2019年12月
お客さま各位
ａｕカブコム証券株式会社

【重要】外国為替証拠金取引「店頭FX」サービスの取扱終了のお知らせ

平素は、外国為替証拠金取引「店頭FX」（以下「店頭FX」といいます）をご利用いただき、誠にありが
とうございます。
このたび、当社の提供する商品・サービスの見直しにともない、誠に勝手ながら、「店頭FX」サービス
の提供を2020 年 3 月 20 日（金・祝）に終了し、「シストレFX」へ統合させていただくこととなりました。
店頭FXにおける、シストレFXへの建玉移管による建玉の存続方法、および新規建玉の注文・未決済建玉
の決済等に関しましては、以下の概要、および別紙１・別紙２に記載しておりますので、ご参照のうえご
対応いただけますようお願い申し上げます。
店頭FXをご利用のお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。今後とも、お
客さまのご期待にお応えするよう取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げ
ます。
本書面でご案内する内容については、一部が変更となる可能性もございます。その場合は、お客さまに
改めてご案内いたします。

概要

■

店頭FX取扱終了スケジュール（共通）
取引等

お取扱期限および予定

店頭FX取引画面へのログイン

2020 年

3 月

21 日

（土）

6：00

店頭FX取引履歴閲覧（マイページ）

2021 年 12 月

31 日

（金）

24：00

店頭FX法定書面（取引報告書等）の閲覧

2025 年 12 月 30 日
（火）
24：00
（最後のお取引から5年間）（※1）
（※1）発行から5年間はログイン後マイページの「電子交付」画面でご確認いただけます。

■

店頭FXサービス終了に伴うお手続き・各実施方法、ご留意事項など
今回の店頭FXサービスの終了につき、2020 年 3 月 2 1 日（土）～3 月 2 2 日（日）に店頭FXからシストレ
FXへの建玉・証拠金の移管を実施いたします。

・移管実施の時点において未決済建玉を保有されるお客さまは、シストレFXへ未決済建玉・証拠金の移管
を希望されるお客さま、シストレFXへ未決済建玉・証拠金の移管を希望されないお客さまのいずれかによ
って各種お手続きやご留意事項などが異なります。又、「シンガポールドル円（SGD/JPY）」「香港ドル円
（HKD/JPY）」の通貨ペアについては、店頭FXからシストレFXへの建玉移管ができないため、下記②でご案
内する注文受付期限までにお客さまご自身で決済をお願いいたします。なお、期日までに決済いただけな
い場合は、当社が任意にお客さまの計算において決済を行わせていただきます。各お手続きの期限等もご
ざいますため、詳細につきましてはあらかじめ以下①②をご確認くださいますようお願い申し上げます。

① シストレFXへ未決済建玉(シンガポールドル円（SGD/JPY）、香港ドル円（HKD/JPY）以外)・
証拠金の移管を希望されるお客さま
・2020年3月13日（金）までにお客さまご自身でシストレFXの口座を開設してください。2020年
3月21日（土）午前6：00時点の未決済建玉、証拠金をシストレFXに移管します。
※既にシストレFXの取引口座を開設されているお客さまは手続き不要です。
※「シンガポールドル円（SGD/JPY）」、「香港ドル円（HKD/JPY）」は移管対象外です。詳細は
別紙２をご確認ください。
・2020年3月21日（土）6：00までは通常通り「店頭FX」のお取引をご利用いただけます。
⇒別紙１にて詳細をご確認ください。又、あわせまして別紙4＜ご留意事項＞「店頭FX」「シスト
レFX」主な取引ルールの差異を必ずご確認ください。
② シストレFXへ未決済建玉・証拠金の移管を希望されないお客さま、又、シストレFXへ未決済
建玉・証拠金の移管を希望されるお客さまの[シンガポールドル円（SGD/JPY）、香港ドル円
（HKD/JPY）]の建玉
取引等

お取扱期限および予定

新規注文・決済注文の受付期限

2020 年

3 月

20 日

（金・祝） 15：00

未約定注文の取消（※2）

2020 年

3 月

20 日 （金・祝）

15：00

未決済建玉の強制決済（※2）

2020 年

3 月

20 日 （金・祝）

16：00

証券口座への証拠金振替

2020 年

3 月

22 日

（日）

2020 年 3 月 24 日
（※2）記載時刻以降の当社の任意の時間帯に実施いたします。

（火）

～

⇒別紙２にて詳細をご確認ください。
※今回の移管に伴い強制決済の対象となる「香港ドル円（HKD/JPY）」の通貨ペアは、当社の「くり
っく365」口座では引き続き取扱いがございます(くりっく365の取引ルールなど詳細は当社HPでご確
認ください)。当該通貨ペアのお取引をご希望の場合はくりっく365のご利用をご検討いただけます
ようお願い申し上げます。

・移管実施の時点において未決済建玉を保有されていないお客さまにおかれましては建玉移管の対
象となりません。確定した証拠金をお客さまの証券口座へ振替(シストレFX口座をご開設されている
場合は、シストレFX口座へ振替)し、店頭FX口座を解約させていただきます。※これらの振替・口座
解約処理は当社にて実施いたしますので、お客さまご自身でお手続きを行っていただく必要はござ
いません。

当社で引き続き取扱いのあるFXサービス「シストレFX」「くりっく365」での
FX取引をご検討されるお客さまへ、各キャンペーンなどのお知らせ

<シストレFX>
当社シストレFXの主要6通貨ペアのスプレッドは業界最低水準となっております(※原則固定・例
外有り、大口対象外)。又、最大5万円相当の豪華グルメカタログをもれなくプレゼントするキャン
ペーンを現在実施中です。
さらに今回は、店頭FXをお持ちでまだシストレFX口座をお持ちでないお客さまが、今後当社のシ
ストレFXでのお取引をお楽しみいただけるよう、【対象者限定】シストレFXウェルカムキャンペー
ンも実施いたします。これを機にぜひシストレFXへの口座移管およびご利用をご検討いただけます
と幸いです。スプレッドやキャンペーンの詳細は別紙５でご覧いただけます。

<くりっく365>
当社のくりっく365ではQUOカードPayプレゼントキャンペーンを実施中です。キャンペーンの詳細
は当社HPよりご覧いただけます。

本件に関するお問い合わせ先：
フリーコール 0120-230-230 / 携帯・PHS・050 で始まる IP 電話 03-6688-8889
オペレーター受付：平日8時～17時（年末年始を除く）
以上

別紙 1
シストレFXへ未決済建玉・証拠金の移管を希望されるお客さま
(シンガポールドル円（SGD/JPY）、香港ドル円（HKD/JPY）以外)

未決済建玉の存続・証拠金残高の移管をご希望されるお客さまは、シストレFXへ建玉・証拠金を移管す
ることができます。なお、口座番号・パスワードに変更はございませんので、店頭FXでご利用いただいて
いる口座番号・パスワードでシストレFXをご利用いただけます。
※

お客さまの店頭FX口座内の未決済建玉、および店頭FX口座に預託されているすべての証拠金をシスト
レFXに移管いたします。ただし、「シンガポールドル円（SGD/JPY）」、「香港ドル円
（HKD/JPY）」は移管対象外です。詳細は別紙２をご確認ください。

※ シストレFXへ未決済建玉の移管を希望されないお客さまは別紙２をご参照ください。

●建玉移管のお手続き
1.シストレFXの口座開設

 左記の期限までにシストレFXの口座をお客さまご自身で開設

してください。(シストレFX口座開設方法は、本お手続き案内の
後にご案内しております<「シストレFX」口座開設方法について>
をご参照ください。)

【開設期限】
2020 年3 月 13 日（金）

※既にシストレFXの取引口座を開設されているお客さまは手続き
不要です。
2.建玉・証拠金移管



【移管期間】
2020 年 3 月 2 1 日（土）
～3 月 2 2 日（日）



店頭FX口座からシストレFXへ未決済建玉と証拠金のすべてを移管し
ます（移管の判定は2020 年 3 月 21 日（土）5：50となります。こ
の時点で保有される建玉と証拠金が移管対象となります）。


お客さまの建玉は移管されるまで、ロスカットルール、証拠
金不足判定等については、店頭FXの取引ルールに基づき運用
されます。



シストレFXに取り扱いのない店頭FXの通貨ペア[香港ドル/円
(HKD/JPY)、シンガポールドル/円(SGD/JPY)]の移管は行われ
ず、3 月 20 日（金・祝）15：00以降に当社が任意にお客さま
の計算において決済を行わせていただきます。詳細は別紙２
をご参照ください。



移管対象建玉には3月20日（金）取引終了後、店頭FXの未実現
スワップポイントが移管される建玉に反映されます。3月24日
(火)以降は、シストレFXのスワップポイントがシストレFX口
座の該当建玉に反映されます。



建玉移管前にすべての建玉が決済された場合でも、上記移管
点綴に基づき証拠金は移管されます。



2010年12月以前に店頭FXで新規建てされた建玉は未収手数料
が証拠金から拘束されております。シストレFXへの移管時に
徴収し、差額の証拠金を移管させていただきます。

建玉移管時点で約定していない店頭FXの条件付注文（指値、逆指値

等）は、一部未約定を含めすべて取り消しをさせていただきます
（シストレFXの未約定注文は取消されません）。注文を入れ直し
たい場合は、シストレFXへ移管後にシストレFX取引画面よりお客
さまご自身であらためて発注をお願いいたします。

3.シストレFXでのお取引開
始
【開始時期】
2020 年 3 月 2 3 日（月）7:00
～



移管された建玉は、3 月 2 3 日（月）7:00 より、シストレFXでお取
引いただけます。なお、取引ツールへのログインは3 月 2 2 日（日）の
サービス再開後から可能です。


移管後のロスカットルール、証拠金不足判定等については、
シストレFXの取引ルールに基づき運用されます。別紙4＜ご留
意事項＞「店頭FX」「シストレFX」主な取引ルールの差異を
必ずご確認ください。



店頭FXの未決済建玉がシストレFXの建玉上限を超過している
場合も移管できますが、建玉上限を下回るまで新規注文をす
ることができません。



取引コースや証拠金維持率により、移管直後にロスカット、
証拠金不足により、強制決済が必要となる場合がございま
す。特に5万円コース、2.5万円コースをご利用のお客さまは
ご注意ください。



シストレFX口座を既にお持ちで、最新の契約締結前交付書面
に同意いただいていないお客さまも移管されますが、新規・
決済注文を行う前に、マイページ上で最新の契約締結前交付
書面の同意をしていただく必要がございます。
契約締結前交付書面同意の流れ：ログイン(マイページ)＞上
段メニュー「設定・申込＞」電子契約＞シストレFXのお手続
き[申込]よりお進みください。

●「シストレFX」口座開設方法について
次の手順で口座の開設をお願いします。なお、詳しいお取引までの流れは以下 URL をご参照ください。
https://kabu.com/item/fx/apply.html

1. シストレFX口座開設状
況の確認

ログイン(マイページ)＞上段「マイページ」→右下メニュー「口座開設状
況」からご確認いただけます。

・「済」と書いてあるお客さま→ シストレFX口座開設済みです。
あらたにシストレFX口座をご開設いただく必要はございません。
・「未」と書いてあるお客さま→シストレFX口座未開設です。
「シストレFX」をクリックし、下記手順で口座開設を行ってください。
2. シストレFXの開設申し ① 上記1.のとおり、ログイン(マイページ) 上段「マイページ」→右下メニ
込み
ュー「口座開設状況」→「シストレFX」をクリックすると、「FX取引口座
開設申込」画面が表示されます。
②「シストレ・店頭FX・くりっく365口座開設【無料】の流れについて」の内容を
ご確認ください。
③「お客さまの通知先メールアドレス」が設定されていることをご確認くださ
い。新たに通知先メールアドレスを設定すること、および登録済のメール
アドレスを変更することも可能です。
④「申込画面へ」をクリックしてください。
⑤「シストレFX」取引の各種書面を必ずお読みください。
⑥上記確認書類をお読みになり、ご理解、ご承諾いただける場合には、チェ
ックボックスにチェックを入れ、「承諾する」をクリックしてください。
3. WEB 審査の質問事項
に回答

WEB 審査の質問画面が表示されますので、WEB審査画面の質問事項をよくお読
みになり、解答欄にチェックを入れてください。すべての質問にお答えいただ
き、解答内容に相違がなければパスワードを入力し、「申込する」をクリック
してください。以上でWEB審査の回答は完了です。

4. auカブコム証券によ
る審査

WEB審査の結果については、お客さまの通知先メールアドレスにメールで通知
させていただきます。
※審査過程において、お客さまのご登録いただいているお電話番号に、ご連
絡させていただく場合がございます。

5. シストレFX 口座開設
完了

口座開設完了のメールが届きます。

別紙 2
シストレFXへ未決済建玉・証拠金の移管を希望されないお客さま、
シストレFXへ未決済建玉・証拠金の移管を希望されるお客さまの[シンガポールドル円（SGD/JPY）、香港ド
ル円（HKD/JPY）] の建玉

未決済建玉の存続・証拠金残高の移管をご希望されないお客さま、シストレFXへ未決済建玉・証拠金の
移管を希望されるお客さまの[シンガポールドル円（SGD/JPY）、香港ドル円（HKD/JPY）] の建玉につ
いては、建玉移管ができないため、下記でご案内する注文受付期限までにお客さまご自身で決済をお願
いいたします。期日までに決済いただけない場合は、当社が任意にお客さまの計算において決済を行
わせていただきます。なお、確定した証拠金はお客さまの証券口座へ振替(シストレFX口座をご開設さ
れている場合はシストレFX口座へ振替)いたします。

※ シストレFXへ未決済建玉(シンガポールドル円（SGD/JPY）、香港ドル円（HKD/JPY）以外)・証拠
金の移管を希望されるお客さまは別紙１をご参照ください。

取引等
[店頭FX]新規・決済注文の
受付

[店頭FX]未決済建玉の強制
決済

お取扱期限およびご留意事項


受付の取扱期限は、2020 年 3 月 20 日（金・祝）15：00までとなっ
ております。



新規注文受付の取扱期限までに約定していないすべての条件付注
文（含む一部未約定の注文）等は、2020 年 3 月 20 日（金・祝）15
時以降、当社の任意の時間に取り消しさせていただきます。
上記決済注文受付の取扱期限までに決済されなかったすべての建
玉は、お客さまへ事前にご連絡することなく、2020 年 3 月 20 日
（金・祝）16：00以降に当社が任意にお客さまの計算において決
済を行わせていただきます。



この場合、当該決済時点の為替レートにより決済されるため、お客
さまに予期しない損失が生じるおそれがあります。

「店頭FX」証拠金の振替



上記にともない、発生する損失について、当社は責任を負いませ
ん。
店頭FXの証拠金は2020年3月22日（日）～2020年3月24日（火）に
証券口座(シストレFX口座をご開設されている場合はシストレFX
口座へ振替)への振替を行います。
※証拠金の振替後、当社にてお客さまの店頭FX口座を解約させて
いただきます。お客さまご自身で解約のお手続きを行っていただ
く必要はございません。

別紙 3
●よくあるご質問
No.
1

内容

ご質
ご回答
問
サービス終了 期限（2020 年 3 月 決済注文受付の取扱期限までに決済されなかったすべての
20 日（金・祝）15： 建玉は、お客さまへ事前にご連絡することなく、2020 年 3
00）までに店頭FXの未 月 20 日（金・祝）16：00以降に当社が任意にお客さまの
決済建玉の決済を行わ 計算において決済を行わせていただきます。
なかった場合、どうな この場合、当該決済時点の為替レートにより決済されるた
るのでしょうか？
め、お客さまに予期しない損失が生じるおそれがありま
す。上記にともない、発生する損失について、当社は責任
を負いません。

2

サービス終了 店頭FXサービス終了後 2025 年 12月 30 日までは、マイページの「電子交付」画
は、取引残高報告書等 面でご確認いただけます。
の閲覧はできますか？

3

サービス終了 店頭FX口座の解約手続 必要ございません。
きは必要ですか？
すべてのお客さまの店頭FXにおける建玉、証拠金が無いこ
とを確認後、当社が店頭FX口座を解約いたします。お客さ
まご自身で店頭FX口座の解約を行わないようにお願いいた
します。

4

移管

5

移管

6

移管

7

移管

8

店頭FX口座に建玉残高 建玉移管の対象にはなりません。
はありませんが、建玉 なお、建玉が無い場合でも、確定した証拠金(残高がある場
移管対象になります 合)はお客さまの証券口座(シストレFX口座をご開設されて
か？
いる場合はシストレFX口座へ振替)いたします。
※これらの振替・口座解約処理は当社にて実施いたします
ので、お客さまご自身でお手続きを行っていただく必要は
ございません。
移管に関する費用
費用はかかりません
はかかりますか？
移管された建玉と証拠 シストレFX取引画面の「建玉照会」、「入出金照会」をご
金残高は、どのようす 確認ください。
れば分かりますか？

建玉移管時に店頭FXで 詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。
保有する建玉で追証が
発生している場合はど
うなりますか？
サービスの差異 店頭FXとシストレFXと 異なります。たとえば、シストレFX主要6通貨ペアのスプレ
でスワップポイント、 ッドは業界最低水準となり、店頭FXと比較してお客さまに
スプレッドは異なりま とってお得なスプレッドとなっております。(※原則固定・
すか？
例外有り、大口対象外。シストレFX・店頭FXのスプレッド
適用時間はAM9:00から翌日AM4:00となります。AM4:00から
AM9:00は表示スプレッドの適用外となり、スプレッドが拡
大する可能性があります。)
その他スプレッドに関しては当社HPや取引画面を、スワッ
プポイントについては取引画面よりご確認ください。

別紙 4
＜ご留意事項＞「店頭FX」「シストレFX」主な取引ルールの差異

取引通貨ペア

店頭FX

シストレFX

12 通貨ペア

12 通貨ペア

●シストレFXのみ取扱あり
通貨ペアの差分

「トルコリラ円（TRY/JPY）」、「豪ドルドル（AUD/USD）」
●店頭FXのみ取扱あり（移管対象外）
「シンガポールドル円（SGD/JPY）」、「香港ドル円（HKD/JPY）」

手数料

無料

同左
月曜

取引時間
（米国標準時間）

月曜日午前7時～土曜日午前7時
※6時前後15分程度は取引不可

午前7時00分～翌6時50分
火曜～金曜
午前7時10分～翌6時50分
月曜

取引時間

月曜日午前7時～土曜日午前6時

（米国夏時間）

※6時前後15分程度は取引不可

午前7時00分～翌5時50分
火曜～金曜
午前6時10分～翌5時50分

7種類
注文の種類

10種類

成 行 、 指 値 、 逆 指 値 、 OCO 、 IFD 、 成行、指値、逆指値、ストップリミッ
ト、ストリーミング、トレール、
IFO、複数決済
OCO、IFD、IFO、複数決済

取引単位

ミニ：1,000通貨（南アランドは1万）
各通貨ペア共通で、外国通貨1万通貨
通常：1万通貨（南アランドは10万）
単位（1万通貨の整数倍）
大口：10万通貨

新規注文1回あ
たりの上限

ミニ：9,000通貨（南アランドは9万）
各通貨ペア共通で、1取引の上限数量
通 常 ： 100 万 通 貨 （南 アラ ン ド は 300
は全通貨200万通貨、複数決済の場合
万）
は500万通貨
大口：300万通貨

建玉上限

各通貨ペア共通で、外国通貨1万通貨
単位（1万通貨の整数倍）。1取引の上
限数量は全通貨200万通貨、複数決済
の場合は500万通貨とします。平時の
建玉上限はございません。

ポ ン ド 円 （ GBP/JPY ） 、 ポ ン ド ド ル
（GBP/USD）でミニ1,000万通貨、通常
500万通貨、大口300万通貨まで保有可
能。その他、南アランドを除く通貨で
ミニ、通常の別1,000万通貨まで保有
可能。各通貨の大口及び南アランドで
600万通貨まで保有可能。

口座方式

建玉ごとに証拠金が必要

口座の建玉全体で証拠金を計算
個人のお客さま：新規建玉の建値の4%

必要証拠金

6種類（証拠金100万円コース、証拠金
50万円コース、証拠金30万円コース、
証拠金10万円コース、証拠金5万円コ
ース、証拠金2.5万円コース）の証拠
金コースから一つのコースを選択

法人口座のお客さま：新規建玉の建値
に、金融先物取引業協会が公表する通
貨ペア毎の法人用証拠金率をかけた金
額

個人のお客さま：新規建玉の建値の4%
法定預託額

ロスカット基準

法人口座のお客さま：新規建玉の建値
に、金融先物取引業協会が公表する通
貨ペア毎の法人用証拠金率をかけた金
額

同上（同左）

証拠金コースごとに定められた値幅

必要証拠金額の 75％

証拠金不足(以下、「追証」という。)
判定日の翌証券営業日の15:00までに
入金ない場合、追証判定日の翌証券営
業日16：00以降の任意の時間に強制決
済

証拠金不足(以下、「追証」とい
う。)判定日の当日の15:00までに入
金ない場合それ以降の任意の時間に
強制決済
<追証判定に係る補足説明>

<追証判定に係る補足説明>
原則一日一回、当社営業日の朝（米国
東部時間17:00、すなわち米国が標準
時間の期間は日本時間7:00・米国が夏
時間の期間は日本時間6:00）に以下の
判定を行います。

必要証拠金維持率100%未満で追証と
なります。毎営業日取引時間終了後
に判定、差し入れ期限は同日15:00
です。追加証拠金を差し入れるとリ
アルタイムに解消します。全建玉の
決済による解消の場合は、リアルタ
証拠金不足(追
証)時の入金期 （1）受入店頭FX証拠金（店頭FX用証拠 イムではなく、翌営業日から新規の
取引が可能になります。上記期限
限と強制決済時 金合計額）と必要FX証拠金の比較
(判定日の15:00)までに解消しない
間
（2）FX決済損金と店頭FX証拠金現金の 場合は、全建玉が強制決済になりま
比較
す（その場合も、翌営業日から新規
の取引が可能になります）。※追証
上記判定の結果、当社の定める条件を 発生中であってもロスカット基準に
満たしていない場合には、（1）は追 到達した場合は自動ロスカットが発
加証拠金発生、（2）はお預り金から 動します。
の強制振替実行となります。
※法定預託金など詳細は当社HPよりご
確認ください。
https://kabu.com/item/fx/tfx/rule.
html#anc11
その他の店頭FXおよびシストレFXのサービスの詳細は当社HPの取引ルールよりご確認ください。

別紙 5
【対象者限定】シストレFXウェルカムキャンペーン！現金プレゼント

●

キャンペーンの概要
2019年12月2日(月)～2020年3月13日(金)

キャンペーン
※「店頭FX」サービス終了により建玉移管を行う場合のシストレFX口座開設期限は
対象期間
2020年3月13日（金）となります。詳細は【重要】外国為替証拠金取引「店頭FX」サー
ビスの取扱終了のお知らせ(本書面)よりご参照いただけます。
以下の両方に該当するお客さま
①店頭FX口座を2019年12月1日(日)時点(※)でお持ちである。
②シストレFX口座を2019年12月1日(日)時点でお持ちでない。
キャンペーン
対象となるお (※)店頭FX口座を2019年12月1日(日)時点でお持ちであれば、2019年12月2日(月)以降
に店頭FX口座をご解約いただいたとしても①の条件は満たします。
客さま
なお、上記口座保有有無の具体的な判定「時間」は定めておりませんため、上記期日当
日の口座開設・解約をされた場合はキャンペーン対象外となる可能性がございます。あ
らかじめご了承ください。
上記の「キャンペーン対象となるお客さま」が、対象期間中に当社シストレFX口座をご
開設いただいた場合に現金500円をプレゼントいたします。
プレゼント付
与の条件とプ ※口座開設手続きにおいて、手続きに時間を要した場合及び申込内容の確認等で時間が
レゼント内容 経過した場合などで、本キャンペーン対象期間が終了となった場合にはキャンペーン対
象外となります。また、口座開設については、当社の審査により口座開設をお断りさせ
ていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
※本キャンペーンはエントリー不要です。
※法人のお客さまもキャンペーンの対象となります。
※お一人様一回限りのお申込みとさせていただきます。
※本キャンペーンにおいて、不正な手段等が使用されたと当社が判断した場合には、キャンペーンの対象外
とさせていただくこともございます。
※本キャンペーンの対象となったお客さまには、プレゼント(現金)を2020年5月末までにお客さまの証券口座
に付与される予定です。
※本キャンペーンの内容につきましては当社の都合により予告なく変更になることもございますのでご了承
ください。
※本キャンペーンの対象となったお客さまは、当社が実施する他のキャンペーンに参加できない場合があり
ます。
※本キャンペーンの対象に該当するか否かのお問い合わせにはお答えできかねますので、あらかじめご了承
ください。
※お客さまにお支払いするプレゼント金額は税務上、「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得など
の他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算する取り扱いとなります。年
間の給与額が2,000万円以下の給与所得者の方で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合等に
は確定申告は不要となります。

「ベストプライス宣言！」
シストレFX主要6通貨ペアスプレッド 業界最小水準

●

シストレ FX スプレッド表
※下記スプレッドの対象となるのはミニ・通常の通貨ペアです。大口（新規注文1回あたり110万通貨～
300万通貨）の通貨ペアは対象外となります。
通貨ペア
米ドル/円
ユーロ/円
豪ドル/円
ポンド/円
NZ ドル/円
ユーロ/米ドル
加ドル/円
スイスフラン/円
トルコリラ/円
ランド/円
ポンド/米ドル
豪ドル/米ドル

スプレッド
0.2 銭
0.4 銭
0.4 銭
0.7 銭
2.2 銭
0.2pips
2.8 銭
4.0 銭
3.0 銭
3.0 銭
0.7pips
1.8pips

※シストレFXのスプレッド適用時間はAM9:00から翌日AM4:00となります。AM4:00からAM9:00は表示スプレッ
ドの適用外となり、スプレッドが拡大する可能性があります。
※スプレッドとは、提示レートの売値（BID）と買値（OFFER）の間の差額です。
※上記スプレッドは固定されたものではありません。市場の急変時（震災などの天変地異、各国中央銀行の
市場介入、その他外部要因）や、市場の流動性が低下している状況（米国東部時間午後5時前後、 年末年
始、クリスマス時期など）、経済指標の発表前後などにより、スプレッドが拡大する可能性があります。
※変動が大きい相場になっている場合等は、スリッページが発生する可能性があります。スリッページと
は、目視で確認できる価格とは相違する価格で約定する場合がありお客さまにとって不利なレートまたは有
利なレートで約定することを総じた呼称です。

シストレFX
最大5万円相当豪華グルメカタログギフトプレゼントキャンペーン

●

豪華グルメカタログキャンペーンの概要
適用期間
対象者

2019年11月15日(金)～2020年1月31日(金)
シストレ FXにて一定のお取引をされたお客さま
※詳細は次のキャンペーン内容をご確認ください。

キャンペーン期間中、シストレFX (ミニ、通常、大口 ※1)において、お取引
条件を満たしたお客さまに最大5万円相当の豪華グルメカタログギフト（電子
カタログギフトとなります）をプレゼントいたします。なお、本キャンペーン
対象となるお取引は「新規建て」のみとなり、「決済」のお取引は対象外とな
ります。(複数日にわたる新規取引は合算して計算いたします。)
各取引数量の条件とプレゼント内容は以下のとおりです。
取引数量
10万通貨以上～
5,000万通貨未満

内容

プレゼント内容
抽選で25名様に
4,000円相当豪華グルメカタログギフト
※「抽選」で当選した25名様のみへのプレ
ゼントとなりますのでご留意ください

5,000万通貨以上～
10,000万通貨未満

皆さまに
10,000円相当豪華グルメカタログギフト

10,000万通貨以上～
15,000万通貨未満

皆さまに
20,000円相当豪華グルメカタログギフト

15,000万通貨以上～
25,000万通貨未満

皆さまに
30,000円相当豪華グルメカタログギフト

25,000万通貨以上

皆さまに
50,000円相当豪華グルメカタログギフト

※1)新規注文1回あたりの下限～上限数量：ミニ 1,000通貨～9,000通貨、通常
1万通貨～100万通貨、大口 110万通貨～ 300万通貨となります。(ミニ、通
常、大口についての詳細は当社ウェブサイトにてご確認ください。

※写真は「ALA GOURMET(ア・ラ・グルメ)」の商品イメージであり、実際の商
品はこちらとは異なる場合があります。
※本キャンペーンのプレゼント商品は電子カタログギフトとなります。冊子カ
タログギフトのお届けはございませんのでご留意ください。
お客さまのご登録のメールアドレス宛に、電子カタログギフトをご利用いただ
商品発送方法
けるご案内メールをお送りする予定です。
※本キャンペーンはエントリー不要です。
※法人のお客さまもキャンペーンの対象となります。
※対象期間(営業日ベース)の約定にて判定いたします。
※シストレFXの全通貨ペアが対象です。
※本キャンペーンの対象となったお客さまには、 2020年3月末までにお客さまのご登録メールアドレス宛
に、電子カタログギフトをご利用いただけるご案内メールをお送りする予定です。メールの再送はいたし
かねますので、あらかじめご登録メールアドレスや迷惑メール、スパム設定などをご確認ください。
※本キャンペーンの内容につきましては当社の都合により予告なく変更になることもございますのでご了
承ください。
※対象のお客さまが決まり次第随時ご登録メールアドレス宛てに、電子カタログギフトをご利用いただけ
るご案内メールをお送りする予定です。実施時に当社証券口座を保有されていない方は対象外となりま
す。
※本キャンペーンの対象となったお客さまは、当社が実施する他のキャンペーンに参加できない場合があ
ります。
※キャンペーン該当状況、抽選方法、当選、賞品に係るお問い合わせは受け付けておりません。予めご了
承ください。

