロット

30 ロット

0.01 ロット以上

200 ロット

100 ロット

0.01 ロット以上

200 ロット

法人コース
MT5
個人コース
MT5
法人コース

ポジションの差）で計算されます。

（4）取引レート

（4）取引レート

当社は、提供する商品別、コース別にカバー先が生成した買いレートと売りレートを、 当社は、提供するコース別にカバー先が生成した買いレートと売りレートを、お客様に
お客様に提示します。 当社が提示する為替レートは他の情報（テレビやインターネッ 提示します。 当社が提示する為替レートは他の情報（テレビやインターネット等）とは
ト等）とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。

同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。

（5）～（9）略

（5）～（9）略

（10）スワップポイント

（10）スワップポイント

スワップポイントとは、通貨ペアの 2 通貨間の金利差から生じる金利差調整額のこと スワップポイントとは、通貨ペアの 2 通貨間の金利差から生じる金利差調整額のこと
をいいます。日々のロールオーバー時にスワップポイントが発生し、決済時までに累積 をいいます。日々のロールオーバー時にスワップポイントが発生し、決済時までに累積
されたスワップポイントは取引決済時に取引証拠金に加算されます。スワップポイント されたスワップポイントは取引決済時に取引証拠金に加算されます。スワップポイント
は、お客様がポジションを決済するまで、受払いが発生します。

は、お客様がポジションを決済するまで、受払いが発生します。

※スワップポイントは商品別、コース別によって異なります。

（追加）

※お客様が受け取るスワップポイントと支払うスワップポイントには差が生じます。

※お客様が受け取るスワップポイントと支払うスワップポイントには差が生じます。

※金利の高い通貨を買い建てた場合、スワップポイントを受け取ることになりますが、 ※金利の高い通貨を買い建てた場合、スワップポイントを受け取ることになりますが、
金利の高い通貨を売り建てた場合は、スワップポイントを支払うことになります。

金利の高い通貨を売り建てた場合は、スワップポイントを支払うことになります。

※取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転 ※取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転
じることがあります。また、支払いから受取りに転じることもあります。

じることがあります。また、支払いから受取りに転じることもあります。

※同一通貨ペアについてのスワップポイントは、お客様が受け取る場合の方が支払う ※同一通貨ペアについてのスワップポイントは、お客様が受け取る場合の方が支払う
場合よりも小さくなっています。

場合よりも小さくなっています。

※通貨間の金利差が小さい時は、売り建て買い建てともに支払いとなることがありま ※通貨間の金利差が小さい時は、売り建て買い建てともに支払いとなることがありま
す。

す。

（11）システム障害発生時の対応

（11）システム障害発生時の対応

当社では、システム障害発生により、お客様のインターネット経由による取引に支障 当社では、システム障害発生により、お客様のインターネット経由による取引に支障
が出た場合、以下のとおり対応いたします。

が出た場合、以下のとおり対応いたします。

①～②略

①～②略

③システム障害時の受注

③システム障害時の受注

当社では、注文はインターネット経由のみとし、システム障害時および停電等による 当社では、注文はインターネット経由のみとし、システム障害時および停電等による
不測の事態等を含め如何なる場合においても、電話、FAX、メールなどによる注文 不測の事態等を含め如何なる場合においても、電話、FAX、メールなどによる注文
は原則お受けしません。

は一切お受けしません。

＜入出金、口座間振替について＞

＜入出金、口座間振替について＞

（1）入金

（1）入金

お取引に必要な証拠金は、銀行振込またはクイック入金により、当社指定の銀行 MT4・ZERO でのお取引に必要な証拠金は、銀行振込またはクイック入金により、当
口座にお振込・ご入金ください。当社では、有価証券等を証拠金として充当すること 社指定の銀行口座にお振込・ご入金ください。当社では、有価証券等を証拠金とし
はできません。また、いかなる場合においても、現金の取扱いはいたしませんのでご了 て充当することはできません。また、いかなる場合においても、現金の取扱いはいたし
承ください。

ませんのでご了承ください。

※当社メンテナンス時間、各金融機関メンテナンス時間および銀行休業日には、ク ※当社メンテナンス時間、各金融機関メンテナンス時間および銀行休業日には、ク
イック入金はできません。

イック入金はできません。

（2）口座間振替

（2）口座間振替

当社の MT4・ZERO、MT5、PRO および EVO のお取引口座では、各口座間にお 当社の MT4・ZERO、PRO および EVO のお取引口座では、各口座間における証
ける証拠金の振替が可能です。振替手続きは、当社ホームページ 拠 金 の 振 替 が 可 能 で す 。 振 替 手 続 き は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.gaitamefinest.com/）の「マイページ」より行ってください。

（http://www.gaitamefinest.com/）の「マイページ」より行ってください。

3．店頭外国為替証拠金取引の手続きについて

3．MT4・ZERO の手続きについて

（1）取引口座開設

（1）取引口座開設

取引口座開設のお申込みに際しましては、お客様におかれまして、取引システムの 取引口座開設のお申込みに際しましては、お客様におかれまして、MT4・ZERO の取
概要や取引特有のリスクについて本説明書を熟読し、内容を十分ご理解のうえ、お 引システムの概要や取引特有のリスクについて本説明書を熟読し、内容を十分ご理
客様ご自身の判断と責任において口座開設をお申し込みください。当社では適合 解のうえ、お客様ご自身の判断と責任において口座開設をお申し込みください。当社
性の原則に則した取引開始基準を設けており、取引口座開設審査では、お客様の では適合性の原則に則した取引開始基準を設けており、取引口座開設審査では、
取引経験・金融資産状況・年齢（満 20 歳以上 75 歳未満）等を勘案し、当社が お客様の取引経験・金融資産状況・年齢（満 20 歳以上 75 歳未満）等を勘案し、
承諾した場合に限り取引口座を開設いたします。なお、取引口座開設審査の内容 当社が承諾した場合に限り取引口座を開設いたします。なお、取引口座開設審査
につきましては、審査結果の如何にかかわらず非開示とさせていただきます。

の内容につきましては、審査結果の如何にかかわらず非開示とさせていただきます。

4．店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項

4．店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項

（1）～（5）略

（1）～（5）略

（6）スリッページリスク

（6）スリッページリスク

当社の取引システムの仕組み上、お客様が発注した指値注文および逆指値注文

MT4・ZERO では、その取引システムの仕組み上、お客様が発注した指値注文お

は、お客様が指定した指値に達した時点で成行注文が執行されるため、スリッページ よび逆指値注文は、お客様が指定した指値に達した時点で注文が執行されるた
が生じることがあります。スリッページは、お客様の端末と当社の取引システム間の通 め、スリッページが生じることがあります。スリッページは、お客様の端末と当社の取引
信、取引システムの動作など発注から受注、約定までに要する時間の経過の間に システム間の通信、取引システムの動作など発注から受注、約定までに要する時間
市場における外国為替レートが若干変化すること、市場の流動性の不足等に伴い の経過の間に市場における外国為替レートが若干変化すること、市場の流動性の
生じるもので、お客様にとって有利になる場合と不利になる場合があります。なお、成 不足等に伴い生じるもので、お客様にとって有利になる場合と不利になる場合があり
行注文の場合であっても、市場の流動性の不足等により、お客様が発注する時点 ます。なお、成行注文の場合であっても、市場の流動性の不足等により、お客様が
において取引画面に提示されていた取引レートと、実際の約定レートとの間に差（ス 発注する時点において取引画面に提示されていた取引レートと、実際の約定レート
リッページ）が生じることがあります。

との間に差（スリッページ）が生じることがあります。
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7．店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語

・エキスパートアドバイザー（Expert Advisor=EA）

・エキスパートアドバイザー（Expert Advisor=EA）

MT4 および MT5 上で起動させることができる自動売買用のプログラムのこと。

MT4 上で起動させることができる自動売買用のプログラムのこと。

・Meta Trader（メタトレーダー）

・MT4（エム・ティー・フォー）

ロシアの Meta Quotes 社が開発した高機能チャート・トレーディングソフトウェアで、 MT4（Meta Trader 4）は、ロシアの Meta Quotes 社が開発した高機能チャート・ト
チャートや独自のテクニカル指標を作成できるなど、取引を行う上での機能が充実し レーディングソフトウェアで、チャートや独自のテクニカル指標を作成できるなど、取引を
ており、様々な分析によるトレードが実現できる FX 取引プラットフォームのこと。手動 行う上での機能が充実しており、様々な分析によるトレードが実現できます。手動で
での取引はもちろんのこと、独自の取引手法プログラムを作成し、システムトレード の取引はもちろんのこと、独自の取引手法プログラムを作成し、システムトレード（自
（自動売買）を行うことも可能。

動売買）を行うことも可能。

・逆指値注文（ぎゃくさしねちゅうもん）

・逆指値注文（ぎゃくさしねちゅうもん）

買い注文では現在のレートよりも高い値段、売り注文では現在のレートよりも安い値 買い注文では現在のレートよりも高い値段、売り注文では現在のレートよりも安い値
段を指定して発注する方法です。MT4・ZERO および MT5 では、あらかじめ指定し 段を指定して発注する方法です。MT4・ZERO では、あらかじめ指定した値段になっ
た値段になった時、または指定した値段を超えた時に成行で約定されます。

た時、または指定した値段を超えた時に成行で約定されます。

※実際の約定レートはトリガープライスよりも有利になる場合と不利になる場合があ ※実際の約定レートはトリガープライスよりも有利になる場合と不利になる場合があり

ります。

ます。

・ストップ・リミット注文

（新設）

ストップ・リミット注文は、逆指値注文と指値注文を組み合わせた発注方法です。ト
リガープライスに到達すると指値注文が発注されます。MT5 でのみ利用可能です。
・指値注文（さしねちゅうもん）
買い注文では現在のレートよりも安い値段、売り注文では現在のレートよりも高い値 ・指値注文（さしねちゅうもん）
段を指定して発注する方法です。MT4・ZERO および MT5 では、あらかじめ指定し 買い注文では現在のレートよりも安い値段、売り注文では現在のレートよりも高い値
た値段になった時、または指定した値段を超えた時に成行で約定されます。

段を指定して発注する方法です。MT4・ZERO では、あらかじめ指定した値段になっ

※実際の約定レートはトリガープライスよりも有利になる場合と不利になる場合があ た時、または指定した値段を超えた時に成行で約定されます。
ります。

※実際の約定レートはトリガープライスよりも有利になる場合と不利になる場合があり
ます。

以上

以上
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