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この文書の日本語翻訳はお客様の利便性のためにのみ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。 

 

株式デリバティブ取引取引規約補遺 

本株式デリバティブ取引利用規約補遺は、顧客契約および当社ウェブサイトで掲載されている当社の提供する

株式デリバティブ取引サービス（下記で定義）で適用されるその他の条件の補遺です。これらの追加株式デリ

バティブ取引条件は、顧客契約の対象となり、その不可欠な部分を形成します。本補遺と顧客契約との間に矛

盾がある場合は、本補遺が優先するものとします。ここで使用されていて定義されていない用語は、顧客契約

でそれらに与えられている意味を持ちます。 

これらの株式デリバティブ取引取引条件の目的は、当社の独自の裁量により随時当社の取引プラットフォーム

で取引を行うために提供されることがある、株式デリバティブ取引サービスに適用される補足条件を定義する

ことです（これらの補足条件の完全な実行のために、株式デリバティブは当社の他の商品に使用される類似の

原資産に基づくことをここで明確にします）。  

株式デリバティブ取引サービスを利用することにより、お客様は、お客様と当社との間に法的拘束力のある契

約を形成するこれらの株式デリバティブ取引取引条件を受け入れ、これに同意することとなります。お客様は、

準拠法で許可されている範囲内で、オリジナルの（非電子）署名または非電子記録の配信または保持を必要と

する、あらゆる管轄区域のあらゆる法律または規制に基づく権利または要求を放棄します。 

1. イントロダクション 

1.1. 株式デリバティブ取引サービスは、これらの株式デリバティブ取引取引条件、および株式デリバティ

ブ取引取引条件に矛盾しない範囲で顧客契約に規定された条件に従うものとし、取引プラットフォー

ムの一般的な取引条件に記載されているそのような株式デリバティブの最低投資要件を満たすお客様

に提供されます。 

2. 株式デリバティブ取引サービス 

2.1. 株式デリバティブ取引サービスは、お客様が完全な単位の株式を取引することを可能にし、いかなる

株式であれ部分的に株式デリバティブ取引サービスを使用して取引することはできません。株式デリ

バティブ取引では、当社はレバレッジを提供しません。 

2.2. 当社は、単独の判断で、随時、取引プラットフォーム上で株式デリバティブ取引に使用される原資産

を追加または削除することができます。 

2.3. 当社は、取引プラットフォームやウェブサイトに掲載されている株式デリバティブの特性や特徴を単

独の裁量で随時改正する権利を有します。 

2.4. 当社は、特定の注文のメリットについてお客様に助言したり、株式デリバティブに関するものを含む

あらゆる形式の投資助言をしたりすることはありません。お客様は、株式デリバティブ取引サービス

は株式デリバティブやその他の金融商品への投資アドバイスを含まないことを承認し、表明します。

お客様は、自身の裁量で、自身の取引口座の管理方法と注文の発注方法を決定し、自分自身の判断
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に基づいてすべての関連する決定を行い、その過程で これら株式デリバティブ取引条件に基づいて行

われるあらゆる取引に関して独立したアドバイスを求めることができます。 

3. 株式デリバティブ取引 

3.1. 株式デリバティブでお客様が発注するすべての注文は当社自身によって執行されるます。つまり、当

社が各取引のカウンターパーティーとなり、お客様は原資産についての権利を一切持ちません。すべ

ての株式デリバティブは現金で決済されることが、ここで明確にされ、同意されます。 

3.2. お客様は、各取引が指定された数の株式デリバティブ単位に対して行われることを承認し、これに同

意します。お客様は指定された最小および最大の単位数の範囲で、取引プラットフォームに設定され

た適用可能な単価に従って、任意の数の単位についてのみ注文を取引プラットフォームに発注するこ

とができます。当社は、独自の裁量により、本補遺や顧客契約および取引条件の関連条件に従って、

関連ユニットの取引プラットフォームに設定された単価の終値を使用してすべてのポジションを決済

する権利を有するものとします。 

3.3. お客様は、株式デリバティブに関する取引プラットフォーム上でのお客様の取引に関して当社が随時

通知する制限（取引サイズやお客様の注文に適用されるその他の条件を含むがこれに限定されない）

を遵守するものとします。 

3.4. お客様は、特定の株式デリバティブのポジションをメイクや決済するための注文を、そのような株式

デリバティブに関する当社の取引条件に従って、いつでも行うことができます。特定の取引条件によ

ってどの株式デリバティブが影響を受ける可能性があるのかを常時認識することはお客様の責任です。 

3.5. ショートの禁止 – いかなる株式デリバティブ単位も、お客様が取引口座にそのような株式デリバティ

ブ単位を所有していない限り、売ることはできません。 

3.6. 株式デリバティブ取引では、オーバーナイト金利や保有コストはありません。 

3.7. 取引口座で利用可能なトレーディングチケットを株式デリバティブのポジションを建てるための注文

に使用することはできません。 

3.8. お客様の未決済の株式デリバティブポジションのオープンプロフィットが取引口座でほかの証拠金を

使ったポジションの必要証拠金をサポートするために使用されることがあり、このような取引口座が

ゼロに達した場合（有効保有額+適用される場合はトレーディングチケット = 0）、すべての未決済株

式デリバティブポジションは上記のセクション 3.2 に従って、当社で最後に利用可能な価格で決済さ

れることを明確にし、これに同意されます。 

4. 雑則 

4.1. 当社は、予告なしに、いつでも本補遺や株式デリバティブの条件や特徴を改正、改定、修正、変更す

る権利を有します。すべての変更は直ちに有効になり、そのような最新版の補遺は当社のウェブサイ

トに掲載されるものとします。最新版の補遺を確認するために、当社の Web サイト/アプリケーショ

ンでこのページを定期的に閲覧するのはお客様の責任です。 
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4.2. 当社の単独の裁量により、あらゆる形式の違法、不正、悪用の取引方法または行為の示唆や疑い、な

らびに詐欺、マニピュレーション、株式デリバティブ取引サービスに関する当社の規約、方針、取引

条件への違反の示唆や疑いがあった場合は、すべての利益を含むすべての事前の取引を無効にするこ

とがあります。そのような状況下では、当社は単独の裁量により、顧客との契約や適用法の下での権

利を損なうことなく、すべての取引およびポジション、利益、オープンプロフィットを無効にして取

り消し、すべての関連アカウントをブロックする権利を有します。 

4.3. 当社は常に、単独の絶対的な裁量により、当社が適切と判断した場合、顧客や顧客グループ、国/地域

/管轄区域に対して、株式デリバティブ取引サービスを提供または除外する権利を有します。 

4.4. 本契約の下で特に修正されていない顧客契約のすべての取引条件は、効力をもって、準用します。 

4.5. 本契約に規定されている場合を除き、顧客契約は修正されず、効力を維持します。 
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ADDENDUM TO TERMS AND CONDITIONS FOR STOCK DERIVATIVES TRADING 

This Addendum (“Addendum”) to Terms and Conditions for Stock Derivatives Trading (the “Stock Derivatives Trading 

Terms”) is an addendum to the Client Agreement and any other applicable terms published on our website upon which 

Company offers its Stock Derivatives Trading Services (as defined below). These supplemental Stock Derivatives Trading 

Terms are subject to the Client Agreement and form an integral part thereof. 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 these Stock Derivatives Trading Terms is to define the supplemental terms and conditions applicable for 

trading Stock Derivatives (to fully effectuate these supplemental terms, it is hereby clarified that Stock Derivatives are 

based on similar Underlying Assets used for other products of the Company) which we may at our sole discretion offer for 

trading on our Trading Platform from time to time (the “Stock Derivatives Trading Services”).  

By using the Stock Derivatives Trading Services, you accept and signify your agreement to be bound by these Stock 

Derivatives Trading Terms, 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 mandatory law. 

1. Introduction 

1.1. The Stock Derivatives Trading Services are subject to the terms and conditions set out in these Stock Derivatives 

Trading Terms, and the Client Agreement to the extent the Stock Derivatives Trading Terms do not conflict with 

the Client Agreement, and are offered to Clients who are able to meet the minimum investment requirements 

for any such Stock Derivatives to be set out in the general trading conditions on the Trading Platform. 

2. Stock Derivatives Trading Services 

2.1. The Stock Derivatives Trading Services will allow clients to trade complete units of stocks, and no fraction of any 

share will be traded using the Stock Derivatives Trading Services. No leverage is offered by Company in connection 

with trading Stock Derivatives. 

2.2. The Company may, from time to time and at its sole discretion, add or remove any Underlying Asset/s used to 

trade Stock Derivatives on the Trading Platform. 

2.3. The Company reserves the right to amend from time to time and at its sole discretion any characteristic and 

feature of the Stock Derivatives advertised on its Trading Platform and/or Website. 

2.4. The Company will not advise the Client as to the merits of a particular Order or give him/her any form of 

investment advice including in respect of Stock Derivatives, and the Client acknowledges and represents that the 

Stock Derivatives Trading Services do not include the provision of investment advice in Stock Derivatives or any 

other Financial Instruments. The Client will decide in his/her sole discretion how to handle his/her Trading 

Account and place Orders, and will take all relevant decisions based on his/her own judgment, and in the course 

of such may seek independent advice in relation to any Transaction entered into under these Stock Derivatives 

Trading Terms. 
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3. Stock Derivatives Trading 

3.1. All Orders placed by you for Stock Derivatives shall be executed by the Company itself which means the Company 

shall be the counterparty in each Transaction, and you will not receive any rights in and/or to the Underlying 

Asset/s. It is hereby clarified and agreed that all Stock Derivatives will be settled in cash. 

3.2. You acknowledge and agree that each Transaction is made for a specified number of Stock Derivatives units 

(“Units”). 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 in accordance with the applicable Unit price set out 

on the Trading Platform. The Company shall have the right, in its sole discretion, subject to this Addendum and/or 

the relevant terms of the Client Agreement and/or the Trading Conditions, to close any and all Positions using the 

closing price of the relevant Unit as per the Unit price set out on the Trading Platform. 

3.3. You shall comply with any restrictions that we notify to you from time to time with respect to your activities on 

the Trading Platform in regard to the Stock Derivatives, including without limitation, the size of Transactions or 

other conditions that may apply to your Order/s. 

3.4. You may place an Order to open or close a Position for particular Stock Derivative/s, at any time in accordance to 

the Company’s Trading Conditions for such Stock Derivatives. It is your responsibility to ensure at all times that 

you are aware of which Stock Derivatives may be affected by particular Trading Conditions. 

3.5. Prohibition on going Short - you will not be able to sell any Stock Derivatives Units unless you already own such 

Stock Derivatives Units in your Trading Account. 

3.6. Stock Derivatives Transactions do not incur any overnight financing or holding costs. 

3.7. You may not use trading bonus available in your Trading Account to place an Order to open a Position for any 

Stock Derivatives. 

3.8. It is hereby clarified and agreed that Open Profits of any opened Stock Derivatives Position/s in a Client’s Trading 

Account may be used to support collateral/margin requirements of other opened margined Positions in the 

Client’s Trading Account, and if such Client’s Trading Account reaches zero (i.e. Equity + Trading Bonus - if 

applicable = 0) all open Stock Derivatives Position/s will be closed by the Company at the last available price 

according to Section 3.2 above. 

4. Miscellaneous 

4.1. The Company reserve the right to amend, revise, modify, and/or change this Addendum and/or any terms and/or 

features of Stock Derivatives 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 this page 

on our website/applications periodically in order to review the current version of the Addendum. 

4.2. At the Company’s sole discretion, any indication or suspicion of any form of illegal, unfair and/or abusive trading 

methods or conducts as well as any indication or suspicion of fraud, manipulation or a breach of the Company’s 

agreements, policies and Trading Conditions with respect to Stock Derivatives Trading Services may nullify all 

previous Transactions including all profits. Under such circumstances, the Company shall have the right, at its sole 

discretion and without derogating from any of its rights under its agreements with the Client and/or applicable 
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law, to nullify and cancel all Transactions and Positions carried and/or profits and/or Open Profits garnered 

therein and to block all relevant accounts. 

4.3. The Company at its sole and absolute discretion and at all times reserves the right to offer and/or to exclude the 

Stock Derivatives Trading Services to/from any Client and/or group of clients and/or country/region/jurisdiction 

as the Company deems appropriate. 

4.4. All terms and conditions of the Client Agreement not specifically amended hereunder shall continue in full force 

and effect and shall apply, mutatis mutandis. 

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

 

 


