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。

レバレッジなし商品の取引規約の補遺
このレバレッジなし商品取引規約の補遺（補遺）は、顧客契約および当社がレバレッジなし商品取引サービス
（以下で定義する）を提供するにしたがって当社のウェブサイトに公開しているその他の該当する条件の補遺
です。これらの条件は、顧客契約の不可欠な部分を形成します。この補遺と顧客契約の間に矛盾がある場合は、
この補遺が優先するものとします。ここで使用されているが定義されていない用語は、顧客契約で割り当てら
れた意味を持ちます。
この補遺の目的は、当社が独自の裁量で取引プラットフォームでの取引のために随時提供するレバレッジなし
商品の取引に適用される補足規約を定義することです（レバレッジなし商品取引サービス）。
レバレッジなし商品取引サービスを使用することにより、お客様は、お客様と当社の間で法的拘束力のある契
約を形成するこの補遺の条件に同意するものとします。お客様は、適用法で許可されている範囲で、オリジナ
ルの（非電子）署名や非電子記録の配信または保持を必要とする法域の法律または規制に基づくあらゆる権利
や要件を放棄します。
1. はじめに
1.1.

この補遺は、株式デリバティブ取引の規約（株式デリバティブ規約）の補遺を取り消し、置き換え、
それに優先します。この補遺の発効日時点で未決済の株式デリバティブのすべてのポジションは、決
済されるまで株式デリバティブ規約の対象となります。

2. レバレッジなし商品取引サービス
2.1.

レバレッジなし商品取引サービスにより、お客様はレバレッジなし商品の完全または部分的な単位
（単位）を取引することができます。これらの商品は、当社が随時取引プラットフォームを提供する
場合があるため、当社の独自の裁量により、当社が提供する基準資産に基づく場合があります。

2.2.

レバレッジなし商品の取引に関連して、当社はレバレッジを提供していません。

2.3.

当社は、随時、独自の裁量により、取引プラットフォーム上で提供されるレバレッジなし商品に基準
資産を追加したり削除したりする場合があります。

2.4.

当社は、独自の裁量により、当社の取引プラットフォームで提供されるレバレッジなし商品の取引条
件を随時修正する権利を有します。

3.1.

レバレッジなし商品についてお客様が行ったすべての注文は、当社自身が、当社の口座に対して実行
するものとします。これは、当社が各取引のカウンターパーティとなることを意味し、お客様は原資
産に対するいかなる権利も有しないことを意味します。

3.2.

これにより、すべてのレバレッジなし商品は現金で清算されることが明確になり、それに同意されま
す。

3.3.

お客様は、各トランザクションが、レバレッジなし商品の指定された数の単位（完全または分割）に
対して行われることを認め、同意するものとします。取引プラットフォームでは、指定された最小
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3. レバレッジなし商品の取引

ユニット数や最大ユニット数の範囲内で、取引プラットフォームに設定された単価でのみ注文を行う
ことができます。当社は、独自の裁量により、本補遺や顧客契約や取引条件の関連条件に従い、基準
資産の提供を停止し、すべてのポジションを、取引プラットフォームに設定された単価に従った関連
する単位の終値で決済する権利を有するものとします。
3.4.

お客様は、特定のレバレッジなし商品の当社の取引条件に従って、いつでもそのようなレバレッジな
し商品のポジションをメイクまたは決済する注文を行うことができます。レバレッジなし商品に適用
される取引条件を常に把握しておくことは、お客様の責任です。

3.5.

レバレッジなし商品のロングポジションには、オーバーナイト金利や保有コストは発生しません。シ
ョートポジションには、すべて随時有効になる可能性があり、ウェブサイトや取引プラットフォーム
で公開されるレバレッジなし商品取引条件に従って、オーバーナイト金利や保有コストが発生する可
能性があります。

3.6.

取引口座で利用可能なトレーディングチケットは、レバレッジなし商品の注文（成行や指値注文）の
ための証拠金として、またはレバレッジなし商品の既存のポジションをサポートするために使用する
ことはできません。レバレッジなし商品でのポジションをサポートするために、トレーディングチケ
ットに関係なく、口座に十分な証拠金があることを確認する必要があります。

4.1.

当社は、事前の通知なしにいつでも、この補遺やレバレッジなし商品の条件や機能を、改正、改訂、
変更、修正する権利を有します。すべての変更は直ちに有効になり、そのような補遺の更新されたバ
ージョンは当社のウェブサイトで公開されるものとします。お客様は、補遺の現在のバージョンおよ
び該当する取引条件を確認するために、ウェブサイトや当社のモバイルアプリを定期的に確認する責
任があります。

4.2.

当社は、単独かつ絶対的な裁量により当社が適切とみなす場合、いつでも、レバレッジなし商品取引
サービスを、顧客や顧客グループ、国/地域/管轄区域において、提供したり除外したりする権利を有
します。

4.3.

本契約に基づいて具体的に修正されていない顧客契約のすべての条件は、完全に効力を持ち続け、必
要な変更を加えて適用されるものとします。

4.4.

本契約に記載されている場合を除き、顧客契約は変更されないものとし、完全な効力を維持します。
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4. その他

The Japanese translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version
below shall prevail.

ADDENDUM TO TERMS AND CONDITIONS FOR NON-LEVERAGED PRODUCTS
This Addendum to Terms and Conditions for Non-leveraged Products Trading (the “Addendum”) is an addendum to the
Client Agreement and any other applicable terms published on our Website pursuant to which the Company offers its
Non-leveraged Products Trading Services (as defined below). The terms form an integral part of the Client Agreement. In
the event of a conflict between this Addendum and the Client Agreement, this Addendum shall prevail. Capitalized terms
used but not defined herein have the meanings assigned to them in the Client Agreement.
The purpose of this Addendum is to define the supplemental terms and conditions applicable to trading Non-leveraged
Products which the Company may at its sole discretion offer for trading on the Trading Platform from time to time (the
“Non-leveraged Products Trading Services”).
By using the Non-leveraged Products Trading Services, you agree to be bound by the terms of this Addendum, which form
a legally binding contract between you and the Company. You hereby waive any rights or requirements under any laws or
regulations in any jurisdiction which require an original (non-electronic) signature or delivery or retention of non-electronic
records, to the extent permitted under applicable law.
5. Introduction
5.1.

This Addendum cancels, replaces and supersedes the Addendum to Terms and Conditions for Stock Derivatives
Trading (“Stock Derivative Terms”). Any and all Positions in stock derivatives which are open as of the effective
date of this Addendum shall remain subject to the Stock Derivative Terms until closed.

6. Non-Leveraged Products Trading Services
6.1.

The Non-leveraged Products Trading Services will allow clients to trade complete or fractional units of Nonleveraged Products (“Units”). These product may be based on any Underlying Asset offered by the Company,
subject to the Company’s sole discretion, as the Company may offer of the Trading Platform from time to time.

6.2.

No leverage is offered by the Company in connection with trading Non-leveraged Products.

6.3.

The Company may, from time to time and at its sole discretion, add or remove any Underlying Asset/s from its
offered Non-leveraged Products on the Trading Platform.

6.4.

The Company reserves the right to amend from time to time, at its sole discretion, the trading conditions of the
Non-leveraged Products offered on its Trading Platform.

7.1.

All Orders placed by you for Non-leveraged Products shall be executed by the Company itself and against the
Company’s account. This means that the Company shall be the counterparty to each Transaction, and you will
not be entitled to any rights in and/or to the Underlying Asset/s.

7.2.

It is hereby clarified and agreed that all Non-leveraged Products will be settled in cash.

7.3.

You acknowledge and agree that each Transaction is made for a specified number of Units, complete or fractional,
of the Non-leveraged Products. You may only place an Order on the Trading Platform for any number of Units
that ranges between the specified minimum and/or maximum number of Units, and at the Unit price set out on
the Trading Platform. The Company shall have the right, at its sole discretion, subject to this Addendum and/or
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the relevant terms of the Client Agreement and/or the Trading Conditions, to cease the offering of any
Underlying Assets and close any and all Positions at the closing price of the relevant Unit as per the Unit price
set out on the Trading Platform.
7.4.

You may place an Order to open or close a Position for particular Non-leveraged Products at any time in
accordance with the Company’s Trading Conditions for such Non-leveraged Products. It is your responsibility to
ensure at all times that you are aware of yje Trading Conditions applicable to the Non-Leveraged Products.

7.5.

Long Positions of Non-leveraged Products do not incur any overnight financing and/or holding costs. Short
Positions may incur overnight financing and/or holding costs, all in accordance with the Non-leveraged Products
Trading Conditions which may be in effect from time to time and published on the Website and/or Trading
Platform.

7.6.

Available Trading Bonus in your Trading Account cannot be used as Margin for Orders (Markert and/or Limit
Orders) for Non-leveraged Products or to support existing Positions in Non-Leveraged Products. You must ensure
that you have sufficient Margin in your account, without regard to any Trading Bonus, in order to support your
positions in Non-Leveraged Products.

8.1.

The Company reserve the right to amend, revise, modify, and/or change this Addendum and/or any terms and/or
features of Non-leveraged Products at any time without prior notice. All changes shall take effect immediately
and such updated version of the Addendum shall be published in our Website. You are responsible for checking
the Website and/or our mobile app periodically in order to review the current version of the Addendum and
applicable Trading Conditions.

8.2.

The Company at its sole and absolute discretion and at all times reserves the right to offer and/or to exclude the
Non-leveraged Products Trading Services to/from any Client and/or group of clients and/or
country/region/jurisdiction as the Company deems appropriate.

8.3.

All terms and conditions of the Client Agreement not specifically amended hereunder shall continue in full force
and effect and shall apply, mutatis mutandis.

8.4.

Except as set forth herein, the Client Agreement shall not be modified and remains of full force and effect.
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8. Miscellaneous

