株式会社外為どっとコム

店頭外国為替保証金取引説明書（外貨ネクストネオ）

新旧対照表

＜2019 年 9 月 28 日改訂＞
（下線部は変更箇所）
新（変更後）

旧（変更前）

店頭外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ)

店頭外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ)

(略)

(略)

Ⅰ．店頭外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について
1.～8 （略）

Ⅰ．店頭外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について
1.～8 （略）

9．当社は、店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクをヘッジする目的で以下の金融機関等
を相手方としてカバー取引を行っております。

9．当社は、店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクをヘッジする目的で以下の金融機関等
を相手方としてカバー取引を行っております。

（略）

（略）

（削除）

■シンプレクス FX・スマートクロス株式会社
事業法人（監督官庁無し）

Ⅱ．店頭外国為替保証金取引のリスクについての説明

Ⅱ．店頭外国為替保証金取引のリスクについての説明

（略）

（略）

Ⅲ．店頭外国為替保証金取引説明ガイド
1. ～6 （略）

Ⅲ．店頭外国為替保証金取引説明ガイド
1. ～6 （略）

7．取扱通貨ペア
通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨をいい､左右並べて表記し、左側の通貨１単位に
対して右側通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。
本取引で取扱う通貨ペアは USD/JPY（米ドル/円）、EUR/JPY（ユーロ/円）、EUR/USD（ユーロ/米
ドル）
、AUD/JPY（豪ドル/円）、GBP/JPY（英ポンド/円）
、NZD/JPY（ニュージーランドドル/円）、
CAD/JPY（カナダドル/円）
、CHF/JPY（スイスフラン/円）、HKD/JPY（香港ドル/円）
、GBP/USD（英
ポンド/米ドル）
、USD/CHF（米ドル/スイスフラン）
、ZAR/JPY（南アフリカランド/円）
、AUD/USD
（豪ドル/米ドル）、NZD/USD
（ニュージーランドドル/米ドル）、EUR/AUD
（ユーロ/豪ドル）、TRY/JPY
（トルコリラ/円）、CNH/JPY（人民元/円)、NOK/JPY（ノルウェークローネ/円)、SEK/JPY（スウ
ェーデンクローナ/円)、MXN/JPY（メキシコペソ/円)、GBP/AUD（英ポンド/豪ドル）
、EUR/GBP（ユ
ーロ/英ポンド）
、USD/CAD（米ドル/カナダドル）
、AUD/CAD（豪ドル/カナダドル）
、EUR/NZD（ユ
ーロ/ニュージーランドドル）、AUD/NZD（豪ドル/ニュージーランドドル）、USD/TRY（米ドル/ト
ルコリラ）、EUR/TRY（ユーロ/トルコリラ）、SGD/JPY（シンガポールドル/円）
、RUB/JPY（ロシ
アルーブル/円）の組合せとなります。
また、保証金は日本円のみの入金となります。

7．取扱通貨ペア
通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨をいい､左右並べて表記し、左側の通貨１単位に
対して右側通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。
本取引で取扱う通貨ペアは USD/JPY（米ドル/円）、EUR/JPY（ユーロ/円）、EUR/USD（ユーロ/米
ドル）
、AUD/JPY（豪ドル/円）、GBP/JPY（英ポンド/円）、NZD/JPY（ニュージーランドドル/円）、
CAD/JPY（カナダドル/円）、CHF/JPY（スイスフラン/円）、HKD/JPY（香港ドル/円）、GBP/USD（英
ポンド/米ドル）、USD/CHF（米ドル/スイスフラン）、ZAR/JPY（南アフリカランド/円）、AUD/USD
（豪ドル/米ドル）、NZD/USD（ニュージーランドドル/米ドル）、EUR/AUD（ユーロ/豪ドル）、TRY/JPY
（トルコリラ/円）、CNH/JPY（人民元/円)、NOK/JPY（ノルウェークローネ/円)、SEK/JPY（スウ
ェーデンクローナ/円)、MXN/JPY（メキシコペソ/円)の組合せとなります。
また、保証金は日本円のみの入金となります。

8．取引単位
1,000 通貨が 1 取引単位（1Lot）です。ただし、RUB（ロシアルーブル）は 10,000 通貨を 1 取
引単位（1Lot）とします。各通貨の最低取引数は次のようになります。

8．取引単位
1,000 通貨が 1 取引単位（1Lot）です。各通貨の最低取引数は次のようになります。
通貨
最低取引数

通貨
USD（米ドル）
EUR（ユーロ）
AUD（豪ドル）
GBP（英ポンド）
NZD（ニュージーランドドル）
CAD（カナダドル）
CHF（スイスフラン）
HKD（香港ドル）
ZAR（南アフリカランド）
TRY(トルコリラ)
CNH(人民元)
NOK(ノルウェークローネ)
SEK(スウェーデンクローナ)
MXN（メキシコペソ）
SGD（シンガポールドル）
RUB（ロシアルーブル）

最低取引数
1,000 米ドル
1,000 ユーロ
1,000 豪ドル
1,000 英ポンド
1,000 ニュージーランドドル
1,000 カナダドル
1,000 スイスフラン
1,000 香港ドル
1,000 南アフリカランド
1,000 トルコリラ
1,000 人民元
1,000 ノルウェークローネ
1,000 スウェーデンクローナ
1,000 メキシコペソ
1,000 シンガポールドル
10,000 ロシアルーブル

9．呼び値の単位（pip）
対円通貨ペアは、１通貨単位あたり 0.001 円（0.1 銭）です。非・対円通貨ペア（クロスカレン
シー取引）は次のようになります。当社ではこれらの単位を「1pip」とします。
非・対円通貨ペア
１通貨単位あたり
EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD
USD/CHF
EUR/AUD、GBP/AUD
EUR/GBP
USD/CAD、AUD/CAD
EUR/NZD、AUD/NZD
USD/TRY、EUR/TRY

0.00001 米ドル
0.00001 スイスフラン
0.00001 豪ドル
0.00001 英ポンド
0.00001 カナダドル
0.00001 ニュージーランドドル
0.0001 トルコリラ

USD（米ドル）
EUR（ユーロ）
AUD（豪ドル）
GBP（英ポンド）
NZD（ニュージーランドドル）
CAD（カナダドル）
CHF（スイスフラン）
HKD（香港ドル）
ZAR（南アフリカランド）
TRY(トルコリラ)
CNH(人民元)
NOK(ノルウェークローネ)
SEK(スウェーデンクローナ)
MXN（メキシコペソ）

1,000 米ドル
1,000 ユーロ
1,000 豪ドル
1,000 英ポンド
1,000 ニュージーランドドル
1,000 カナダドル
1,000 スイスフラン
1,000 香港ドル
1,000 南アフリカランド
1,000 トルコリラ
1,000 人民元
1,000 ノルウェークローネ
1,000 スウェーデンクローナ
1,000 メキシコペソ

9．呼び値の単位（pip）
対円通貨ペアは、１通貨単位あたり 0.001 円（0.1 銭）です。EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD
の場合は、１通貨単位あたり 0.00001 米ドル、USD/CHF の場合は、１通貨単位あたり 0.00001 ス
イスフラン、EUR/AUD の場合は、1 通貨単位あたり 0.00001 豪ドルです。当社ではこれらの単位
を「1pip」とします。

10. ～16 （略）

10. ～16 （略）

17．一注文あたりの発注上限
お客様が一度に発注できる Lot 数の上限は、発注手段や執行条件にかかわらず、5,000Lot とな
ります。また、一度に決済注文が発注できるポジション件数は 500 件です。
※本上限は当社の判断で変更する場合があります。

17．一注文あたりの発注上限
お客様が一度に発注できる Lot 数の上限は、発注手段や執行条件にかかわらず、5,000Lot（500
万通貨）となります。また、一度に決済注文が発注できるポジション件数は 500 件です。
※本上限は当社の判断で変更する場合があります。

18. ～19 （略）

18. ～19 （略）

20．ポジション制限について
お客様が保持できるポジション Lot 数は、全通貨ペアを売買区分（売・買）別に合計してそれ
ぞれ 50,000Lot が上限となります。RUB/JPY は売買区分（売・買）別に合計して 5,000Lot が上
限となります。

20．ポジション制限について
お客様が保持できるポジション Lot 数は、全通貨ペアを売買区分（売・買）別に合計してそれ
ぞれ 50,000Lot（5,000 万通貨）が上限となります

21. ～28 （略）

21. ～28 （略）

29．1Lot あたりの必要保証金額と変更ルール
1.1Lot あたり必要保証金額の計算式
ポジションを保有する際に必要となる必要保証金額は、個人のお客様・法人のお客様ともに、
通貨ペア毎に異なります。それぞれの 1Lot あたりの計算式は次の通りです。
[1]個人のお客様の場合
1Lot あたりの必要保証金額は、RUB/JPY は「基準レート×10,000（通貨）×10％（保証金率）」
、
その他通貨ペアは「基準レート×1,000（通貨）×4％（保証金率）」の式で計算します（いずれ
も 100 円未満切り上げ）。
[2]法人のお客様の場合
一般社団法人金融先物取引業協会（以下「協会」といいます。）が以下の URL 等にて原則週 1 回
公表する、通貨ペア毎の「法人向け為替リスク想定比率」の値を当社の定める保証金率とし、
1Lot あたりの必要保証金額は、
「基準レート×1,000（通貨）×保証金率（法人向け為替リスク
想定比率）（％）」の式で計算します。ただし、公表された「法人向け為替リスク想定比率」の
値が 1％未満であった場合は 1％に切り上げます。なお、「法人向け為替リスク想定比率」が公
表されていない RUB/JPY は、
「基準レート×10,000（通貨）×100（％）
」の式で計算します（い
ずれも 100 円未満切り上げ）。
(https://ffaj.nexdata.com/)
（略）
2.必要保証金額の変更ルール
（略）
[2]臨時変更ルール（個人のお客様のみ）
（略）
【計算式】
［実質保証金率］＝［当日適用されている個人のお客様の 1Lot あたり必要保証金額］
÷｛
［前営業日 Bid 終値］×1,000（通貨）
｝×100（％） RUB/JPY は［実質保証金率］＝［当日
適用されている個人のお客様の 1Lot あたり必要保証金額］÷｛
［前営業日 Bid 終値］×10,000
（通貨）｝×100（％） ※小数点第２位以下切り捨て

29．1Lot あたりの必要保証金額と変更ルール
1.1Lot あたり必要保証金額の計算式
ポジションを保有する際に必要となる必要保証金額は、個人のお客様・法人のお客様ともに、
通貨ペア毎に異なります。それぞれの 1Lot あたりの計算式は次の通りです。
[1]個人のお客様の場合
1Lot あたりの必要保証金額は、
「基準レート×1,000（通貨）×4％（保証金率）」の式で計算し
ます（100 円未満切り上げ）
。
[2]法人のお客様の場合
一般社団法人金融先物取引業協会（以下「協会」といいます。
）が以下の URL 等にて原則週 1 回
公表する、通貨ペア毎の「法人向け為替リスク想定比率」の値を当社の定める保証金率とし、
1Lot あたりの必要保証金額は、
「基準レート×1,000（通貨）×保証金率（法人向け為替リスク
想定比率）
（％）
」の式で計算します（100 円未満切り上げ）。ただし、公表された「法人向け為
替リスク想定比率」の値が 1％未満であった場合は 1％に切り上げます。
(https://ffaj.nexdata.com/)

（略）
2.必要保証金額の変更ルール
（略）
[2]臨時変更ルール（個人のお客様のみ）
（略）
【計算式】
［実質保証金率］＝［当日適用されている個人のお客様の 1Lot あたり必要保証金額］
÷｛［前営業日 Bid 終値］×1,000（通貨）｝×100（％） ※小数点第２位以下切り捨て

以下省略
以下省略

以上
以上

