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この文書の日本語訳は便宜上提供されているものです。下の英文版との間で相違がある場合は、英文版 が優先されます。 

プライバシーポリシー 
 
約定  

このプライバシーポリシーでは、iFOREX がお客様の個人データを収集・処理する方法について説明しています。iFOREX

は、取得するすべての個人情報のプライバシーを保護することを約束し、このプライバシーポリシーに従ってのみお客

様の個人情報を使用します。  

収集する情報の内容  

当社のサービスをお客様に提供するために、当社はお客様に関する特定の情報を処理する必要があります。当社では、

お客様の興味やニーズに合わせてカスタマイズされた商品やサービスを提供するための情報を請求します。さらに、お

客様が当社のサービスを使用する場合、当社のウェブサイト、取引プラットフォーム、およびモバイルアプリ（以下

「Web サイト」）の使用から情報を収集します。これにより、当社の Web サイトを使用する際のエクスペリエンスが向

上し、提供するサービスをよりよく管理できるようになります。  

あなたが提供する個人情報 

当社は、あなたの氏名、生年月日、出生地、住所、国発行の IDカード、パスポートまたはその他の形式の正式な IDのコ

ピー、最近の公共料金の請求書またはその他の住所証明の正式なコピー、TIN（納税者番号）、居住国、銀行口座やクレ

ジットカードの詳細やその他の支払い方法などのあなたの経済状況に関連する情報、資金源、年収、職業、電話番号、

メールアドレスを、保持します。また通話記録など、お客様とのやり取りの一環として、お客様が当社と共有すること

を決定したその他の種類の個人データを保持する場合があります。  

自動的に収集される情報  

お客様の当社ウェブサイトやサービス訪問時、当社は次のような情報を自動で保持することもあります。入出金履歴、

お客様に代わって当社が保持する資金や金融銘柄に関する情報、関連データや行われた取引の種類、ダウンロードやア

ップロードされた書類、お客様の当社ウェブサイトの利用方法（アクセス頻度、アクセスしたサイトエリアやアクセス

時間、閲覧したページ、IP アドレス、地理的位置情報、コンピュータやモバイルデバイスの識別パラメーター、一般的

な識別子、お客様のウェブサイトでの活動、お客様がウェブサイトに入力したテキスト、お客様を私たちに紹介したウ

ェブサイトまたはお客様がリンクしたウェブサイト、お客様の好みの言語など）  

サードパーティが受け取った情報  

当社は、サードパーティのソーシャルメディアアカウント（Facebook、Google など）の詳細を使用して、登録およびロ

グインする機能を提供する場合があります。あなたがこれを選択した場合、私たちはあなたのソーシャルメディアプロ

バイダーからあなたに関する特定のプロフィール情報を受け取る場合があります。私たちが受け取るプロフィール情報

は、関係するソーシャルメディアプロバイダーによって異なる場合がありますが、多くの場合、お客様の氏名とメール

アドレス、およびこれらのサービスとの契約条件とプライバシー設定に従って公開することを選択したその他の情報が

含まれます。当社は、サードパーティのソーシャルメディアまたは他のプロバイダーによるお客様の個人情報のその他

の使用を管理せず、責任を負わないことに注意してください。これらのプロバイダーによって収集された個人データは、

これらのプロバイダーのプライバシーポリシーおよび関連する条件に準拠します。このようなプライバシーポリシーを

確認して、個人情報を収集、使用、共有する方法や、それらのサイトやアプリでプライバシーに関する設定を行う方法

を理解することをお勧めします。また、本人確認機関や信用照会機関などから、または公開されている情報を含むオー

プンソースから、お客様に関連する個人情報を受け取る場合があります。  

未承諾情報  

当社が要求していない個人情報をお客様から提供された場合、当社は、当社が提供する商品およびサービスのために、

当社に権利のある、または保持するよう要求される情報のみを保持するよう努めます。ただし、この追加情報が当社の

要件に対して余剰であっても、当社が必要としたり、保持する権利があったり、技術的に分離して削除することが不
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可能な情報と組み合わせて提供される場合は、お客様は、この未承諾情報を当社が他のお客様の個人情報と同じ方法で

保持する場合があることに同意するものとします。  

お客様の個人情報の使用・共有方法 

私たちは以下の目的でのみあなたの個人情報を使用し、iFOREX の従業員、パートナー、請負業者、サービスプロバイダ

ー、トランザクションプロセッサー、プロのアドバイザー、および関連会社（iFOREX グループの親会社、姉妹会社、子

会社を含むがこれらに限定されない）（以下「パートナー」）と共有します。また関連する場合は、お客様の明示的な

同意が必要です。  

• 処理中の取引を含むお客様の要求に応じたサービスの提供。 

• 詐欺、制裁措置、公的要人（PEP）のチェックの実施など、身元の確認および認証。 

• 個人プロフィールの保守。 

• お客様のアカウントの管理。 

• お客様に提供するサービスに関連して必要性がある場合または妥当性がある場合のお客様へのご連絡。 

• iFOREXのお客様である期間に取引した内容に関する事柄及び iFOREXに関する事象などのアップデート。 

• 当社のサービスおよびこのポリシーの準拠条件の管理。 

• お客様に提供する商品及びサービスの運営と管理。 

• リスク管理。 

• サポートの提供とトラブルシューティング。 

• 当社の事業に関連する適切な管理および業務記録の維持。 

• iFOREX および「パートナー」の商品およびサービスについてのお客様への情報提供を含むがそれに限定しな

い、マーケティング。 

• あなたのような人に対する当社商品とサービスの売り込み。 

• お客様が iFOREX および「パートナー」から取得することにご興味のある商品やサービスへの理解を向上させ

る為。 

• 弊社がお客様に関連があると考える情報または機会の提供。 

• お客様のニーズと関心に沿ったウェブサイトのカスタマイズ。 

• 非個人的な統計データの作成。 

• 調査やアンケートを実施する場合。 

• iFOREX が異なる枠組みの中でまたは別の法的構造または事業体を通じてそのサービスの動作を整理する場合、

または iFOREX が別の事業体に買収または合併される場合で、それらの事業体がこの方針の条件に従い、各変

更について考慮することに同意する場合。 

• iFOREX が、情報の共有が差し迫った身体的危害や財産への損害を防ぐために必要であると信じるすべての場

合。 

• iFOREX が、お客様が取引規約に違反した、またはサービスを利用する権利を乱用したと考える場合、または

お客様が法律や規則、規制に違反する行為・不作為を実行したと iFOREX が考える場合、法執行機関やその他

の当局、またはお客様の情報開示を要求する他の第三者に対しての情報開示。 

• 政府当局や他の第三者から iFOREX がお客様の情報を法律に基づいて要求された場合または要求されたと信じ

る場合。 
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• お客様と iFOREX間またはお客様と別のお客様または第三者間で、iFOREXが提供するサービスに関連するあら

ゆる種類の論争または法的手続きがある場合。 

ご注意ください。あなたには iFOREXから要求された個人情報を提供する義務はありません。ただし、申請フォームに記

載されている情報がなければ、iFOREXは、お客様の口座を開設したり、お客様が求めているその他のサービス、情報、

支援を提供したり、お客様が要求しているサービスの適切性を評価したりできない場合があります。  

統計データ  

iFOREXは、お客様の個人情報をウェブサイトの他のユーザーからの情報と組み合わせて、サービスや商品の監視および

改善を目的とした、個人を特定できない集計統計データを作成する場合があります。iFOREXはこの統計データを第三者

に提供する場合があります。いかなる状況においても、この統計データからあなたを特定することはできず、匿名性は

保持されます。  

マーケティング 

iFOREXは、iFOREX または iFOREX のパートナーが提供する商品やサービスに関する情報をクライアントに提供することを

含むがこれに限定されないマーケティング目的で、クライアントが取引した契約や iFOREX の活動などの事項に関して、

常にクライアントを最新の状態に保つために、個人情報を使用します。マーケティングの目的で、iFOREX は、メール、

SMS（テキスト）メッセージ、またはその他の電子通信手段を使用します。 

 

選択と配信停止 

iFOREXへのお客様の登録過程で、以下への配信停止を選択することができます。 

• iFOREX またはパートナーの商品およびサービスの情報、またはお客様に関連のある機会を提供するマーケテ

ィングサービス 

• メール  

• SMS（テキスト）メッセージ 

• その他電子通信 

 

上記の種類のメッセージのいずれかを受信したくない場合は、各メッセージに含まれている手順に従っていつでも配信

停止できます。または、取引アカウントの通知設定ページから、設定を管理できます。ただし、配信停止しても、

iFOREX は法的なまたは規制上の義務に従い、お客様との通信に必要なメッセージの送信を制限しませんので、ご注意く

ださい。 

 

第三国へのデータの転送 

お客様は、お客様の個人情報が BVI で保持および処理されないこと、および iFOREX がオンラインサービスとしての性質

上、世界中のさまざまなサイトで情報を保存および処理する可能性があることに、同意するものとします。お客様が欧

州経済地域加盟国のような法域に居住する場合で、別の法域への個人情報の移動がお客様の同意を必要とする場合、こ

のような移動に対してお客様は明確に同意するものとします。 

 

リンクについて  

このウェブサイトを使用する際、その他のウェブサイトへのリンクが可能ですが、本プライバシーポリシーはリンク先

のサイトには適用されませんのでご注意ください。  

クッキーについて  

クッキーはサイズの小さな情報ファイルで、識別番号または値を含んでいます。iFOREX のサービスとウェブサイトの使

用の結果として、お客様のコンピュータのハードドライブにクッキーが保管されます。  
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弊社ではセッション IDクッキーとパーシステントクッキーの両方を使用します。セッション IDクッキーはブラウザーを

閉じる際に失効し、パーシステントクッキーは、ハードドライブに長期間残ります。 

クッキーの受け取りを拒否する場合は、ブラウザの設定を変更し、すべてのクッキーの受け取りを拒否することができ

ます。もしくはクッキーを受け取った際にコンピュータに表示させ、お客様自身で受け取りを判断していただく必要が

あります。ただし、お客様のアカウントに関連して iFOREX が提供するサービスの品質を損なうおそれがあります。詳細

は、https://allaboutcookies.org/をご覧ください。  

Google アナリティクスによるリマーケティング 

お客様に関連する広告を配信する（リマーケティング）目的で、収集した情報を使用することがあります。リマーケテ

ィングは弊社ウェブサイトと広告の過去の相互作用に基づいて、弊社ウェブサイトと広告訪問者を関連付ける手法です。

iFOREX はこのようなリマーケティングを行う第三機関を利用することがあります。この結果、Google を含む第三機関は

iFOREX の広告をインターネットサイトに掲載することがあります。このような Google を含む第三機関はそのクッキーお

よび第三者のクッキーまたは同様の技術を使用し、訪問者の以前の iFOREX ウェブサイトへのアクセスの履歴を元に、広

告を提供することがあります。 

お客様は Googleアナリティクスのディスプレイ広告を停止することができます。また Googleの広告表示設定マネージャ

にアクセスしてカスタマイズされた Google ディスプレイネットワークの広告を停止することができます。また、Google

アナリティクスオプトアウトブラウザアドオンを訪問することも推奨されています。詳細についてはまた、Google のプ

ライバシーセンターを訪問してください。 

セキュリティ  

iFOREX はセキュリティを非常に重要視しており、個人情報を保護し、許可されていない人物がアクセスしないように努

めています。対策には、暗号化、強力な認証メカニズム、安全な領域を提供するためのマシンとデータの分離が含まれ

ます。このようなシステムおよび過程でセキュリティ侵害のリスクを軽減させていますが、これにより完全なセキュリ

ティが保証されるわけではありません。したがって iFOREX はそのサービスが、任意の過ち、誤動作、違法インターセプ

トまたは保管する情報およびその他の情報セキュリティリスクへの不正アクセスを受けないこと、また弊社サービス上

またはそれを介した個人的な通信が非公開に保たれることを保証することはできません。 

あなたの権利 

当社が処理するお客様の個人情報に関して、お客様には以下の権利があります。 

• お客様の個人データが当社によって処理されているかどうかを当社に問い合わせる。 

• そのような個人データへのアクセスを要求し、そのコピーを取得する。 

• 個人データが不正確、不完全、誤解を招く、または最新ではない場合に、個人データの修正を要求する。 

• 直接的なマーケティング目的でお客様の個人情報を処理しないように要求する（この点については、上記の

「選択と配信停止」セクションもご参照ください）。 

請求される場合は、お客様の身元を証明し、請求する情報の詳細を提示して iFOREX へメールをお送りください。すべて

のご要望にお応えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。これらの権利の一部は特定の状況での

み適用され、iFOREX が要望に応えることを妨げたり、別の免除が適用されるようにする、優先的な iFOREX の規制および

法的義務の対象となります。  

申し込みの検証、任意の要求された資料を検索、取得、審査、複製するためのコストをカバーするために、法律で許可

される手数料をお支払いいただきます。  

情報の保持 

https://allaboutcookies.org/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://adssettings.google.com/authenticated
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
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当社は、要求され必要とされる限り、当社サービスや契約上の義務の提供を含む最初に収集された目的のため、当社の

ビジネス上の目的のため、適用される法的および規制上の義務を順守するため、当社の法的権利と防衛の保護と行使の

ため、適切な業務記録を維持するため、個人情報を保持します。  

施行  

iFOREX はこのプライバシーポリシーを順守するために可能な限りの努力をしています。このポリシーおよびその施行に

関する疑問・懸念・苦情がございましたら、cs@iforex.com までご連絡ください。お客様からの苦情を受領した場合

iFOREX は懸念について解説し、疑問に対しては迅速に回答し、ご満足いただける解決策を見つけるために、最大限の努

力をいたします。 

未成年者 

当社のサービスおよびウェブサイトは、18 歳（またはユーザーが所在する法域の法的に同意の年齢）未満のユーザーは

利用できません。当社は、未成年者から、または未成年者に関する個人情報を故意に収集することはありません。未成

年者は、当社のサービスをダウンロードまたは使用したり、当社に個人情報を提供したりしないでください。未成年者

が当社と情報を共有していると信じる理由がある場合は、当社にご連絡ください。  

ポリシーの改定 

iFOREX は、適宜この個人情報およびセキュリティポリシーを変更・更新することがあります。すべての変更はウェブサ

イトへの最初の掲示から 7 日で実施されます。ただし iFOREX がこの方針に法的または規制上の要件を遵守するために必

要な改正を行う場合は、改正は必要または命令に応じて実施されます。  

準拠法 

現在のプライバシーポリシーで扱われていない問題に関しては、英領バージン諸島の法律が適用され、このプライバシ

ーポリシーに関して発生する可能性のある紛争の解決のための管轄裁判所は、英領バージン諸島の裁判所となるものと

します。  

  

mailto:cs@iforex.com
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The Japanese translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

PRIVACY POLICY 
 
Commitment  

This Privacy Policy explains how iFOREX collects and process personal data about you. iFOREX is committed to protecting the privacy 
of all personal information which it obtains and will only use your personal information in accordance with this Privacy Policy.  

What information do we collect  
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information which enables us 
to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs. Additionally, when you use 

our services we collect information from your use of our website, trading platform and mobile app (“Websites”) which helps us  to 

better improve your experience when using our websites and allows us to manage the services we provide.  

Personal Information Provided by You 

We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport or  other form 

of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TINs (Tax Identification Numbers), country of residence, 

information related to your financial status, such as your bank account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the 

origin of funds, annual income, occupation, phone number and email address. We may retain other types of personal data you decide 

to share with us as part of any correspondence with you, such as by way of chats call recordings.  

Information automatically collected  

We may also retain information automatically when you visit our websites and/or use our services, such as deposits and withdrawals 

history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf, relevant data and types of 

transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, how you use our websites, for example the frequency with which 

you access them, site areas visited and duration of visits, pages viewed, Internet Protocol (IP) address, geo location information, 
computers and cellular devices identification parameters, general identifiers, your website activity as well as text you type in the 

websites, the websites which referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.  

Information received by third parties  

We may offer you the ability to register and login using your third-party social media account details (like your Facebook, Google etc.). 

Where you choose to do this, we may receive certain profile information about you from your social media provider. The profile 

Information we receive may vary depending on the social media provider concerned, but will often include your name and e-mail 
address as well as other information you choose to make public in accordance with the terms of agreements and your privacy setting 

with these services. Please note that we do not control, and are not responsible for, other uses of your personal information by your 

third-party social media or other providers, and any personal data collected by such providers are governed by their privacy policies 
and related terms. We recommend that you review such privacy policies to understand how they collect, use and share your personal 

information, and how you can set your privacy preferences on their sites and apps. We may also receive personal information related 
to you from identity verification agencies, credit reference agencies and alike and, from open sources which contain publicly available 

information.  

Unsolicited Information  
If you provide us with personal information that we have not requested, then we will endeavor to only retain the information that we 

are entitled or required to hold because of the products and services we provide. However, if this additional information is surplus to 

our requirements but is provided to us in a manner where it is combined with information that we are either required, or entitled to 
retain, or that technically is impossible to isolate and delete, then you hereby acknowledge that this unsolicited information may be 

held by us in the same manner as the balance of your personal information.  

How we use and share your personal information? 
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We will use your personal information and share it with employees, partners, contractors, service providers, transaction processors, 
professional advisors and affiliates of iFOREX (including but not limited to parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group) 

(the “Partners”), for the following purposes only, or subject, in any relevant case, to your explicit consent:  

• To provide the services to you that you have requested including processing transactions. 

• To confirm and authenticate your identity, including for conducting fraud, sanctions and politically exposed person (PEPs) 
checks. 

• To maintain your personal profile. 

• To manage your account. 

• To contact you when necessary or appropriate in relation to the services being provided to you. 

• To keep you updated whilst you are a customer in relation to matters such as contracts you have traded and activities 

of iFOREX. 

• To enforce the governing terms and conditions of our services and of this policy. 

• To manage and administer the products and services provided to you. 

• For risk management purposes. 

• For providing support and for troubleshooting. 

• To maintain adequate administrative and business records relating to our business. 

• For marketing purposes, including, but not limited to providing you with information regarding the products and services 

offered by iFOREX or its Partners. 

• To market our products and services to people like you. 

• In developing an understanding of the products and services that you may be interested in obtaining from iFOREX or its 

partners. 

• To provide you with information or opportunities that we believe may be relevant to you. 

• To tailor the website to your needs and interests. 

• To create impersonalized statistical data. 

• To conduct surveys and questionnaires. 

• If iFOREX organizes the operation of its services within a different framework, or through another legal structure or entity, 

or if iFOREX is acquired by, or merged with another entity, provided however, that those entities agree to be bound by 
the provisions of this policy, with respective changes taken into consideration. 

• In any case where iFOREX believes that sharing information is necessary to prevent imminent physical harm or damage 

to property. 

• If iFOREX believes that you have breached the governing terms and conditions, or abused your rights to use the services, 
or performed any act or omission that iFOREX believes to be violating any applicable law, rules, or regulations, then 

iFOREX may share your information with law enforcement agencies and other competent authorities as well as with 

other third parties, as may be required. 

• If iFOREX is required, or believes that it is required, by law to share or disclose your information to governmental 
authorities or to any other third party. 

• In any case of dispute, or legal proceeding of any kind between you and iFOREX, or between you and other clients or 

third parties with respect to, or in relation with the services iFOREX provides. 
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Please note that you are not obligated to give us any of the personal information requested by iFOREX. However, without the 
information requested in the application form, iFOREX may not be able to open an account for you, or to provide you with any other 

services, information or assistance you have sought or evaluate the appropriateness of the service you are requesting.  

Statistical Data  
iFOREX may combine your personally identifiable information with information from other users of its websites to create 

aggregated impersonalized statistical data for the purposes of monitoring and improving its services and products. iFOREX may 
provide this statistical data to third parties. Under no circumstances will you be able to be identified from this statistical data, you 

will remain anonymous.  

Marketing 
iFOREX uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts its clients have traded 

and activities of iFOREX, for marketing purposes, including, but not limited to providing its clients with information regarding the 

products and services offered by iFOREX and/or its partners. For marketing purposes iFOREX will use means of emails, SMS (text) 
messages and/or any other electronic communications as may be applicable. 

 

Choice and opt-out 

In the registration process with iFOREX as a client you will be given the option to opt-out of subscribing to: 

• Marketing services, which provides you with information regarding the products and services offered by iFOREX or its 

partners and opportunities that we believe may be relevant to you; 

• Emails;  

• SMS (text) messages; 

• Other electronic communications. 
 

If you no longer wish to receive any of the above-mentioned types of messages, you may opt-out at any time by following the 

instructions included in each message, or you can manage your preferences through the Notification Setting page in your trading 

account. However please note that opting-out will not restrict iFOREX from sending messages that iFOREX, subject to its legal and 

regulatory obligations, is required to communicate with you. 

 

Transfer of data to third countries 

You hereby acknowledge that your personal information is not held and processed in the BVI and that iFOREX, by its nature as an 

online service, may store and process information in various sites, throughout the globe. If you are a resident in a jurisdiction such as 
European Economic Area Member States, where transfer of your personal information to another jurisdiction requires your consent, 

then you provide us your express and unambiguous consent to such transfer. 

 
Links  

When you use this website, you may be able to link to other websites. This Privacy Policy does not apply to those other sites.  

Cookies  
Cookies are small files of information, which often include a unique identification number or value, which are stored on your 

computer's hard drive as a result of you using the iFOREX services and websites.  

We use both session ID cookies and persistent cookies. A session ID cookie expires when you close your browser and a Persistent 

cookie remains on your hard drive for an extended period of time. 

If you do not wish to receive cookies, you may be able to change the settings of your browser to refuse all cookies or to hav e your 

computer notify you each time a cookie is sent to it, and thereby give yourself the choice whether to accept it or not. However, this 
may impair the quality of the services that we provide to you in relation to your account. For further information you may visit 

https://allaboutcookies.org/.  

https://allaboutcookies.org/
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Remarketing with Google Analytics 
We may use the information we collect to assist us in delivering relevant ads to you (Remarketing). Remarketing is a way for us to 

connect with our websites and ads visitors, based upon their past interactions with our website and ads. Third-party marketing 
vendors may be hired by iFOREX to perform such remarketing services. As a result, third-party vendors, including Google, may show 

iFOREX’s ads on internet sites. Such third-party vendors, including Google, may also use their cookies, third party cookies and similar 
technologies to serve ads based on a visitor’s prior visits to iFOREX's websites. 

You may opt out of Google Analytics for Display Advertisers and opt out of customized Google Display Network ads by visiting Google’s 

Ads Preferences Manager. You are also encouraged to visit Google Analytics Opt-out Browser Add-on. For further information you 

can also visit Google’s privacy center. 

Security  

iFOREX takes security very seriously and makes efforts to protect your personal information and ensure it is not accessed by 

unauthorized persons. Measures include encryption, strong authentication mechanisms and separation of machines and data to 
provide secure areas. While such systems and procedures reduce the risk of security breaches, they do not provide absolute security. 

Therefore, iFOREX cannot guarantee that our service will be immune from any wrongdoings, malfunctions, unlawful interceptions or 

unauthorized access to the information stored therein and to other information security risks, or that your private communications 

on or through our service will remain private.  

Your Rights 

You have the following rights with respect to your personal information processed by us: 

• To inquire us whether your personal data is being processed by us; 

• To request access to such personal data and to obtain a copy of it; 

• To request correction of the personal data, where your personal data is inaccurate, incomplete, misleading or not up-to-
date; 

• To request that we will not process your personal information for direct marketing purpose (in this respect please also 
refer to the “Choice and opt - out” section above). 

If you have a request, please write to iFOREX, verifying your identity and setting out in full what information you require. Please note 

that we may not be able to fulfil every request. Some of these rights only apply in certain circumstances and are subject to iFOREX 

regulatory and legal obligations which may override and prevent us from doing so or other exemptions apply.  

We will charge a fee as allowed by applicable law to cover the cost of verifying the application and locating, retrieving, reviewing and 

copying any material requested.  

Retention of Information 

We will retain personal information for as long as it is required and necessary for the purposes that it was originally collected, including 

for the provision of our services and contractual obligations, for our business purposes and objectives, for compliance with applicable 

legal and regulatory obligations, for the protection and the exercise of our legal rights and defense and for maintaining adequate 
business records. In any case, we may keep any aggregated or anonymized information indefinitely.  

Enforcement  

iFOREX is doing its utmost to comply with this Privacy Policy. If you have any questions, concerns or complaints regarding this Policy 
and the enforcement thereof, please refer them to: cs@iforex.com. After receiving your complaint, iFOREX may contact you to better 

understand your concerns and will make all efforts to promptly answer your question, or resolve your complaint to your full 

satisfaction. 

Minors 

https://adssettings.google.com/authenticated
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.google.com/policies/privacy/
mailto:cs@iforex.com
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Our services and websites are not available for users under the age of 18 (or the age of legal consent for the jurisdiction the user is 
located in). We do not knowingly collect personal information from or about minors. If you are a minor, you should not download or 

use any of our services nor provide any personal information to us. If you have any reason to believe that a minor has shared any 
information with us, please contact us.  

Amendments to Policy 

iFOREX may change and update the terms of this Privacy and Security Policy from time to time. All changes will take effect seven (7) 
days after their initial posting on the Website, unless iFOREX amends this Policy to comply with legal or regulatory requirements, in 

which case the amendments will become effective as required, or ordered.  

Governing Law 

In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of the British Virgin Islands will apply and the competent court 

for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the courts of the British Virgin Islands.  

 

 


