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概要

条件のスナップショット
• LifeTime bonus は、ボーナス額が 3 ～ 5 段階に分かれているのが特徴です。
• LifeTime bonus は、お客様がすべてのティアの利用可能なボーナス額を完全に利用するまで獲得できます。
• 獲得したボーナスは、顧客のメンバーエリアにある LifeTime Deposit Bonus タブの「ボーナスの有効性」項目に記載され
ている日付に取引アカウントで失効します。

入金操作が正常に完了し、対応す
るボーナスクレジットが付与され
ると、メンバーエリア内のプログ
レスバーに反映されます。 

プログレスバー

>50% ティアは、追加ボーナスを受
け取るために 1 回の入金操作で利用す
べきティアのパーセンテージを示し
ます。

+25% は、ベーシック・ボーナスの
うち、取引アカウントへのクレジッ
トとして追加提供される割合を示し
ます。

エキストラ・ボーナス

ボーナスの有効請求期間です。
請求期間

お客様のアカウントタイプが対応し
ていることをご確認ください。対応
していない場合は、このボーナスを
請求する前にアカウントを作成して
ください。

図 A

対応アカウント
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入金操作の手順

「提出」をクリックして、入金操作の
完了に進みます。

入金操作が完了すると、お客様のアカ
ウントに残高、エクイティ、クレジッ
トが表示されます。

ステップ 4

入金額を現地通貨
で入力します

ステップ 22
入金したいアカウントを選択し、ボー
ナスパーセンテージを獲得します。

ステップ 11

4

金額が基準通貨に換算され、ボーナス
額も下に反映されます。

ステップ 33
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ボーナス額

ボーナス額の設定

ボーナスのオファー割合は、ボーナスクレジットが
利用されるティアによって異なります。

- 第 1 パラメータ : ( 例：>50%) - エキストラ・ボーナ
スを受け取るために 1 回の入金操作で利用すべきティ
アの割合を示します。

- 第 2 パラメータ ( 例：>25%) - これはベーシック・ボー
ナスのうち、取引アカウントへのクレジットとして
追加付与される割合を示します。

お客様は、このボーナスを複数の取引
アカウントで同時に利用することがで
きます。

お客様は、ご自身のタイミングで利用
するボーナス額を決定することができ
ます。

エキストラ・ボーナス - 1 回の入金操
作で一定の割合以上のボーナスを利用
した場合に提供される追加ボーナス。

エ キ ス ト ラ・ボ ー ナ ス の パ ラ メ ー 
タ は、MA の LifeTime Deposit 
Bonus の説明の下に表示されていま
す。

これは主なボーナスを示し、ボーナス・
ティアのパーセンテージに基づいて付
与されます。
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入金ボーナスとボーナスティアの理解

シナリオ 1

お客様がクリックして入金操作を行うと、
ボーナスが階層に応じてどのように計算さ
れるか詳細が表示されます。

この例では、入金額が大きいためエキスト
ラ・ボ ー ナ ス が 付 与 さ れ、テ ィ ア 1
（$0-500）の ボ ー ナ ス 利 用 率 は 最 小 の
50% となっています。

iii

iv

上記の例では以下のようになります。 

i. 顧客が入金操作をクリックすると、ボーナスが階層に応じてどのように計算されるか詳細が表示されます（ⅱ）。

ii. 入金された金額により、顧客は 125USD のベーシック・ボーナスを受け取ることができます。ただしエキストラ・
ボーナスはありませんので、0USD と表示されます。

入金額

ボーナス額は、現在のティアと入金額の
パ ー セ ン テ ー ジ に よ っ て 決 ま り ま す。
現在、ボーナス額はティア 1（$0-500）、
ボーナスパーセンテージは 50% です。

ボーナスティアii

金額が基準通貨に換算され、ボーナ
ス額も下に反映されます。

i
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入金ボーナスとボーナスティアの理解

ベーシック・ボーナスとエキストラ・ボーナスの額は、入金額に応じて変わります。2 枚目の画像にあるように、入金額が大きく第 1 レベル
の利用率が 50% 以上であったため、エキストラ・ボーナスがあります。

シナリオ 2

シナリオ 3
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入金ボーナスと利用の経過

入金後の処理

入金ボーナスと利用の経過

i 入金が処理されている間、および入金操
作が承認または拒否されるまで、「ボー
ナスを獲得」ボタンは「処理中」ラベル
に変わります。

プログレスバーは、階層に応じたラ
イフタイム入金ボーナスクレジット
の利用状況を表しています。

入金操作が完了しクレジットが付与
されると、プログレスバーに反映さ
れます。

ii
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メインダッシュボード

獲得したクレジット額はメンバーエリアに反映されます。ボーナスは、複数の取引アカウントで同時に利用できますが、
1 つの取引アカウントにまとめることはできません（新しいボーナスが以前のボーナスに置き換わります）。

メインダッシュボード（メンバーエリア）

a b

a. エクイティ
これは、お客様のアカウントで取引に利用できる金額です。この金額にはボーナスが含まれ、
利益または損失も含まれます。

b. クレジット
入金操作の割合に応じて付与される利用可能なクレジット額です。
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+

累積ボーナスクレジットの計算

複数の入金操作で累積ボーナスの請求が可能になります

累積ボーナス

入金総額は、$250 + $2500 = $2,750 です。
反映されるボーナスクレジット総額は、$125 + $1093.75 = $1,218.75 です。



完全利用ボーナス
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ライフタイム・ボーナスが完全に利用されると、以下のように表示されます。
完全に利用された LIFETIME BONUS
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LifeTime Deposit Bonus の最大サイズは、入金ボーナスティアの合計額に依存します。

ボーナス金額は複数の取引アカウントに分割することができますが、同じ取引アカウントでボーナス金額を複数回使用
することはできません。取引アカウントに付与される基本ボーナスの額は、入金額に現在有効なボーナスティアのパー
センテージを掛けたものとして計算されます。

例えば 3 つのボーナスティアがある場合、各ティアのパーセンテージは以下の通りになります。

1) お客様が $2,000入金した場合 - 
最初の $100（ティア 1）のボーナス額 - 割合は 50% となり、入金額のうち $200($100/50%) が利用されます。

2) 入金額のうち $1,800が未割り当てとなり、その後のティアが利用されます。
次の $200（ティア 2）のボーナス額 - 割合は 30% となり、入金額のうち $666.67 ($200/30%) が利用されます。

3) 入金額の $1,133.33がまだ未割り当てです。
次の $100（ティア 3）のボーナス額 - 割合は 10% となり、入金額のうち $1,000 ($100/10%) が利用されます。 

4) 残りの $133.33 は、ボーナスがすでに全額利用されているため、ボーナスは発生しません。
$2,000 の入金に対して提供されたボーナスの合計額は、$100 + $200 + $100 = $400となります。

入金ボーナスとボーナスティアの計算方法

$99.99

$400

$299.99

$0

$300

$100

50%

10%

30%

ボーナスティアの範囲（最小 - 最大） ボーナスの割合
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エキストラ・ボーナスのパラメータ

エキストラ・ボーナスのパラメータは、MA の LifeTime Deposit Bonus の説明の下に表示されています。

最初のパラメータ（例 : >50%ティア）[ 図 A 参照 ] は、追加ボーナスを受け取るために 1 回の入金操作で利用すべきティ
アのパーセンテージを示しています。

第 2 パラメータ（例えば＋25%）[ 図 A 参照 ] は、取引アカウントへのクレジットとして追加付与されるベーシック・ボー
ナスの割合を示します。エキストラ・ボーナスは、現在のまたは次のボーナス・ティアで利用可能なボーナス・クレジッ
トから差し引かれます。

例えば、3 つのボーナス・ティアがあり、各ティアの割合が以下の通りの場合、エキストラ・ボーナスのパラメータは：
「>50%ティア /+25%」 - ボーナス・ティアの 50% 以上が利用されると、ベーシック・ボーナスの半分が追加で付与され
ると解釈することができます：

1) お客様が $500 入金した場合 -
最初の $100（ティア 1）のボーナス額のパーセンテージは 50% となり、入金額の $200 が利用されます。
ティアの 50% 以上が利用されました（実際には第 1 ティアの 100%）。エキストラ・ボーナスは $50 となります。

2) 入金した $300 は未割り当てのままで、次のティアが利用されます。
また、$200 のボーナスのうち $50 が利用されるため、ティア 2 の残りのボーナスは $150となります。
パーセンテージは 30% となり、入金額の $500 まで利用できますが、分配額は $300 となります。
$300 に対するボーナス率 30% は $90 で、そのティアの 50% 以下です。
つまり、ティア 2 からはエキストラ・ボーナスがないということになります。

$500 の入金に対して、有効なエキストラ・ボーナスを考慮した場合、付与されるボーナスの合計額は、
$100 +$50 + $90 = $240となります。

$99.99

$400

$299.99

$0

$300

$100

50%

10%

30%

ボーナスティアの範囲（最小 - 最大） ボーナスの割合
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顧客が出金した場合、またはアカウントがストップアウトした場合、ボーナスは差し引かれます。

- 顧客は出金または内部振替を行うことができ、それにより付与されたボーナス額は比例的に減少します。
- 入金ボーナスが適用された後に出金または内部振替操作を行うと、クレジットが 0 になるまで影響を受けます。
- 新規の入金以外に、以前入金した資金も含まれます。

ボーナス額が減少する割合は、以下のように計算されます。

  ( 現在の引き出しまたは内部送金 ) / ( 初回入金額 )

例 1：つまり、お客様が $1,000 入金し、ボーナスとして $280 を受け取り、その後残高が $800 になったときに $400
の出金を要求した場合、お客様の残高は 40%（400/1,000）減少し、ボーナスの絶対額は $112（$280*40%）減少する
ということになります。引き出し（または内部振替）操作により、クライアントが最初の入金を完全に引き出すまで、
前述の割合でボーナスは減少します。

下の表は、アカウント上の取引と入金・出金操作によりボーナスがどのように変化するかを表しています。各日付は
1 種類の操作を表しています。

$500

-$100

-$500

-$150

-$400

-10%

-50%

-40%

$1,000 $1,000

$1,200

$1,200

$700

$1,300

$1,200

$1,050

$700

$800

$1,200

-$28

-$140

-$112

$280

$168

$168

$28

$28

$0

$0

$168

$168

$280

$1,280

$1,368

$1,368

$728

$1,328

$1,200

$1,050

$868

$968

$1,480

入金資金日付

15.04

16.04

17.04

18.04

19.04

20.04

21.04

22.04

23.04

24.04

取引内容 アカウント
残高

ボーナス
（クレジット） 引き出し / 入金

入金額に対
する出金の

パーセンテージ
ボーナス額の

変更
ボーナス付き

エクイティ

+$200

-$100

+$600

ボーナスの差し引きについて

  * それ以降のすべての出金（内部振替）は、クレジットが付与されたときの入金にリンクしています。
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リベート計算

リベートは、実際の入金による取引ロットに基づいて計算されます。

ライフタイム入金ボーナスが付与されたアカウントでの取引活動から発生した取引額は、リベート計算時のアカウント
残高に対するアカウントクレジットサイズの割合に比例して減少します。

リベート計算のための取引額は、次の式で計算されます。 

  取引額 * (1-( クレジット /( 残高 + クレジット ))。

マイナス残高保護後に残高がゼロになった場合 - 前回のリベートサイクルで決済された取引に対するリベートを処理す
るために、リベートは全額（取引額 *1）が一度だけ提供されます。

例：お客様の残高が 1 ロット取引され、リベート計算時（2 時間ごと）にお客様のクレジットが $280、アカウントの残
高が $1,000 だったとすると、リベート計算に使用される取引額は 0.78 ロット（1 * (1- (280/(1,000+280))) となりま
す。リベート計算には毎回、アカウントの最新の残高とクレジットの値が使用されます。

リベート計算の様々なシナリオについては、次の表を参照してください。残高、クレジット、フローティングのサイズが、
リベート計算の時点で使用されます。 

$0

-$250

-$40

$0

$0

$0

$90

-$90

$0

$280

$280

$280

$280

$280

$0

$280

$280

$280

$1,280

$1,030

$1,240

$3,280

$10,280

$0

$1,370

$1,190

$330

1

1

1

1

1

1

( アカウントにマイナス
残高保護が適用 )

1

1

1

0.78

0.78

0.78

0.91

0.97

0.78

0.78

0.09

1

( 最後のリベートサイクル取
引の処理に一度だけ適用 )

残高 クレジット 流動 エクイティ

$1,000

$50

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$3,000

$10,000

$0

取引額
（そのリベートサイクルに完了したもの） リベート計算用の額
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1. LifeTime Deposit Bonus とは、顧客が取引アカウントに入金した際に、顧客の取引ア

カウント（アカウントタイプはボーナスキャンペーンのオファーに記載）に付与される

特別なクレジットです。これは、対応するアカウントのすべての仕様と特性（スプレッド、

レバレッジ、ストップアウト / マージンコールレベル、必要証拠金、手数料など）が適用

されることを意味します。

2. LifeTime Deposit Bonus は、プロモーション・キャンペーンとは無関係の特別なボー

ナスです。お客様がすべてのティアのボーナス額を完全に使い切るまで利用できます。

3. LifeTime Deposit Bonus は、ボーナス額が � ～ � 段階に分かれているのが特徴です。

� つのティアのボーナス額（クレジット）を使用すると、次の利用可能なティアが使用さ

れます。

4. ボーナスの割合は、ボーナスクレジットが利用されるティアによって異なります。算出

されたボーナス額が、最初およびそれ以降のティアのサイズを上回る場合、入金額は自動

的に分割され、各ティアを 1 つずつ利用することになります。ボーナスの割合は、MA プ

ログレスバーに表示されているように、それぞれのティアに応じて適用されます。

5. LifeTime Deposit Bonus のプログレスバーは、上段にボーナスティアの範囲、下段に

ボーナスのパーセンテージを表しています。プログレスバーは、LifeTime Deposit 

Bonus の利用状況に応じて色分けされています。プログレスバーには、お客様が現在ど

のティアにいるか（青からグレイドット）が表示されます。

6. LifeTime Deposit Bonus の最大サイズは、入金ボーナスティアの合計額に依存します。

ボーナス金額は複数の取引アカウントに分割することができますが、同じ取引アカウントで

ボーナス金額を複数回使用することはできません。取引アカウントに付与される基本ボーナ

スの額は、入金額に現在有効なボーナスティアのパーセンテージを掛けたものとして計算さ

れます。

1) 顧客が $2000 入金した場合。最初の $100（ティア 1）のボーナス額の割合は

50% となり、入金額のうち $200 ($100/50%) が利用されます ;

2) 入金した $1,800は未割り当てのままで、次のティアが利用されます。

 次の $200（ティア 2）のボーナス額の割合は 30% となり、入金額の $666.67

（$200/30%）が利用されます。

3) 入金額の 1,133.33$がまだ未割り当てです。次の $100（ティア 3）のボーナス額は、

割合が 10%となり、入金額の $1,000（$100/10%）を占めることになります。

4) 残りの 133.33 は、ボーナスがすでに全額利用されているため、ボーナスは発生

しません。

7. MA に表示されるエキストラ・ボーナスの設定によっては、ベーシック・ボーナスと共

にエキストラ・ボーナスが付与される場合があります。ベーシック・ボーナス - 主なボー

ナスであり、ボーナス・ティアのパーセンテージに基づいて付与されます。エキストラ・

ボーナス - 1 回の入金操作で一定の割合以上のボーナスを利用した場合に提供される追加

ボーナス。 

8. エキストラ・ボーナスのパラメータは、MA の LifeTime Deposit Bonus の説明の下に

表示されています。最初のパラメータ（例 : >50% ティア）は、追加ボーナスを受け取る

ために 1 回の入金操作で利用すべきティアのパーセンテージを示します。2 番目のパラメー

タ（例：+50%）は、ベーシック・ボーナスのうち、取引アカウントへのクレジットとし

て追加提供される割合を示します。エキストラ・ボーナスは、現在のまたは次のボーナス・

ティアで利用可能なボーナス・クレジットから差し引かれます。例えば、3 つのボーナス・

ティアがあり、各ティアの割合が以下の通りの場合、エキストラ・ボーナスのパラメー

タは：「>50% ティア /+50%」 - ボーナス・ティアの 50% 以上が利用されると、ベーシック・

ボーナスの半分が追加で付与されると解釈することができます：

1) 顧客が $500 入金した場合。最初の $100（ティア 1）のボーナス額のパーセンテー

ジは 50% となり、入金額の $200 が利用されます。ティアの 50% 以上が利用さ

れます（実際、第 1 ティアの 100%）。エキストラ・ボーナスは $50 となります。

2) 入金した $300 は未割り当てのままで、次のティアが利用されます。

 また、$200 のボーナスのうち $50 が利用されるため、ティア 2 の残りのボー

ナスは $150 となります。パーセンテージは 30% となり、入金額の $500 まで

利用できますが、分配額は $300 となります。$300 に対するボーナス率 30%

は $90 で、そのティアの 50% 以下です。つまり、ティア 2 からはエキストラ・ボー

ナスがないということになります。

$500 の入金に対して、有効なエキストラ・ボーナスを考慮した場合、付与されるボーナ

スの合計額は $100 +$50 + $90 = $240 となります。

9. LifeTime Deposit Bonus アカウントのレバレッジは、アカウントのエクイティの大き

さに応じて変更されます。エクイティは、残高とクレジット（提供されたボーナス）の合

計として計算されます。レバレッジが変更されるエクイティレベルは、ウェブサイトの取

引条件（ https://www.aximtrade.com/trading-conditions）ページで確認できます。

特定のキャンペーンでは固定のレバレッジが適用されることがあり、キャンペーンオ

ファーに記載されます。顧客は、アカウントからボーナスが取り消されるまでレバレッジ

が固定されるボーナスキャンペーンに参加する際、参加を確認する必要があります。

10. LifeTime Deposit Bonus は、ボーナスが完全に利用されるまで、顧客のアカウント

に何度も付与されます。つまり、1 つのライフタイム入金ボーナスキャンペーンで、異な

るまたは同じアカウントで複数の入金ボーナスを要求し、受け取ることができることに

なります。 

11. LifeTime Deposit Bonus キャンペーンで提供されるボーナスには期限があり、顧客 

のメンバーエリアにある LifeTime Deposit Bonus タブの「ボーナスの有効期限」に記

載されている日付で終了します。終了時間に達すると、ボーナスは翌日のサーバー時間

01:30 にキャンセルされます。顧客は、クレジット控除後のストップアウトを避けるため

に、オープンポジションの維持に必要なマージンを管理する必要があります。ただしボー

ナスが残っている場合には、次回の入金操作時に次のボーナス分を利用することができ

ます。

12. LifeTime Deposit Bonus は、クレジット操作の形でアカウントに付与され、クレジッ

ト額としてアカウントに留まります。このボーナスは、アカウントのマージンサポート

にのみ使用することができます。LifeTime Deposit Bonus は、一部または全部を引き出

すことはできません。取引アカウントの残高が $0.01 以下になった場合、ボーナスは取

り消されます。アカウントのマイナスフローティング（オープントレードの結果）は、

完全にクレジットサポートを使用しており、マージンとして利用できるエクイティは残

高＋クレジット＋フローティングとして計算されます。 

13. ボーナスは、入金操作に伴い自動的に取引アカウントに付与されます。ボーナスは入

金操作がなければ付与されません。つまり、アカウント間の振替（内部振替）、アカウン

トへの払い戻し、その他の操作はボーナス配分の対象とはなりません。ボーナスは、メ

ンバーエリアの入金ページに掲載されている入金方法で入金操作を行った場合にのみ提

供されます。

ライフタイム入金ボーナスの一般条件
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14. 顧客は、同じアカウントにさらに入金することで、ライフタイムボーナスの資格を得

ることができます。この場合、既に付与されているライフタイム・ボーナスに加えて、

追加でボーナスが付与されます。以前に付与されたボーナスが新しいものに変わること

はありません。

15. LifeTime Deposit Bonus は、同一顧客のどの取引アカウントにも付与することがで

きますが、顧客が既に別のキャンペーンによるボーナスをアカウントに保有している場

合は、以前に提供したボーナスは取り消されます。ただし、お客様は 1 つのアカウントで

複数の LifeTime Deposit Bonus を蓄積することができます。つまり、お客様は 1 回の入

金操作でボーナスを受け取り、その後 LifeTime Deposit Bonus キャンペーンで入金操

作を行うと、取引アカウントのクレジットが累積されていきます。

16. お客様は、取引アカウントから資金の引き出し（または内部振替）を行うことができ

ますが、そのような操作を行うと、クレジットが付与されたときにお客様が以前入金し

た資金または新規入金の一部を引き出し（振替）するかどうかにかかわらず、付与され

るボーナス額のサイズを比例的に減少させます。入金ボーナスが適用された後に出金（ま

たは内部振替）操作を行うと、クレジットが 0 になるまで影響を受けます。ボーナス額

が減少する割合は、（今回の出金または内部振替）/（初回入金額）で計算されます。そ

れ以降のすべての引き出し（内部振替）は、クレジットが付与されたときの入金にリン

クしています。お客様が複数回入金操作を行い、アカウントに複数のボーナスが蓄積さ

れていた場合、ボーナスは最初の操作から、すべての引き出しが完了するまで、1 つずつ

差し引かれます。

* つまり、お客様が $1,000入金し、ボーナスとして $280受け取った後、残高が $800になっ

た時点で $400 の出金を要求した場合、お客様の残高は 40%（400/1,000）減少し、ボー

ナスの絶対額は $112（$280*40%）減少することになります。引き出し（または内部振替）

操作により、クライアントが最初の入金を完全に引き出すまで、前述の割合でボーナス

は減少します。

17. LifeTime Deposit Bonus が付与されたアカウントでの取引活動から発生した取引額

は、リベート計算時のアカウント残高に対するアカウントクレジットサイズの割合に比

例して減少します。リベート計算のための取引額は、次の式で計算されます。取引量 * 

(1-(クレジット /( 残高 + クレジット )))。マイナス残高保護後に残高がゼロになった場合 

- リベートは最後のリベートサイクルでクローズされた取引に対するリベートを処理する

ために、1 回だけ全額（取引量 * 1）付与されます。 

18. AximTrade は、顧客が他の顧客の LifeTime Deposit Bonus アカウントにアクセスし

ていたり、同じデバイスや IP アドレスから他の取引アカウントにアクセスしていた場合、

および / または内部ヘッジ、レイテンシーアービトラージ、取引意図のない取引として

みなされるリベート生成、あるいは AximTrade により乱用取引としてみなされる他の取

引活動など、いかなる乱用取引を行っている場合、LifeTime Deposit Bonus を取り消し、

すべての取引またはその一部の取引結果をキャンセルする権利を保持します。 

19. 顧客は、取引パスワードを介して取引アカウントへのアクセスを他のユーザーに与える

ことはできません。この条件に違反した場合、AximTrade は LifeTime Deposit Bonus を

取り消し、すべての取引結果と発生したリベートをキャンセルする権利を保持します。

20. 複数の顧客が入金・出金操作のために同じ銀行口座を共有している、または取引結果

および / またはリベートの最終的な受益者が一人しかいないような他の形態の活動を行っ

ている場合、LifeTime Deposit Bonus の対象外となり、ボーナスは取り消され、取引結

果およびリベートは取り消されます。 

21. 顧客はスキャルピングとみなされるような取引を行うことはできません。AximTrade

はスキャルピングを、インターネットの遅延や技術的な問題などによる価格の遅れ、

または買い注文と売り注文が同時に、またはほぼ同時に入力された場合（1 つのオープン

注文につき最低 30 秒必要）を利用して利益を得る取引戦略と定義しています。スキャル

ピングは、当社の利用規約に対する重大な違反とみなされ、そのため AximTrade は、そ

の絶対的な裁量により、即時に取引を終了、交換、取り消し、またはアカウントを閉鎖

することができます。AximTrade の独自の判断により、裁定取引（無リスク利益を含む

が こ れ に 限 定 さ れ ま せ ん）、不 正 行 為（参 加 者 の 取 引 活 動 パ タ ー ン が、市 場 で の 取 引

および / または市場リスクを取ることに純粋な関心を持たずに、経済的な利益を得るこ

とだけを目的としていることを示すもの、またはある方向への取引が終了した後、30 秒

以内に同一の取引金融商品で大部分の取引が再開される取引行為を含むがこれに限定さ

れません）、アカウントの取引時間の 50% 以上を完全にヘッジしたままにすること、他

者と連携した内部ヘッジ、または取引意図を悪用したその他の形態のヘッジ、当社のマ

イナス残高保護の悪用、詐欺、操作、キャッシュバックアービトラージ、またはその他

の形態の欺瞞的または詐欺的な活動の兆候や疑いがある場合、行われた全ての取引や獲

得した利益や損失は無効となります。このような状況では、当社は顧客のすべての取引

アカウントを（一時的または永久的に）閉鎖・停止したり、すべての取引を取り消した

りする権利を有します。上記の観点から、同顧客が新たに取引アカウントを開設し、

AximTrade で取引することは固く禁じられていますのでご注意ください。 

22. AximTrade は、顧客がボーナス資金のみを利用して無リスク利益を得ている場合、

ボーナスを取り消し、すべての取引とリベートをキャンセルする権利を保持します。

これは AximTrade システムの技術的な問題から生じる可能性があります。

23. AximTrade は、ストップロスを設定することで、顧客のアカウントで発生する過剰

な損失を完全に防ぐことを保証しません。ストップロスは、リスクを軽減するためのも

のです。お客様は、常にオープンポジションを維持するために、お客様のアカウントに

十分なレベルのフリーマージンを維持する必要があります。 

24. LifeTime Deposit Bonus が適用されるアカウントは、AximTrade 取引アカウント

の基本的な取引条件の下にあります。これらの取引条件に違反した場合、入金の取り消

しまたは取引アカウントの完全な利用停止につながる可能性があります。ご利用条件は

以下のページでご覧いただけます： https://www.aximtrade.com/term-conditions
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