ボーナス規約
1.

前書き

1)

These Bonus Terms and Conditions are in regards to the Trading Bonus, Cashback Bonus and Trial Account Bonus offered by the
Company (hereinafter called the ‘Bonus’), as detailed below, and is considered to be an integral part of the Company’s Terms
and Conditions. All interpretation of terms included herein, are as interpreted in Company’s Terms and Conditions, which are
available in Company’s website https://www.iforex.com.

2.

資格条件

1) ボーナスは関係するオファーの基準を満たし、かつ当社の独断で随時改正される当社の規定にしたがってすべての登
録手順を満たした当社お客様（以下「有資格顧客」）に利用可能です。
2) 当社は単独の絶対的な裁量で、適切であると考える任意のお客様や国・地域に対して、任意のボーナスを提供します。
3) 当社は独自の裁量で、ボーナスに対する有資格顧客を含むすべてのユーザーの登録を拒否する権利および任意のボー
ナスオファーを独断で取り消す権利を有します。
4) 米国在住者を含む法令で規制された地域の居住者は、トレーディングチケットの対象となりません。
3.

トレーディングチケット

1) トレーディングチケットは、当社の絶対的な裁量により、各状況ごとに当社の同意・決定に基づき、顧客の取引口座
への入金金額に対する割合で有資格顧客に与えられます。
2) トレーディングチケットは証拠金取引のみを目的として指定されているため、追加証拠金としてのみ使用可能で（つ
まりお客様は付与されたボーナスを出金できない）、株式デリバティブの取引のための使用は認められません。
3) トレーディングチケットは有資格顧客ごとに与えられます。

例
有資格顧客が当社と 1000 ドルの入金に対して 30％のボーナスを受け取ることに合意しました。有資格顧客は 300 ド
ル（入金の 30％）の追加証拠金をトレーディングチケットとして受け取ります。 このボーナスは次のようにお客様
の口座に反映されます。
証拠金残高
有効保有額
利用可能証拠金
トレーディング チケット
$1,000
$1,000
$1,300
$300
4) トレーディングチケットはいついかなる場合でも出金することはできません。トレーディングチケットを利用して得
られた利益は有資格顧客により、当社の出金方針と適切な法律に従って出金することが可能です。トレーディングチ
ケットにより生み出された出金可能な利益はお客様の口座の「証拠金残高」の項目で確認できます。
5) トレーディングチケットが口座への入金に対して付与された場合、以下の条件が適用されます。
1. 有効保有額全額を出金する場合 - トレーディングチケットはすべて削除されます。
2.

有効保有額の一部を出金する場合 - トレーディングチケットの金額は出金後に口座に残る有効保有額の 4 分
の 1 に調整されます

例
有資格顧客が当社と 1000 ドルの入金に対して 30％のボーナスを受け取ることに合意しました。有資格顧客の口座に
証拠金残高

有効保有額

利用可能証拠金

トレーディング チケット
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は以下の有効保有額と証拠金残高があります。 このボーナスは次のようにお客様の口座に反映されます。

$1,000

$1,000

$1,300

$300

シナリオ A
お客様は入金額（1000 ドル）全額の出金を依頼しました。トレーディングチケットは全額削除されます。 これはお
客様の口座に次のように影響します。
証拠金残高
$0

有効保有額
$0

利用可能証拠金
$0

トレーディング チケット
$0

シナリオ B
お客様は 800 ドルの出金を依頼し、これによりお客様の有効保有額は 200 ドルに減少しました。この場合トレーデ
ィングチケットは有効保有額の 25％に限定され、50 ドルになります。
これはお客様の口座に次のように反映されます。
証拠金残高
$200

有効保有額
$200

利用可能証拠金
$250

トレーディング チケット
$50

6) 7 週間連続して口座に活動がない場合、すべてのトレーディングチケットは失効します。

4. キャッシュバック
1) キャッシュバックプログラムにより、毎週当該週の取引量にしたがって、有資格顧客の口座に現金が、当社により事
前に決定された一定の金額（ペンディングボーナス）を上限として、振り込まれます。
2) ペンディングボーナスの金額は、特定のまたはいくつかの入金に対しての割合に応じて、または当社の独自の裁量に
より決定されます。

例:
1000 ドルの入金を行った有資格顧客が、20,000,000 ドルの取引量により入金に対して最大 40％のキャッシュバック
を受け取る権利を得ました。このお客様は 400 ドルのペンディングボーナスを受け取ります。このペンディングボー
ナスはお客様の口座に以下のように反映されます。
証拠金残高
$1,000

有効保有額
$1,000

利用可能証拠金
$1,000

ペンディングボーナス
$400

行われた取引量
$0

必要取引量
$20,000,000

3) 毎週、1 週間の実際の取引量（米ドルで計算）と取引口座に示される必要取引量の割合に応じて計算される現金化さ
れるキャッシュバックは、キャッシュバック合計金額（ペンディングボーナス）から差し引かれ、お客様の口座に振
り込まれます。お客様は現金化されたキャッシュバックにのみ権利を有し、ペンディングボーナスはお客様が必要取
引量を達成した後にのみ現金化されます。キャッシュバック金額（現金化されるキャッシュバック）はお客様に与え
られたペンディングボーナスの金額を上限とします。
4) 取引量は「注文と決済」を元に計算されます。つまり 100 万ドル（または別の通貨での相当額）のポジションを建て
同ポジションを決済した場合、200 万ドル（または別の通貨での相当額）の取引量がお客様の必要取引量に対して行
われたものと計算されます。
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例:
シナリオ A

前の例での有資格顧客は 500 万ドルの取引ごとに 100 ドル現金化されるキャッシュバックをオファーされていました。
1 週間目彼は 500 万ドルの取引を行っていました。このため、100 ドルの現金化されるキャッシュバックがペンディン
グボーナスから有効保有額へ移されました。これはお客様の口座に以下のように反映されます。
証拠金残高
$1,100

有効保有額
$1,100

利用可能証拠金
$1,100

ペンディングボーナス
$300

行われた取引量
$ 5,000,000

必要取引量
$ 20,000,000

シナリオ B
入金から 2 週間目、彼は 500 万ドルの取引を行い、300 ドルの利益を生み出しました。したがってさらに 100 ドルの
現金化されるキャッシュバックがペンディングボーナスから有効保有額へ移されました。 これはお客様の口座に以下
のように反映されます。
証拠金残高
$1,500

有効保有額
$1,500

利用可能証拠金
$1,500

ペンディングボーナス
$200

行われた取引量
$ 10,000,000

必要取引量
$ 20,000,000

5) 有効保有額への入金後、現金化されたキャッシュバックは取引に利用可能となり、またいつでもお客様による出金が
可能となります。現金化されたキャッシュバックを投資して得られた利益もすべて、有資格顧客により出金すること
が可能です。
6) キャッシュバックキャンペーンは期間限定で、お客様はペンディングボーナスが付与された日から 3 ヶ月間に限って
現金化されるキャッシュバックを受け取れます。お客様が追加入金をおこなうと追加のキャッシュバックの対象とな
ることがあります。

例:
前の例の有資格顧客が 300 ドルの利益と 200 ドルの現金化されたキャッシュバックを出金することに決めました。こ
のため彼は合計 500 ドルの出金を依頼しました。残り 200 ドルのキャッシュバックボーナスはペンディングボーナス
として彼の口座に残り、このためこのお客様は 1000 ドルで取引を続けることができ、ペンディングボーナスを現金化
されるキャッシュバックに換えるためには、後 2 ヵ月半の時間があります。
これはお客様の口座に以下のように反映されます。
証拠金残高
$1,000

有効保有額
$1,000

利用可能証拠金
$1,000

ペンディングボーナス
$200

行われた取引量
$ 10,000,000

7) すべてのキャッシュバックは口座通貨で支払われます。

5.

トライアル口座

1) ユーザーはトライアル口座で提供される金融銘柄の取引に利用可能な 25 ドルのトレーディングチケット（上述）を
含む、合計約定金額最大 3,000 ドルのトライアル口座を提供されることがあります。

べての保留中の取引は終了されるものとします。25 米ドルを超えるすべての金額（利益）は、ユーザーが当社への
登録と最低 100 ドルの入金を完了することで、ユーザーの当社取引口座での証拠金としての利用や株式デリバティ
ブ取引への利用が可能となります。またはユーザー名義の銀行口座への出金が可能となります。以下にご注意くだ
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2) 取引は当社ウェブサイト（www.iforex.jpn.com）で閲覧可能な、当社の取引条件および取引画面のエンドユーザーラ
イセンス同意にしたがって行われなければなりません。
3) トライアル口座で最初に行われた取引から３日間（試用期間）でトライアル口座は失効し、トライアル口座にあるす

さい。(i) 出金は当社の出金方法に従って行われなければならず、送金手数料がかかる場合があります。(ii) トライア
ル口座の最初の取引メイク日から 14 日以内に出金されない、または取引口座へ移行され取引のための証拠金や株式
デリバティブ取引に使用されないすべての利益は、取り消されます。
4) ボーナスは当社の取引画面にはじめて登録した、上記に説明される的確基準を満たしたお客様にのみ利用可能です。
一家族・一 IP アドレスあたり一ボーナスに限ります。

6.
1)

一般規約
当社の裁量により判断される、あらゆる形式での違法、不当、不正取引方法・行為に対するあらゆる兆候または疑
い（トレーディングチケットを使って市場でのリスクを負うことなく利益を得る目的を示唆する取引行動パターン
や、一人のお客様が複数の口座を開設、操作、管理することを含むが、必ずしもそれに限定されない）および詐
欺・改ざんまたはボーナススキームに対しての当社規約、方針、条件に対する違反のあらゆる兆候または疑いがあ
った場合には、当該口座およびすべての関連口座に入金されたすべてのボーナスは無効となります。このような状
況下では当社は独自の裁量で、お客様との契約および適用される法律に基づく当社の権利を制限することなく、す

ことで、上記ボーナスのすべてまたは上記オファーのすべてを変更、修正、一時停止、取り消し、終了する権利を
有します。
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2)

べての実施された取引およびそこで発生した利益または損失を無効にし、すべての関連口座をブロックする権利を
有します。
当社は独自の裁量で適切とみなした場合にいつでも、お客様に当社の取引規約に従って事前に適切な通知を与える

