
ページ 1

この顧客同意書は、Thara Heights Owner's Corporation（以下「AximTrade」、

または「当社」）とお客様（以下「顧客」または「お客様」）の間で締結されます。

AximTrade、Thara Heights Owners' Corporationは、BVI Financial Services 

Commission (FSC 1566389) によって認可され、規制されています。Thara Heights 

Owner's Corporationは、英国領ヴァージン諸島で登録された国際ビジネス企業で、登

録番号は1566389です（2010年1月14日登録）。Thara Heights Owner's Corporationの

登録事務所は、Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin 

Island.F20です。AximTradeは、Thara Heights Owner's Corporationのブランドと商

標の下で活動することを正式に許可されています。

この顧客同意書は、AximTradeの取引条件とリスク開示説明（総称して「本契約」）、お

よび個人情報保護方針、注文執行方針、利益相反方針（総称して「本方針」）と合わせて、

顧客が外国為替のスポット外国為替（「スポットFX」）と外国為替、地金、商品、インデッ

クス、上場株式（総称して「金融商品」）の差金決済（「CFD」）の取引（総称して「取

引」）を行うために、また顧客がAximTradeのウェブサイト、取引プラットフォーム、ア

カウントサービス、管理サポートにアクセスするために、顧客の名前でAximTradeに開設

されたAximTradeのアカウント（総称して「本アカウント」）に適用される条件を説明し

ています。すべての取引は、本契約、当社の取引条件、および本方針の条件に従うものとし

ます。本契約および付属の法的文書の改訂については、第24条をご参照ください。

この顧客同意書は、当会社の法的文書の一部であり、オンラインアカウント開設手続きの

際、あるいはAximTradeが提供する「独自の」の取引システムを受け入れる際に、お客様

によって電子的に承認されるものとします。

当社のウェブサイトには、当社および当社でのお客様の活動についての詳細を記載した追加

の文書および情報が掲載されています。これには以下が含まれます。

1. リスク開示

2. 個人情報保護方針

3. AML対策 

4. パートナーシップ利用規約

お客様自身の利益と保護のために、アカウントの開設を申請し、当社と取引を行う前に、慎

重に本契約書ならびに当社ウェブサイトで入手可能な追加文書および情報を読まなければな

りません。理解できない点がある場合は、当社に連絡して詳しい情報を求めるか、独立した

専門家のアドバイスを受けてください。

当社のウェブサイト（www.aximtrade.com）で入手可能な本契約に同意することによ

り、お客様は上記で指定された取引条件および方針に同意、承諾した上で、お客様の取引

アカウントを開設することになります。

お客様は本取引を行う条件がお客様にとって明確であり、本アカウントで取引を行うた

めの本契約条件を理解し、受け入れるものとします。そのため、本アカウントを開設す

るためには、本契約をよくお読みになり、すべての条件に同意することをご確認くださ

い。ご理解いただけない点や、同意したくない点がございましたら、当社サポートチーム

（support@aximtrade.com）までご連絡ください。

お客様は本契約を受諾し、これに同意することにより、当社とお客様との間に成立する関係

の性質上、当社のウェブサイトやお客様が確認したEメールなどの電子的手段（以下、「承

認された媒体」）による情報の提供が許容されることに同意します。お客様がインターネッ

トに定期的にアクセスすることから、電子的通信手段による情報提供が適切なものとして扱

われます。その業務を遂行する目的でお客様がEメールアドレスを提供することが、この承

諾の十分な証拠であるとみなされます。

対象となるアカウント

お客様が米国の報告対象者であること、または本契約で意図されているサービスの提供が禁

止されていると当社が考えるその他の国の居住者であることが当社の知るところとなった場

合はいつでも、当社は（本契約のその他の規定に基づく当社の権利を損なうことなく）、本

アカウントのすべての活動を停止し、以下の措置を取る権利を有するものとします。

1) お客様が取引を開始していない場合、本アカウントの未決済残高は、資金の送金元

である口座に返金されます。クレジットカードによる返金は、口座に届くまでに最

大で10日かかることがあります。

2) この期間中にお客様がすでに取引を行っている場合、当社はお客様が保有している

未決済ポジションを決済日の実勢価格で決済し、その代金をアカウントに入金また

はアカウントから引き落とします。次に、本アカウントの未払い残高については：

a) アカウントにクレジットがあり、残高が最初に入金された金額と同じかそれ以

下の場合、その金額は資金の送金元である銀行口座またはクレジットカードに

返金されます。

b) 本アカウントにクレジットがあり、残高が最初に入金された金額を上回ってい

る場合、上記a)の通り、入金された金額が返金されます。残金の扱いについて

は、当社のコンプライアンス部門が解決します。

スワップフリー・アカウント

AximTradeでは、シャリア法の遵守のため、特定の地域でスワップフリー口座を提供して

います。スワップフリー口座を開設することにより、お客様は当該地域の出身者であること

を確認し、それに反する証拠があれば、顧客同意書の第15条に基づき、事実の虚偽として扱

われ、それに応じて処理されます。

当社は、いつでも即時に顧客の取引アカウントでのスワップフリー取引を無効にする権利、

および/または当該取引から得られた累積利益を取り消す権利、および/または免除されたス

ワップ手数料を遡って請求する権利を有するものとします。これは、AximTradeが顧客の

スワップフリー口座に関連した何らかの形の不正使用、詐欺、操作、キャッシュバックアー

ビトラージ、またはその他の形の詐欺行為を検出した場合に発生する可能性があります。

ステータスの開示

当社の顧客の誰が、銀行、投資ビジネス、その他の規制された金融サービス事業体の役員、

取締役、従業員であるか、あるいは何らかの形で関連しているか、あるいはそのような人物

の近親者であるかを当社が認識することは重要です。お客様がこのカテゴリーに該当する場

合は、アカウント開設時に当社に知らせることが重要です。お客様が当社に報告せず、後に

なってお客様がこのカテゴリーに該当していると当社が判断した場合、当社は当社の絶対的

な裁量により、第15.3条に従ってすべての取引および/またはアカウントを閉鎖する権利を有

するものとします。

当社は執行サービスのみを提供します。当社は取引に関するアドバイスや一任管理を提供し

ません。お客様はご自身のリスクですべての取引を行います。

お客様は、本顧客同意書に含まれる「リスク警告通知」に特にご注目ください。リスク警告

通知は、スポットFXおよびCFD取引の主なリスクを説明しています。スポットFXおよびCFD

取引のすべてのリスクを開示することはできませんし、この通知はそれを開示するものでは

ありません。

当社には、お客様にご自身が負っているリスクを理解していただく義務があります。当社

は、お客様が行う取引の適合性を評価または保証する義務を負いませんのでご注意くださ

い。AximTradeは、アカウント開設プロセス中またはその後のいずれかの時点で、お客様

に追加の情報を求めることができます。

お客様は、お客様が当社に提供するすべての情報と文書が、すべての重要な点において真実

であり、正確であり、完全であることを保証し、お客様が当社に文書のコピーを提供する場

合には、それが原本の真のコピーであることを保証します。この保証の違反は債務不履行事

由となり、AximTradeにすべての未決済取引を終了させ、第15.3条に従ってアカウントを閉

鎖し、あらゆる損失と費用を回収する権利を与えるものです。
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お客様は、お客様が自身のアカウントに入金したすべての資金に違法性がなく、特に違法な

活動や資金源から発生したものではないこと、また、お客様のアカウントに行われたすべて

の支払いがお客様によって承認されたものであることを保証します。お客様は、お客様のア

カウントで行われるすべての取引に対してマネーロンダリング防止の検証が行われること、

また、お客様が行った取引でAximTradeが疑わしいと判断した場合には、適切な管轄当局

に報告されることを承諾します。

お客様は、お客様のアカウントを銀行機能として使用してはならず、アカウントへのすべて

の入金は、取引を行うために資金を使用する目的でのみ行われるべきであることを保証しま

す。取引が行われないまま入出金が繰り返された場合、当社は発生した費用をお客様のアカ

ウントに転嫁する権利を有し、当社の絶対的な裁量によりアカウントを閉鎖することができ

ます。

お客様は、当社が提供する様々な取引アカウントの種類や、その各アカウントの特徴が本

ウェブサイトに掲載されており、当社の裁量で変更されることを承諾します。

AximTradeと顧客は以下のように合意します。

1. 規約の範囲と定義

1.1. 「本契約」とは、AximTradeの取引条件、本顧客同意書、本方針、およびその不可

欠な一部である付則を意味し、特定の取引やストップロス注文、当社の異なる取引

プラットフォームを含む特定の注文に適用される特別条項を設定する、リスク警告

通知、用語集、および表を含みますが、これらに限定されるものではありません。

1.2. 本契約は、第24.2条に従ってAximTradeによって随時修正されることがあります。

1.3. 本契約で使用されるすべての大文字の用語、および/または本契約で別途定義されて

いない用語は、付則4の用語集に記載された意味を持つものとします。

2. アカウント

2.1. 顧客はここにAximTradeに対し、顧客の名前でAximTradeの帳簿上に本アカウン

トを開設する指示を与えるものとします。顧客は、AximTradeが顧客の資金を顧

客の基本通貨とは異なる通貨で当社指定の「顧客資金」口座に置くことができるこ

とを認め、承諾します。そのような顧客資金は、少なくともお客様の基準通貨と同

等の価値を持ち、規制要件を遵守しています。顧客は、本アカウントを開設したと

きに選択した基準通貨で本アカウントが維持され、それが本アカウントの残高が保

持される通貨であることを認め、承諾するものとします。

2.2. 顧客は、顧客が顧客自身の利益のために行動しており、他の個人や団体のためでは

なく、本取引の資金は顧客に帰属し、すべての本取引は顧客自身の利益のために行

われることを表明し、保証し、約束します。

2.3. 顧客は、アカウントの取引を行うことを許可された、あるいは認められた唯一の

個人あるいは団体です。顧客が代理人を任命した場合、顧客は、代理人のすべての

行為および/または不作為に対して単独で責任を負うことをここに認め、同意しま

す。また、AximTrade、その関連会社、AximTradeまたはAximTradeの関連会社

の役員、取締役、管理職、代理人または従業員は、かかる代理人の権限の範囲内で

あるか否かにかかわらず、そのような行為または不作為に対して顧客に責任を負い

ません。

2.4. 顧客が複数の人物である場合、そのような人物はすべて、この契約に基づく顧客の

すべての義務に対して連帯して責任を負うものとします。そのような場合（顧客と

AximTradeの間で書面による別段の合意がない限り）、本アカウントの取引を開始

または終了する権限を有する唯一の個人または団体は、最初に挙げられた人物であ

るものとします。本アカウントからの出金（第9.1条に基づく）には、当顧客として

特定され、権限を与えられた人物全員の署名が必要となる場合があります。

2.5. お客様は、お客様が以前当社に提供した連絡先、Eメールアドレス、居住地、連絡

先電話番号などの個人的性質を持つ情報の有効性に事実上の変更があった場合、30

日以内にAximTradeにEメールで通知し、速やかに更新するものとします。お客様

は、登録データに記載したお客様の財務プロファイルに重大な変更があった場合、

当社に通知しなければなりません。当社は、お客様の投資活動に関連して適宜、

デューデリジェンスチェックを行うことがあります。当社は、当社の記録を維持す

るために、お客様に追加の情報を求めることがあります。お客様は、財務プロファ

イルの変更の適時通知を遵守しない場合、AximTradeが第15.2条に基づく権利を行

使することを承諾します。

3. 取引

3.1. お客様はAximTradeの取引プラットフォームのユーザーとなります。当社のプラッ

トフォームに適用される特定の条件は付則5に記載されています。お客様は、その

時々に有効であり、取引プラットフォームおよび/または必要に応じて付則5で顧客

に通知されるAximTradeの標準的慣行と手順に基づき、取引プラットフォームを通

じ、またはその時々に利用可能となる他のモバイルプラットフォームを通じて、本

アカウントで取引を行うことができます。実行されたすべての取引は、顧客の単独

の責任、リスク、費用であり、随時改正される本契約に記載された条件に従うもの

とします。

3.2. AximTradeは、任意の価格での取引、あるいは取引が成立することを保証するも

のではありませんが、取引を成立させるために合理的な努力を払うものとします。

当社は、当社の絶対的な裁量により、お客様にさらなる説明を行うことなく、い

かなる取引も拒否することができます。特に、そのアカウントで行われた取引が

AximTradeが課したクレジットやポジションの制限に違反したり、結果的に取引が

本契約やAximTrade、顧客、本アカウント、または取引に適用される法律（SIBLを

含む）、規制、規則に違反すると真摯に考えた場合には、取引を拒否することがで

きます。

3.3. 顧客はここに、(i) AximTradeが単独の裁量で取引を行い、すべての取引に関して

代理人として行動し、(ii) AximTradeが顧客にいかなる助言、コンサルティング、

仲介サービスも提供せず、(iii) AximTradeが単独の裁量で、顧客間の取引を相殺

するか、他の顧客のための取引と相殺するかにかかわらず、適切と思われる方法

で、取引の全部または一部をカバーすることができ、(iv) AximTradeまたは本ア

カウントに適用される法律または規制の下で要求される範囲を除き、本契約または

AximTradeと顧客の関係により、AximTradeと顧客との間に代理関係または受託

関係が構築されるものではなく、またそのようにみなされるものでもないことを認

め、承諾するものとします。

3.4. スポット取引が締結された営業日のグリニッジ標準時21:00までに顧客によって取引

が決済されない場合、AximTradeは、関連する通貨ペアの通貨間の金利差、取引の

方向性、および本アカウントに適用される保管料またはその他の手数料を考慮して

調整した上で、当該スポット取引を次の受渡日に自動的にロールオーバーします。

そのようなロールオーバーに関する取引確認書は、第13.3条に従って顧客に提供さ

れます。ある取引の金利調整コストを満たすために利用可能な資金が本アカウント

に不足している場合、当社は当社の絶対的な裁量により、先に行われた未決済の取

引を終了させるか、または第4.6条に従って顧客にマージンコールをかけることが

できます。すべての現金CFDには金曜日、すべてのスポットFXおよび地金には水曜

日に3日間のロールオーバー手数料が適用されます。

顧客同意書
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3.5. AximTradeは通常、各取引のビッド価格（顧客が売りを申し出ることができる価

格）とオファー価格（顧客が買いを申し出ることができる価格）を提示します。

これらの価格は、AximTradeの流動性プロバイダーが、スポットの外国為替取引

やCFD取引のために銀行間外国為替市場で提示された価格に基づいて決定され、

基礎となる証券、商品、その他の金融商品が取引されている市場で提示された価

格に基づきます。低い方のビッド価格と高い方のオファー価格の差が「スプレッ

ド」です。一部の取引では、スプレッドは頻繁に変更される場合があります。当

社のスプレッドは、当社が流動性プロバイダーから受け取ったスプレッドに基づ

きます。AximTradeは、その絶対的な裁量により、予告なしにいつでも様々なス

プレッドを提供する権利を有しています。

3.6. AximTradeが提示する価格は、AximTradeの流動性プロバイダーがその絶対的な

裁量で設定するものです。顧客は、AximTradeが現在提示している価格でのみ取引

を開始することができます。価格は提示された後、顧客の取引開始の申し出が受理

される前に、いつでも変更されたり、有効でなくなることがあります。また、以下

の第20.2.2条および第20.2.3条も参照してください。

3.7. AximTradeは、顧客に市場執行サービスを提供することがあります。提供された

場合、お客様は、市場で実行された取引のスプレッドが大幅に拡大する可能性があ

り、AximTradeのコントロールを超えた実際の市場の状況に影響されることを保証

するものとします。当社が提示する価格は、顧客が執行を要求した時点でプラット

フォーム上に表示される指標価格ではなく、その時点で商品の市場価格として認識

されている価格を反映します。当社は、提示されたスプレッドの上限または下限を

保証するものではありません。状況によっては、スプレッドが商品情報契約書の仕

様に記載されている例を代表していない場合もあります。変動性が高い時、または

顧客の取引額に応じて、顧客の取引はスリッページを条件として次の利用可能な価

格で執行されます。マーケットエクスキューションの指し値は、リクオートが最小

限または全くない状態で提示されますが、場合によっては注文の手配ができないこ

ともあります。ストップオーダーやリミットオーダーもこの影響を受ける可能性が

あります。お客様は、各取引が自分のアカウントのクレジットやその他の設定され

ている限度額を超えてはならないことを認識します。顧客がオファーする取引は、

AximTradeの絶対的な裁量により、取引プラットフォームを通じて顧客に随時提供

される通知によって随時設定される最大限度額に従います。

3.8. 当社は、お客様、代理人、または当社に指示を与えたりお客様のために取引を行

う正当な権限を有する者から発せられたと当社が善意で信じる指示、要請および通

知（書面であるか否かを問わず、またどのように伝達されたかを問わない）に依拠

し、それに従って行動する権利を有するものとします。 

3.9. 当社が提示した価格には誤差が生じる可能性があります。このような状況で、慣

習法に基づき当社またはお客様が有する権利を損なうことなく、お客様または当

社は、取引時にお客様または当社のいずれかが著しく不正確であることを知って

いた、または合理的に知っていたはずの価格で行われたと主張される取引（当社

による確認の有無を問いません）に拘束されません。

3.10. お客様が何らかの理由で当社と連絡を取ることができなくなった場合、当社は、お

客様が当社に指示を与えられなかったこと、または当社と連絡を取ることができな

かったことが、当社の詐欺、故意の不履行または重大な過失に起因する場合を除

き、結果として生じる損失、損害または費用について責任を負いません。

3.11. 期限切れのCFD取引を次の限月に繰り越すことはできません。お客様は、お客様の

責任においてCFD取引の有効期限を熟知しておくべきであることを認めます。お客

様が期限切れのCFD取引に関するオープンポジションを最終取引日までに決済しな

い場合、契約仕様書の通知に従い、期限切れのCFD取引の決済価格が確定した時点

で、当社はお客様のオープンポジションを自動的に決済します。

3.12. 期限切れとなるCFD取引の決済価格は、(a)関連する取引所が算出・表示する原市

場の終了時もしくは終了前の最終取引価格、または該当する公式終値、および(b)

期限切れとなる当該CFD取引が終了した際にお客様のアカウントに適用されるスプ

レッドとなります。

3.13. 特定の期限付きCFD取引が決済価格で終了する際に適用されるスプレッドの詳細

は、(a)お客様のアカウントタイプにより、また(b)ご要望に応じて入手可能な標準

契約仕様書に基づいて決定されます。お客様は、契約満了通知および当社がお客様

の取引を終了する際に適用されるスプレッドを熟知することがお客様の責任である

ことを認めるものとします。

3.14. AximTrade取引プラットフォームの十分な能力を維持するために、お客様は当社

のプラットフォーム上で当社のスキャルピングの定義に該当するいかなる取引も行

わないことに同意します。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。

3.15. 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。

3.16. 顧客は、同じコンピュータ、携帯電話、IPアドレスから他の顧客の取引アカウント

やメンバーエリアにアクセスすることはできません。当社の独自の判断により、そ

のようなアカウントは不正使用として扱われ、そのアカウントでのすべての取引、

そのアカウントで発生したリベートも取り消されることがあります。

3.17. 当社は規制上の義務に基づき、お客様を個人顧客として分類しています。お客様の

アカウントにはすべて、マイナス残高保護機能を追加し、投資家の保護を図ってい

ます。当社のマイナス残高保護は、マイナスの残高を自動的にゼロに戻すことで、

不安定な市場環境の中アカウントのエクイティを超える取引損失を軽減します。

AximTradeは独自の裁量により、お客様のすべてのアカウントを調査し、取引ク

レジットを削減したり、マイナスのアカウント残高をゼロに戻す際に発生した損失

に厳密に比例して削減したり、出金を処理する前に赤字額をプラスの金額から相殺

する権利を有します。

3.18. 自動紹介活動は、同じ住所で登録している顧客に対しては禁止されています。つま

り、IBとトレーダーが同じ住所で登録している場合、トレーダーがIBの下に登録さ

れている限り、トレーダーは直接IBのために取引しリベートを生成することはでき

ません。

3.19. 顧客は、バランス取引（他のブローカーとの外部ヘッジ）を行うことはできませ

ん。AximTradeに顧客が外部ヘッジを行っていると信じるに足る合理的な理由が

ある場合、AximTradeは取引や利益を取り消し、その顧客の初回入金を返還する

権利を有します。さらその顧客はAximtradeでの取引活動を継続することができ

なくなります。

顧客同意書
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4. マージン要件

4.1. 本アカウントの各取引を開始する条件として、顧客はAximTradeが独自の裁量で随

時決定する十分なマージンを本アカウントに提供し、維持しなければなりません。

また顧客は、本アカウント内の各取引が常に完全にマージンを取っていることを保

証する責任があります。本アカウントにマージンが不足している場合、AximTrade

は絶対的な裁量で状況がそうであると判断した場合、顧客に随時通知（「マージン

コール」）を行うか、事前の通知なしにすべての未決済契約を閉じることができま

す。

4.2. 当社のマージン要件は当社のウェブサイトに記載されています。マージンがどのよ

うに計算されるかを理解するのはお客様の責任です。当社はCFDの取引期間中、当

社の絶対的な裁量により、特に変動の激しい市場環境（下記4.5も参照）において

(ただし、それに限定されるものではありません)、顧客への通知の有無にかかわら

ず、必要な資金調達率または当該CFDの金利を見直し、調整する権利を有します。

オープンポジションのマージン要件は、オープンポジションが決済されるまで、い

つでも増減することがあります。夜間オープンしているスポットポジションは、ポ

ジションを持ち越すためのコストを反映して調整されることがあります。このよう

な調整の詳細は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。

4.3. 本アカウントが開設されると、顧客はAximTradeが随時設定し顧客に通知する最低

額以上の初回マージンをアカウントに振り込むことになります。この最初のマージ

ンは、銀行送金やクレジットカードによる支払い、あるいはAximTradeと顧客の間

で合意されたその他の方法で行うことができます。

4.4. 別段の合意がない限り、マージンは現金で支払われなければなりません。現金マー

ジンは資金の移転として当社に支払われるものであり、顧客はマージンの持分を保

有しません。当社が受け取る現金マージンは、当社が顧客に支払うべき現金返済義

務として計上されます。

4.5. AximTradeはその絶対的な裁量により、いつでもマージンの最低要件を変更するこ

とができます。当社はいつでもマージン要件の計算方法を変更する権利を有してい

ます。例えば、以下のような事例への対応や予想として行うことがありますが、こ

れに限定されるものではありません。

a) 経済ニュース

b) 原市場、または一般的な金融市場の変動性や流動性の変化

c) お客様の取引パターンの変化

d) お客様のエクスポージャーが特定の原市場に集中している場合

e) 適用規制の変更

4.6. AximTradeは、本アカウントにさらにマージンを預けることを顧客に要求するマー

ジンコールを行うことがあります。顧客は、アカウントのポジションがヘッジされ

ている場合でも、上記のようにスプレッドが拡大した場合にはマージンコールが発

生する可能性があることを理解するものとします。顧客は、AximTradeから要求さ

れた場合には、さらにマージンを預けるものとします。顧客が取引に関するマージ

ン、預金、その他の金額の提供を怠った場合、AximTradeは事前に通知することな

く、すべての未決済契約を終了することがあります。

4.7. 当社は、お客様のアカウントの資金調達に関して行われたいかなる第三者の支払い

も受け入れません。同様に、当社はお客様のアカウントからいかなる第三者にも資

金を払いません。

4.8. AximTradeは独自の裁量により、お客様への事前の通知なしに、お客様のアカウン

トに適用される料金や手数料を随時変更する決定を行うことがあります。そのよう

な場合これらの変更は、AximTradeと顧客の間で締結された、あるいは未処理とみ

なされる各取引に適用されます。

5. マージンのクローズアウトレベル

5.1. お客様のアカウントのマージンがマージンのクローズアウトレベルに達した場合、

またはそれを下回った場合、これは第15条に基づく債務不履行事由に分類されま

す。このような状況では、当社は特に、(i)お客様のオープンポジションの一部ま

たは全部を予告なしに直ちに決済し、および/または(ii)お客様のマージンレベルが

マージンのクローズアウトレベルを超えるまで新規取引の執行を拒否することがで

きます。お客様はご自身のアカウントを常に監視し、マージンレベルをマージンの

クローズアウトレベル以上に維持する責任があります。当社は、お客様の未決済ポ

ジションを、その時点での当社の時価で決済します。

5.2. お客様のアカウントに適用されるマージンのクローズアウトレベルは、当社がお客

様のクローズアウトレベルを変更しない限り、お客様のアカウントに適用される

マージン要件と等しくなります。当社は事前に通知することなく、いつでもお客様

のアカウントに適用されるマージンのクローズアウトレベルを変更することができ

ます。

6. 市場の濫用

6.1. 市場の濫用とは、正当な理由がないにもかかわらず、同一人物、または異なるが共

謀する人物によって、同一価格、同一数量で、買い注文と売り注文の両方が同時

に、またはほぼ同時に出される取引をいいます。ただし、当該取引が関連する取引

プラットフォームの規則に従って行われる正当な取引（交差取引など）である場合

は除きます。

6.2. 当社との取引により、お客様は様々な市場濫用制度の対象となる可能性がありま

す。したがって、内部情報に基づいて取引を行ったり、金融商品の価格に関連して

市場を歪めたり誤解を招くような印象を与える取引を行ったりしてはなりません。

6.3. お客様は、当社が有価証券の空売りでヘッジする可能性のある有価証券のショート

ポジションでCFDまたはファイナンシャル・スプレッド・ベット取引を実行しよう

とする場合、有価証券の空売りに関する適用規則を熟知し、遵守することを約束す

るものとします。お客様はまた、電子サービスの利用が、当社による有価証券の空

売りに関する適用規則の違反につながらないことを保証するものとします。

6.4. 当社は、他の機関または原市場で類似のポジションを開くことにより、お客様に対

する当社の責任をヘッジすることがあります。当社がこれを行った結果、お客様が

当社で金融商品に関する取引を開始または終了した場合、お客様の取引は、当社の

ヘッジを通じて、当社の価格に与える影響に加えて、その金融商品の原市場に歪ん

だ影響を与える可能性があります。これは市場濫用の可能性を作り出すことにな

り、本項の機能はそのような濫用を防止することにあります。

6.5. 法律および規制上の義務を遵守する目的で当社は、当社の絶対的な裁量により、そ

の理由をお客様に通知する義務を負うことなく、お客様が保有するすべての取引を

終了させることができ、当社が選択した場合には、本第5条に基づいて終了したす

べての取引を無効とすることができます。

6.6. 当社は、本契約に基づいて当社が措置を講じる理由となった保証違反および不実

表示の疑いを実際には犯していないという証拠を当社が納得する方法でお客様が提

示するまで、本規約に定める事情に該当するお客様の取引を、お客様が利益を確保

した取引であっても、すべて無効とします。疑義を避けるために、本規定に基づい

て当社が措置を講じた日から3ヶ月以内にお客様がそのような証拠を提示しない場

合、当該取引はお客様と当社の間で最終的に無効となります。または

6.7. お客様は、当社のビッド価格またはオファー価格に影響を与えることを唯一の目的

としている場合、お客様が原市場で取引を行うことは不適切であることを認識し、

そのような取引を行わないことに同意します。

6.8. お客様は、直接的にも間接的にも、当社がさもなければ行わないような方法または

条件で当社プラットフォームを提供したり、取引を受け入れたりするように当社に

影響を与えることを目的とした装置、ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズ

ム、戦略、共謀または欺瞞を使用しません。

顧客同意書
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7. 不適切な行動

7.1. 当社は不正な裁定取引、インターネットの遅延を利用した取引、公正かつ秩序ある

取引に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の操作的または乱用的な行為のためにプ

ラットフォームを使用することを認めません。

7.2. お客様は、本商品の需要や価値に誤った印象を与えるような行為をしたり、

適用される法律や規制に違反していると信じるに足る理由のある注文を送信したり

しません。

8. 市場の混乱

8.1. 本契約において、「混乱事象」とは、以下のいずれかの状況または事象が発生する

ことをいいます。

a) お客様が取引している市場に関連する原市場または原市場が取引されている取

引所が、直接的または間接的（例：当該原市場の先物またはオプション）にか

かわらず、買収提案または合併提案の対象となっている場合。または当該原市

場の発行者または取引所の運営者が、破産または清算手続きに入ったか、また

はその対象となっている場合（または当該発行者または運営者に関して破産法

が発生した場合）。または

b) 原市場の取引または取引所での取引を混乱させる事象。これには、価格の変動

が関連取引所で許可された限度を超えたことによる取引の停止または制限、規

制当局またはその他の介入、取引所の早期閉鎖などが含まれ、および/または

市場の混乱を引き起こすその他の事象で、重大な混乱となるものを含みます。

8.2. 当社の単独かつ絶対的な裁量により、市場が通常の取引セッションのために開く

ことが予定されている日に混乱事象が発生したと当社が判断した場合、かかる日

は「中断日」となります。

9. 顧客による入金・出金およびアカウントの解約

9.1. 顧客は、AximTradeに本アカウントからの出金を許可するよう要求することができ

ます。出金可能な金額を計算する際、AximTradeは出金が要求されたアカウントの

残高と、顧客が維持している他のアカウントの残高を考慮し、すべてのアカウント

の取引クレジット（「取引のみ」の目的でAximTradeが付与したもの）を差し引い

て計算します。すべての出金要求は書面で、かつ当社が受け入れ可能な形式で行う

必要があります。

9.2. AximTradeは、本契約に基づくAximTradeの権利を損なうことなく、該当する

書面による指示を受領した日から7営業日以内に、顧客の指示に従い、適用され

る銀行またはその他の送金手数料を差し引いた超過金額（もしあれば。また、

AximTradeが独自の裁量で決定します）を送金するものとします。疑義を避ける

ために、AximTradeによる送金は、(i)マネーロンダリング防止、税務当局の源泉

控除の要求、為替管理外貨送金制限を含むがこれに限定されない適用法と規制に

準拠し、および(ii)AximTradeが要求する通り顧客が完全な身分証明書類を提供

することを条件とします。

9.3. 顧客が余剰資金（上記9.1で説明したように本アカウントで計算されたもの）を引き

出し、本アカウントを閉鎖することを希望する場合、顧客はAximTradeに通知する

ことでそれを行うものとします。

9.4. 顧客が取引アカウントから資金を引き出すためには、顧客のいずれかのアカウント

で、いずれかの取引商品について少なくとも0.01ロットの取引（決済した買い注文

または売り注文）を行っている必要があります。

9.5. 顧客は、入金・出金操作に同じ銀行口座番号を使用することはできません。つまり

各顧客は、入金・出金操作のために固有の個人的な銀行口座番号を持たなければな

りません。この要件に違反すると、取引の取り消し、ボーナスの取り消し、および

AximTradeをマネーロンダリングスキームから保護することを目的としたその他の

措置が取られる可能性があります。

10. 非アクティブなアカウントと過去の取引履歴

10.1. アカウントは90日間連続して何の活動も行われなかった場合、非アクティブ状態

とみなされます。非アクティブなアカウントで、残高や資本がゼロの場合は、休

眠アカウントとして扱われます。AximTrade内で休眠状態に分類された場合、当

社はお客様のアカウントを閉鎖する権利を有します。

10.2. 非アクティブおよび休眠状態のアカウントを再開するには、その旨を書面で当社に

お知らせください。当社は、関連する法律や規制で要求される最新の身分証明書や

情報を要求する権利を有します。

10.3. 90日以上経過した過去の履歴は取引アカウントから削除され、それらの取引結果

は対応する1つの操作に置き換えられます。アーカイブされた取引履歴は、Eメール

でリクエストすることにより、csv形式でお客様に提供できます。

11. 料金と手数料

11.1. お客様のアカウントに適用される料金と手数料は、誠意をもってお客様に提供さ

れ、あらゆる取引を行う前にお客様と合意され（上記第4.8条を条件とします）、

お客様に送付される明細書に記載されます。このような場合、手数料は本アカウン

トに請求されます。料金および手数料は随時変更される可能性があります。必ずし

もお客様の承認が必要とは限りません。料金が金額で表現されない場合（例えばス

プレッドなど）、顧客はそのような料金が具体的な金額でどのような意味を持つの

かを確認するために、適切な例を含み、書面による説明を求めるようにしてくださ

い。

11.2. スプレッド：AximTradeがお客様に提示する価格には、AximTradeがお客様の取

引を例えば外国為替インターバンク市場での取引でカバーした場合に受け取る、ま

たは受け取ることが予想される価格と比較して、スプレッド、マークアップ、また

はマークダウンが含まれます。スプレッドは動的なものであり、外部市場の流動性

や競合他社の価格を反映する場合があります。当社のスプレッドは当社の絶対的な

裁量で設定され、いかなる変更も直ちに有効となります。各金融商品に適用される

スプレッドの詳細については、当社ウェブサイトに記載されています。

11.3. ロールオーバー手数料：本契約の第3.4条の規定により、スポットFX取引または

スポットCFD取引が、そのスポット取引が締結された営業日のグリニッジ標準時

21:00までに顧客によって決済されない場合、AximTradeは自動的にそのスポット

取引をロールオーバーし、適用される手数料を請求します。ロールオーバー手数

料の額は、当社ウェブサイト上で商品ごとに指定されています。ロールオーバー

の条件については、お客様の責任でご確認ください。

11.4. 通貨換算レート：基準通貨以外の通貨で上場している原資産を持つ金融商品への投

資は、金融商品が基準通貨以外の通貨で決済されるため通貨リスクを伴い、リター

ンの価値は基準通貨への換算によって影響を受ける可能性があります。使用される

通貨換算レートは、その時点での実勢為替レートに基づいてAximTradeが独自の

裁量で決定します。

11.5. 追加の費用：お客様は、当社を通じて支払われるものではない、あるいは当社が課

すものではない、その他の税金や費用が存在する可能性があることを認識する必要

があります。これら追加費用の負担は、お客様ご自身の責任です。

12. 誘因

12.1. お客様にサービスを提供する際、当社は、お客様に提供するサービスの質を向上さ

せ、お客様の最善の利益のために行動するという当社の義務の遵守を損なわない

よう設計されていることを条件に、許容される範囲内で、第三者との間で手数料・

コミッションまたはその他の非金銭的な利益を支払う、または受け取ることができ

ます。

12.2. 顧客がパートナー（紹介者および/または関連会社）および/または当社の第三者か

ら当社に紹介された場合、当社は、顧客の取引量、初回入金額、収益シェアなどに

基づいて計算された金額、または両当事者間の合意に基づいた金額を、サービスの

対価として、パートナーにおよび/またはパートナーに直接、手数料/コミッション

を支払うことがあります。顧客の要望に応じて、当社はさらに詳細な情報を開示す

るものとします。

顧客同意書
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13. 明細と契約書の注意事項

13.1. お客様の現金、オープンポジション、およびお客様のアカウントへの手数料の明細

は、取引プラットフォームで閲覧することができます。

13.2. 営業日のグリニッジ標準時21:00以前に実行された各取引の詳細（金額と為替レート

を含む）を記載した日次契約書は、各取引が締結された日または未決済の日の翌営

業日までに入手できるようになります。

13.3. 顧客が行ったすべての取引、未決済の取引、入出金の概要が記載された月次のアカ

ウント明細書には、適用される保管料、アカウント、明細日時点での残高などの詳

細が記載されます。

13.4. 日次契約書および月次アカウント明細書は、入手可能になってから2営業日以内に

お客様が異議を唱えない限り、すべての目的において最終的なものとなります。

14. 免責事項

14.1. AximTrade、その関連会社、役員、取締役、管理職、従業員、または代理人のいず

れも、AximTrade、その関連会社、役員、取締役、管理職、従業員、または代理人

の側の詐欺、重過失、または故意の違法行為の場合を除き、この契約または取引に

直接的または間接的に起因する顧客の損失、損害、または債務について責任を負わ

ないものとします。本第14.1条のいかなる規定も、ケイマン諸島の法律または適宜

有効なCIMAの規則に基づいて除外できない責任を制限することを意図するもので

はなく、またそのように作用するものでもありません。

14.2. 顧客は、AximTradeおよびAximTradeの関連会社、役員、取締役、管理職、従業

員、代理人、後継者、譲受人（以下、「被補償者」）を、顧客が本契約に定めら

れた義務のいずれかおよびすべてに従わなかったこと、および/またはAximTrade

が本契約に基づく権利のいずれかおよびすべてを顧客に対して行使したことに起

因して、被補償者および各人が被るすべての負債、損失、損害、費用および経費

（合理的な弁護士費用を含む）から補償し、損害を与えないことに同意するものと

します。

14.3. 顧客は、本アカウントに関して顧客に与えられた口頭での情報は、もし与えられた

としても、検証されておらず不完全である可能性があり、そのような情報への依存

は、顧客の単独のリスクと責任であることを認め、同意します。AximTradeは、

明示的にも黙示的にも、取引プラットフォームを通じて、あるいはその他の方法で

提供された価格設定やその他の情報が正しく、現在の市場状況を反映していること

を保証しません。さらにAximTradeは、取引プラットフォームおよび/またはその

コンテンツに関して、商品性や特定目的への適合性の保証を含むがこれに限定され

ない、いかなる保証も行いません。顧客が知っているか、顧客が合理的に認識して

いたであろう見積もりエラーが発生した場合、あるいはコンピュータやシステムの

誤作動が起こった場合、AximTradeは顧客のアカウント残高の結果として生じる

エラーに責任を負いません。AximTradeは、その裁量で適切と思われる場合、そ

のようなエラーに関わる本アカウントの修正や調整を行う権利を有します。このよ

うな見積りエラーに起因する紛争は、エラーが生じた時点での原商品の公正な市場

価格に基づいて解決されます。 

14.4. AximTradeは、AximTradeのコントロールを超えた原因によって、直接的または

間接的に顧客が被ったいかなる性質の損失、損害、コストについても、顧客に対し

て責任を負わないものとします。これには、AximTradeが技術的な理由（例えば、

コンピュータシステム、データ、記録、またはその一部の損傷または破壊、または

通信、コンピュータ機器、ソフトウェアの故障または誤操作による遅延、損失、エ

ラー、または不作為などを含むがこれらに限定されません）によるもの、または

AximTradeの重大な過失や故意の不履行がない場合にそれ以外の理由も含みます。

15. 債務不履行事由:

15.1. 第15.1条(a)または第15.1条(d)～(j)に定める債務不履行事由のいずれかが発生した場

合、AximTradeは第16.1条に基づく権利を行使することができます。第15.1条(b)ま

たは第15.1条(c)に定める債務不履行事由（それぞれを「破産不履行」とする）が発

生した場合、第15.2条の規定が適用されます。

a) 顧客が、(i)AximTradeへの支払い（マージンコールで要求された支払いを含む

がこれに限定されません）を期限内に行わず、または(ii)本契約または取引のい

ずれかの条項を遵守または履行せず、そのような不履行がAximTradeが顧客に

不履行の通知を行った後、2営業日にわたって継続した場合、または

b) 顧客が、破産法、倒産法、規制法、監督法、または類似法に基づいて、顧客ま

たは顧客の負債に関して、清算、再編成、手配または和解、凍結またはモラト

リアム、またはその他の類似した救済を求めて任意の訴訟または他の手続きを

開始した場合、または顧客または顧客の資産の大部分の受託者、管財人、清算

人、保佐人、管理人、証券保管機関、またはその他の類似した役人（それぞれ

を「カストディアン」）の任命を求めた場合、または

c) 破産法、倒産法、規制法、監督法または類似した法律（債務超過の場合、顧客

に適用される可能性のある会社法またはその他の法律を含む）に基づいて、顧

客に対して非自発的な訴訟またはその他の手続きが開始され、顧客または顧客

の債務に関して清算、再編成、手配または和解、凍結またはモラトリアム、ま

たはその他の類似した救済を求められたり提案された場合、または顧客または

顧客の資産の大部分のカストディアンの任命を求められた場合。

d) 顧客が死亡した場合、健全な精神状態でなくなった場合、期限通りに債務を支

払うことができない場合、または顧客に適用される破産法または支払不能法の

下で定義されるように、破産または支払不能である場合。または顧客の債務が

期限内に支払われない場合、またはそのような債務を証明する契約または証書

に基き、いつでも期限内に支払うように宣言することができるようになった場

合、または本契約に関連する訴訟、行為またはその他の手続き（「手続き」）

が、執行、差押え、または窮迫のために開始されているか、または抵当権者が

顧客の財産、事業または資産（有形および無形）の全部または一部を占有して

いる場合、または

e) 本契約に基づいて顧客が行った、あるいは与えた、あるいは行ったとみなされ

た表現や保証が、それが行われた、あるいは与えられた、あるいは行われた、

与えられたとみなされた時点で、重要な点において虚偽あるいは誤解を招くも

のであったと証明された場合、あるいは

f) お客様がAximTradeに提供したすべての情報および/または文書が、複雑な金

融商品の取引におけるお客様の知識と経験に関して提供された情報を含めて、

すべての重要な点において真実であり、正確であり、完全であり、お客様が

AximTradeに提供した文書のすべてのコピーは、原本の真のコピーであるこ

と。または

g) 適用される法律や規制、または市場慣行の適正基準に対する違反を防止するた

めに、AximTradeが必要または望ましいと考える場合。

h) AximTradeが誠意を持って、自身の保護のために必要または望ましいと考える

場合。

i) AximTradeが、本契約または取引に基づく顧客の義務を履行する顧客の能力に

重大な悪影響を及ぼす可能性があると善意で考えられる行動が取られたり、出

来事が発生した場合。

j) AximTradeまたはAximTradeの関連会社との他の契約に基づいて、顧客に

関して債務不履行事由（どのように記述されるかにかかわらず）が発生した

場合。

顧客同意書
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15.2. 債務不履行事由が発生した場合、またはAximTradeが絶対的な裁量で、顧客が

AximTradeに対する顧客の義務を履行していない（または顧客が将来的に履行で

きない、もしくは履行する意思がないとAximTradeが合理的に信じる場合）と判

断した後、AximTradeは顧客に事前に通知することなく以下の権利を有するもの

とします。

a) AximTradeの単独の裁量で、未決済の取引の下で、あるいはそれに関する損

失や責任をカバーし、軽減し、あるいは排除するために必要あるいは適切と

AximTradeが考えるような時期や方法で、取引を終了、交換、反転、売買、

借入、または他の取引を行う、あるいは他の行動を取るあるいは取らないこ

と。

b) その時点で未決済の一部またはすべての取引を、顧客によって否認されたもの

として扱うこと。その場合、その取引または取引の下でのAximTradeの義務

は、それゆえに取り消され、終了します。

15.3. 第13.2条の一般性を損なうことなく、AximTradeは、その絶対的な裁量により、本

アカウントのために行われた取引が重要な未公開情報、市場情報やデータの操作、

またはAximTradeの誠実な意見で市場の濫用やその他の不適切な行為に関わる行動

に基づいていたと判断した場合、破産不履行以外の債務不履行事由が発生したかの

ように、取引を中止、交換、取り消し、または本アカウントを閉鎖することができ

ます。

16. 債務不履行による終了

16.1. 通知による終了　第14.2条を損なうことなく、また第15.2条を前提として債務不履

行事由の発生後いつでも、AximTradeは顧客に通知を行うことにより、第16.3条の

規定に従って取引の終了および清算のための日（「清算日」）を指定することがで

きます。

16.2. 自動終了　AximTradeが別段の指定をしない限り、破産不履行が発生した日は自動

的に清算日となり（「自動終了」）、AximTradeによる通知を必要とせず、条項の

規定が適用されます。

16.3. 清算日の清算額計算  

a) AximTradeも顧客も、この条項がなければ清算日以降に履行期限が到来してい

たであろう取引の下で、それ以上の支払いをする義務はなく、そのような義務

は清算額の決済（支払い、相殺、その他の方法を問わない）によって満たされ

るものとします。

b) AximTradeは清算日に、または清算日以降で合理的に実行可能な範囲ですぐ

に、第[16.3(a)]項で言及された各取引に関して、当該取引の終了の結果とし

て起こる総費用、損失、または場合によっては利益を、それぞれの場合におい

て本アカウントの基準通貨（「基準通貨」）で表現し(適切であれば、バーゲ

ンの損失、資金調達のコスト、または重複することなく、ヘッジまたは関連す

る取引ポジションの終了、清算、取得、実行または再設定の結果としてのコス

ト、損失または場合によっては利益を含みます)、決定します。

c) AximTrade は、上記のように決定されたAximTradeの各費用または損失を正

の金額として、決定されたAximTradeの各利益を負の金額として扱い、その

ような金額をすべて集約し、基準通貨建ての単一の正味の正または負の金額

（「清算額」）を算出するものとします。

16.4. 支払者 第16.3項に基づいて決定された清算額が正の金額である場合、顧客はそれを

AximTradeに支払い、負の金額である場合、AximTradeはそれを顧客に支払うも

のとします。AximTradeは、清算額の算出後、直ちに顧客に清算額とその支払日

を通知します。

16.5. その他の取引　第16.3条に従って終了と清算が発生した場合、AximTradeはその

裁量により、第16.3条の規定に従い、AximTradeと顧客の間で締結された、その

時点で未払いとなっているその他の取引を終了させ、清算する権利も有するものと

します。

16.6. 支払い　清算額は、第16.3条に基づく終了および清算が完了した翌営業日の営業終

了時までに、基準通貨で支払われるものとします（適用される法律で必要とされる

場合には、他の通貨に変換されますが、そのような変換にかかる費用は顧客が負担

し、（該当する場合は）顧客への支払額から控除されます）。支払期日に支払われ

ない清算額は未払いの金額として扱われ、そのような未払いの金額を調達するため

のコストとしてAximTradeが合理的に決定した利率で、利息を支払うものとしま

す。利息は日割りで発生し、個別の債務として顧客が支払うべきものとなります。

16.7. 基準通貨　本契約に基づく計算の目的のために、AximTradeは、AximTradeが合

理的に選択する計算時の実勢レートで、他の通貨建ての金額を基準通貨に変換する

ことができます。

16.8. 支払い　清算日が発生したり、効果的に設定されていない限り、AximTradeは、顧

客に関する債務不履行事由が発生し、継続している間は、あらゆる取引に基づいて

AximTradeが行うことが予定されている支払いや納品を行う義務を負わないものと

します。

16.9. 追加の権利　本条項に基づくAximTradeの権利は、AximTradeが有するその他の

権利（合意、法律の運用、その他によるものであるかを問わない）に追加されるも

のであり、それらを制限または排除するものではありません。

16.10. 取引へのネッティングの適用　本条項 1 6は、本契約が発効した日以降に

AximTradeと顧客の間で締結された、または発行済の各取引に適用されます。

16.11. 一括清算　書面で別段の合意がない限り、AximTradeがAximTradeと顧客の間

の既存の取引を終了させるために、顧客との間で、あるいは顧客のために取引

を開始した場合、両方の取引に基づくそれぞれの義務は、第二の取引を開始した

時点で自動的かつ即座に終了するものとしますが、このような一括清算に関して

AximTradeまたは顧客から他方に支払うべき決済金は除きます。

17. 通知による解約

17.1. 適用される法律または規制の規定に従い、いずれの当事者も、書面による終了通知

を行うことにより、本契約（およびAximTradeと当顧客の関係）を直ちに終了する

ことができます。

17.2. 本第17条に基づいて、顧客または当社のいずれかがお客様の本アカウントの閉鎖お

よび/または本契約の終了を通知した場合、当社は、顧客がさらなるオープンポジ

ションを保有することにつながる可能性のある、さらなる取引または注文の締結を

拒否する権利を留保します。

17.3. AximTradeは、その絶対的な裁量により、顧客が本契約のいずれかの条項を遵守ま

たは履行しない場合、または顧客が破産した場合、またはその他の債務不履行事由

が発生した場合に、第15.2条または第16条に従っていつでも本契約を終了すること

ができます。

17.4. 本契約を終了すると、すべての未決済のポジションは閉じられ、すべての注文は取

り消され、顧客がAximTradeに支払うべきすべての金額は、以下を含めて（ただ

し、これに限定されるものではありません）、直ちに支払い義務が生じます。

a) すべての未払いの手数料と料金、および

b) 第15.2条および/または第16条に基づく権限を行使する際に発生するものを含む

がこれに限定されない、取引の完了または未払いの義務の決済または完了のた

めにAximTradeに発生した損失および費用。

17.5. 解約は、AximTradeと顧客の間の未解決の権利と義務に影響を与えず、取引は、本

契約に基づくすべての義務とすべての取引が完全に履行されるまで、本契約と、そ

の取引に関してAximTradeと顧客の間で合意された特定の条項に準拠し続けるもの

とします。

17.6. いずれの当事者も解約権を行使しない場合、顧客または当社のいずれかが第17条に

従って通知することにより、または本契約に基づく当社の他の解約権を行使するこ

とにより本契約を解約するまで、本契約は有効に存続するものとします。本契約に

は最低期間や固定期間はありません。

顧客同意書



ページ 8

18. 不可抗力事象

18.1. 当社は、技術的またはその他のシステム障害など、当社の合理的な支配を超えた原

因による本契約上の義務の一部または不履行について、または以下の第18.2条で定

義される「不可抗力事象」の場合、顧客に対して責任を負わないものとします。た

だしこのような場合、当社は合理的に可能な範囲で、顧客の最善の利益のために行

動し、顧客を公平に扱うという当社の義務に沿って行動するものとします。不可抗

力事象の発生後、当社はお客様に通知するための合理的な手段を講じます。

18.2. 不可抗力事象とは、以下を含むがこれに限定されない、当社の支配の及ばない事象

または状況をいいます。

a) 戦争、暴動、テロ行為、混乱、内乱または大規模な動乱。

b) 当社の合理的な見解において、当社が通常取引を行う一つまたは複数の指数/市

場の秩序ある市場の維持を妨げる事象または出来事が発生した場合。

c) 金融市場の秩序ある機能に影響を与える事象、市場または取引所の停止または

閉鎖、価格の一時的な停止、または当該市場での取引または当該事象に関する

制限や、特別もしくは異例の規則の賦課。

d) 当社のインデックスおよび/または対応する市場のレベルが過度に変動した場

合、またはそのような変動が発生することを当社が（合理的に）予測した場合

e) 当社、取引所、または清算機関の関連サプライヤー、ブローカー、エージェン

ト、または主たる債務者が、何らかの理由でその義務を履行しない場合。

19. 共通報告基準と外国口座税務コンプライアンス法

19.1. 共通報告基準

19.2. 外国口座税務コンプライアンス法 上記を制限することなく、AximTradeは、国際

税務当局間の自動的交換のための報告制度（AEOI）の一環として、法定および規制

上の義務を遵守する必要があります。顧客は、AximTradeがFATCAを遵守する目

的で、合理的に必要とされる情報や文書を要求する権利を有すること、また顧客は

AximTradeにそれらを直ちに提供する義務があることを承諾します。AximTrade

は、米国の報告対象者を顧客として受け入れていませんのでご注意ください。

19.3. 以下の規定において、「AEOI」とは、次のことを意味します。

a) 1986年米国内国歳入法第1471条から第1474条、および関連する法律、規制、ガ

イダンス、ならびに同様の金融口座情報報告制度および/または源泉徴収制度

を実施しようとする他の法域で制定されたその他の同様の法律、規制、ガイダ

ンス。

b) OECDの金融口座自動的情報交換制度のガイダンス - 共通報告基準（CRS）お

よびそれに関連するガイダンス。基準通貨で表示された金額（以下「清算金

額」といいます）。

c) ケイマン諸島（またはケイマン諸島の政府機関）と他の管轄区域（当該管轄区

域の政府機関を含む）との間で、a)およびb)項に記載された法律、規制、ガイ

ダンス、基準を遵守、促進、補足、または実施するために締結された政府間協

定、条約、規制、ガイダンス、基準、またはその他の合意；および

d) 前号で説明した事項に影響を与えるケイマン諸島の法律、規制、ガイダンス。

19.4. 顧客は、以下のことを認識し、同意します。

a) AximTradeは、AEOIの規定を遵守する必要があります。

b) AximTradeがAEOIに基づいて課せられた要件および義務を遵守できるように、

お客様は、ご自身および代理人または許可された人物に関する情報、および

AximTrade（または他の代理人）が随時要求するフォームまたは文書を適時に

提供します。特に、関連する投資が（任意のAEOIレジームの下で）「報告可能

な口座」であるか否かを判断するためにAximTradeが必要とするフォームおよ

び文書、およびそのような判断を行う際に関連するデューデリジェンス手順を

遵守するためのフォームおよび文書が含まれますが、これらに限定されるもの

ではありません。

c) AximTradeまたはその代理人が(b)項に従って要求したフォームや文書、また

はAximTradeの顧客のアカウントに関する財務やアカウント情報は、ケイマン

諸島税務情報局（またはAEOIに従って情報を収集する他のケイマン諸島政府機

関）と、AximTradeへの支払いに対する源泉徴収税の適用を回避するためにそ

の情報の提供が必要な源泉徴収代理人に開示されることがあります。

d) お客様は、以下のような法律の規定を放棄するか、または放棄を得るために

AximTradeと協力しなければなりません。

(i) AximTradeまたはその代理人が、(b)項に基づいて顧客から要求された情

報または文書を開示することを禁止する。

(ii) AEOIに基づいて要求されるAximTradeまたはその代理人による財務また

はアカウント情報の報告を禁止する。

(iii) AximTradeがAEOIに基づく義務を遵守することを妨げる。

e) 誤解を招くような情報や文書を提供したり、AEOIに基づくAximTradeの義務

を果たすために必要な要求された情報や文書をAximTradeやその代理人に提

供しなかった場合、AximTradeは以下の権利を留保します（そのような行動や

不作為がAximTradeのコンプライアンス違反につながるかどうか、あるいは

AximTradeがAEOIに基づく源泉徴収税やその他の費用、債務、経費、義務、

負債（AxisTradeの外部、内部を問わず）（合わせて「費用」）を負うリスク

があるかどうかにかかわらず）。

(i) アカウントの一時停止または終了を含むがこれに限定されない、あらゆる

措置および/または自由裁量によるあらゆる救済策を追求すること。

(ii) すべての取引を停止し、顧客の行動または不作為によって（直接的または

間接的に）引き起こされた費用を顧客のアカウントから差し引くこと。

f) お客様は、AEOIを遵守するためにAximTradeによって、またはAximTradeを

代表して取られた行動や追求された救済措置の結果として、AximTrade、また

はその代理人に対して、いかなる形態の損害賠償や責任も請求することはでき

ません。

g) お客様は、AximTradeおよびその主たる債務者、メンバー、マネジャー、役

員、ディレクター、従業員、エージェント（「被補償者」）をここに補償し、

上記(a)から(f)項に記載された顧客（または関係者）の行動または不作為（直

接的または間接的）の結果として、AximTradeまたは被補償者が被る可能性

のあるあらゆるAEOI関連の責任、訴訟、手続き、請求、要求、費用、損害、

経費（弁護士費用を含む）、罰則、税金から、被補償者を免責します。この補

償は、顧客の死亡またはAximTradeのアカウント閉鎖後も存続するものとし

ます。

19.5. お客様は本契約の締結に先立ち、追加情報および/または明確化のために当社に連

絡することができます。

顧客同意書
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20. 規制条項

20.1. 顧客資金

a) 当社はお客様を個人顧客として分類しており、適用法、第20.1b条および第

20.1c条に従い、当社はお客様のエクイティ合計（プラットフォームに表示さ

れます）に相当する金額を顧客資金銀行口座に預け入れます。当社は、CIMA

の顧客資金規則およびガイダンスステートメントに従って、お客様の資金を処

理し、お客様の資金と当社の資金を分離して顧客銀行口座に保持します。その

ような資金は、銀行で他の顧客の資金と一緒に顧客口座に保管されることがあ

ります。

b) 当社はお客様に代わって、ケイマン諸島の内外に所在する承認済みの銀行また

は第三者口座に顧客資金を保有することができます。そのような口座は、当社

の金銭または資産が銀行または第三者に保有されている口座とは分離されます

が、銀行または第三者の相殺権の対象となる場合があります。ケイマン諸島外

に所在する銀行または第三者に適用される法律および規制体制は、ケイマン諸

島のそれとは異なる場合があります。承認された銀行、または第20.1c項で許

可された第三者（ケイマン諸島の内外に所在する可能性があります）に金銭を

預けることの影響を懸念する場合は、独立した法的助言を受けることを検討す

べきです。

c) 銀行またはその他の許可された第三者が本条項に基づいて資金を保有する場

合、(a)当社は、当該事業体の作為もしくは不作為、または当該事業体に影響

を及ぼす破綻もしくはその他の類似事象について責任を負いません。また、

(b)当該事業体に関する破綻またはその他の類似手続が発生した場合、当社

は、お客様および当社の他のお客様を代表して当該事業体に対して無担保の請

求権のみを有する場合があり、お客様は、当社が当該事業体から回収する金銭

が、お客様および関連するアカウントに関して請求権を有する他のすべてのお

客様の請求権を満たすのに不十分であるというリスクにさらされる場合があり

ます。

d) 当社は、各営業日の営業終了時に、顧客資金の銀行口座に保有されることが要

求される資金と、当社自身の口座に保有される可能性のある資金との間で照合

を行います。お客様のアカウントに関して顧客資金の銀行口座との間で要求さ

れる送金は、翌営業日に行われます。当社またはお客様の利益を守るために必

要であると当社が合理的に判断した場合、当社はこのような照合および送金を

より頻繁に行うことができます。

e) お客様は、(i)お客様がポジションを持たず、過去6年間に取引を行っておら

ず、当社が合理的な手段を講じたにもかかわらずお客様と連絡が取れなかった

場合、当社がお客様のために保有している資金を顧客資金として取り扱うこと

を中止し、顧客資金銀行口座から放出することに同意します。しかしこのよう

な資金は、お客様に対して引き続き支払われるべきものであり、当社は、本条

項に基づいて顧客資金銀行口座から放出されたすべての残高の記録を作成・保

管し、放出された当該残高に対する有効な請求を行うことを約束します。

(ii) 本契約に基づいてお客様が当社に支払うべき金額の支払期日がきている場

合、「顧客資金規則」に基づき、当社は、お客様のために保有する顧客資

金のうち、これらの金額に相当する金額を顧客資金として取り扱うことを

中止します。お客様は、当社がその資金を、当社に支払われるべき金額の

全部または一部の充足にあてることに同意します。本条項において、本契

約に基づきお客様が当社に支払うべき金額は、お客様またはお客様のため

に発生した時点で、当社による通知または要求なしに直ちに支払期限が到

来します。

f) 当社は、第20.1a条、第20.1b条、第20.1c条または第20.1d条に基づき、お客様

のために保有する金銭またはその他の金銭に対して、お客様に利息を支払いま

せん。

g) 本第20.1条における「顧客資金規則」とは、活動を行う規制対象会社が保有す

る顧客資金に関する、随時改正および/または更新される証券投資事業（業務

遂行）規則の規定をいいます。

20.2. 注文の実行

a) AximTradeは、お客様がAximTradeで実行したすべての取引のマッチド・プ

リンシパルとしての役割を果たします。AximTradeはファシリテーターとし

て、取引実行中に市場リスクにさらされることがないように、取引の買い手と

売り手の間に入り、双方が同時に実行され、取引のために事前に開示された手

数料や料金以外にファシリテーターが利益も損失も出さない価格で取引を成立

させます。どのような種類の金融商品を利用可能にするかを決定し、顧客が取

引する価格をそのプラットフォーム上で公表するのは、AximTradeの独自の

裁量です。

b) 取引は、本商品が取引されている関連取引所が営業している時間帯にのみ実行

することができます。AximTradeの取引時間は、当社ウェブサイトの各商品の

仕様欄に表示されていますが、これは関連する取引所の取引時間と同じである

場合もあれば、そうでない場合もあります。どの商品が影響を受ける可能性が

あるかを確実に認識するのはお客様の責任です。

c) AximTradeは、関連する原金融商品の市場時間外の注文を受け付けず、先物は

原金融商品が取引されている取引所の取引時間に応じて取引されます。

d) 新しい取引日の開始を定義するために使用する時間帯は、ロンドン時間で日曜

日の23:01（冬期はGMT 23:01、夏期はGMT 22:01）です。関連する取引時間の

詳細はウェブサイトでご覧いただけます。

e) AximTradeがどのように顧客の注文を最良の形で執行するかは、この第20.2.e

条に記載されています。 AximTradeは、最高品質の競争力のある執行能力を

顧客に提供するように努力します。お客様の取引は、当社のウェブサイトで別

途公開されている注文執行方針に基づいて取り扱われ、当社は最良の執行を実

現するためにあらゆる合理的な手段を講じます。

f) 最良の執行を行う目的で当社が取る行動については、当社の注文執行方針の中

でご覧いただけます。個人顧客に関しては、可能な限り最善の結果が総対価の

観点から決定されます。

g) 当社は、お客様が会社に特定の指示を与えていない場合は、最良執行規則を適

用します。

h) 当社が提示する価格、およびAximTradeの顧客がAximTradeとの取引締結を

選択できる価格は、AximTradeが処理し、取引プラットフォームに供給する

多数の独立した情報提供者からの価格ソースに由来します。AximTradeは、

i) 様々な情報提供者からの価格情報を継続的に処理し、その情報を検証、認証し

た後、取引プラットフォームに供給し、市場の状況やその他の状況に照らして

価格を調整し、AximTradeが適切と考えるスプレッドを提供します。

j) 取引プラットフォームに表示され、顧客が取引を行うことができる価格は、第

20.2.h条で言及された情報源から得られた価格です。これらの価格は、個々の

情報提供者やその他のデータソースから引用されたものや入手可能なものと同

一ではありません。

顧客同意書
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k) 本アカウントのスポットFX取引およびスポットCFD取引は、それらの取引が

行われた営業日のグリニッジ標準時21:00時点で未決済のままの場合、ロール

オーバーされ、関連する通貨ペアの通貨間の金利差、取引の方向性、および本

アカウントに適用される保管料またはその他の手数料を考慮して調整が行われ

ます。

l) 流動性が注文執行に影響を与える可能性があります。顧客から大量の注

文を受けると、注文の不均衡やバックログが発生し、注文の執行に時間

がかかることがあります。これは、処理される注文の数や大きさ、現在の相場

や最終販売価格の変化の速さ、システム容量の制約などによって生じる遅延に

よるものです。

m) 当社は、現在の価格に基づいてのみ取引を受け付けます。当社の価格が「表示

のみ」、「指標」、「無効」（または同趣旨の言葉やメッセージ）と記載され

ている場合、当社の価格で取引を行うことができない場合があります。

n) AximTradeは単独の裁量により、注文が市場のその時点で遅延しているまたは

無効な見積もりによって実行された場合、注文の取引結果の全部または一部を

キャンセルすることができます。

20.3. 利害の衝突

a) 利害の衝突が発生するリスクを防止し、顧客の信頼を強化するために、

AximTradeは以下のように設計された手順と管理からなる利害の衝突方針を

実施しています。

a. 必要な場合は活動、運営、または任務の遂行の辞退を含め、利益相反の発生

を防止する。

b. AximTradeの顧客の最善の利益が守られ、潜在的に利益相反を発生させる

可能性のあるAximTradeのすべての活動において情報の厳格な機密性を確

実に維持する方法で、その事業活動を行う。

b) これらの手続きと制御には、特に資産や金融商品の配分に関連して、顧客

の注文の適切な実行を確保するための管理的、組織的手続きを含みます。

AximTradeの従業員に対する報酬政策は、特定の取引に対する直接的な利益

分配の成功報酬を禁止するように特別に設計されています。AximTradeの従

業員は、AximTradeでスポットFXおよび/またはCFDを取引することは禁止

されています。

c) AximTradeの利益相反方針の詳細は、オンライン（www.aximtrade.com）で

ご覧いただけます。

20.4. 個人情報保護方針およびデータ保護

a) 当社は、データ保護、マネーロンダリング防止、および記録保持に関連するそ

の他の適用法令に従い、お客様に関する情報（個人情報、お客様のアカウント

およびお客様のアカウント履歴に関連する情報を含みますが、これらに限定

されません）を取得し、保持します。お客様は、当社が、お客様との関係の管

理、お客様のアカウントの管理、支払額の回収、お客様の申請の検討、リスク

評価の実施、規制上の義務の遵守、商品の開発および分析の実施など、本契約

に基づく当社の義務を果たす目的で、お客様の情報に依拠し、これを保持し、

処理することができることに同意するものとします。

b) 顧客は、AximTradeが本アカウントに関連して顧客から提供された個人情報を

使用する、保存する、またその他の方法で処理することに同意し、ここに、顧

客の個人データがケイマン諸島内外に送信されることに同意します。

c) 顧客は、顧客がAximTradeに提供した顧客に関する情報を、AximTradeが顧

客へのサービス提供の一環として処理および/または分析するのを助けるため

に、AximTradeグループの他の会社や外部団体に渡すことがあることに同意

します。顧客が顧客の個人データをそのような目的で使用することを望まない

場合、顧客はその旨を書面でAximTradeに通知しなければなりません。

d) 顧客はさらに、マーケティングや情報管理のためにAximTradeがその個人デー

タを使用することに同意します。また、AximTradeやそのグループの他の会

社、あるいは慎重に選択された外部の当事者が、顧客が関心を持つ可能性のあ

る商品やサービスを顧客に知らせるために個人データを使用したり、サービス

の効率的な提供を支援するために市場調査を行うこともあります。顧客が顧客

の個人データをそのような目的で保持されるのを望まない場合、顧客はその旨

を書面でAximTradeに通知しなければなりません。

e) 機密保持に関する権利放棄お客様は、当社が本第20.4条で言及された情報を開

示することを認め、これに同意するものとします。

疑義を避けるために、

a. 適用される秘密保持法、機密法、銀行機密法、データ・プライバシー法、ま

たはその他の法律が、本契約に基づいて開示される必要がある、または許可

される取引情報および類似の情報に秘密保持義務を課しているが、お客様ま

たは当社が同意によってかかる義務を放棄することを許可している場合、本

契約で提供される同意および確認は、かかる法律の目的上、各当事者による

同意となります。

b. 本規約または機密保持契約、秘密保持契約、その他の契約に含まれる情報の

機密性を維持するための両当事者間の合意は、本規約に定める当社のサービ

ス提供に関連する情報開示と矛盾しない範囲で、引き続き適用されるものと

します。

c. 本契約のいかなる内容も、お客様が当社に、または当社がお客様に別途与え

た開示に関するその他の同意の範囲を制限することを意図したものではあり

ません。

20.3. 利害の衝突

a) お客様が苦情や紛争を提起したい場合は、可能な限り速やかに当社にご連絡く

ださい。

b) 苦情や紛争の調査のために、お客様ご自身で取引の日時やその他の問題につい

て記録を残してください。紛争中の取引またはその他の問題の日時に関する情

報がない場合、当社が取引およびその他の問題に関する記録やテープを入手す

ることが困難、または合理的に不可能な場合があります。

c) 当社は、苦情に迅速かつ公正に対応するために、「苦情処理手続き」を実施し

ています。この手順の詳細は、当社のカスタマーサポートチームにお問い合わ

せください。

d) 苦情または紛争は、まず最初にカスタマーサポートチーム（詳細は当社ウェブ

サイトに記載）にご連絡ください。苦情や紛争が満足に解決されない場合は、

同じアドレスで苦情処理マネジャーに問題について相談することができます。

すべての苦情は、受領後14日以内に書面で回答します。

e) お客様または当社のいずれかが相手方に紛争を通知した場合、お客様および当

社は、紛争を適時に解決するために誠意をもって協議するものとします。これ

には、関連情報の交換、紛争の対象に適用可能な合意されたプロセスの特定お

よび使用、またはそのような合意されたプロセスが存在しないか、そのような

合意されたプロセスが不適当であることにお客様と当社が同意する場合には、

紛争の解決方法を決定し適用することなどが含まれますが、これらに限定され

ません。

f) またお客様は、お客様の苦情に対する当社の対応にご不満がある場合、金

融オンブズマンサービス（任意管轄機関）を通じて苦情を提出し、対処す

る権利を有します。お客様は、金融オンブズマンサービスのウェブサイト

（www.financial-ombudsman.org.uk）を通じて苦情を提出できます。

顧客同意書
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21. 表明と保証

顧客が本契約を締結するとき、また顧客が取引を注文するときや取引を行うとき、ある

いはその他の指示をするときには、顧客はAximTradeに対して以下のことを表明し保証

します。

a. 顧客は、本契約に署名する前に、リスク警告通知と本第21条の表明と保証を完全に読

んで理解しているものとします。

b. 顧客が個人の場合、18歳以上であること。

c. 顧客がAximTradeに提供したすべての情報と文書は、すべての重要な点において

真実であり、正確であり、完全であり、顧客は重要な変更があった場合には直ちに

AximTradeに通知しなければなりません。

21.1. 顧客は、本契約および本契約に基づくすべての取引を締結および実行する権限を有

しています。

21.2. 本契約の締結、注文や取引の開始、その他の指示は、顧客に適用される法律、規

制、規則、法令、合意、義務、判断、または方針に違反するものではありません。

21.3. 顧客は、自身の税務上の立場や、自身の投資目的と経験に照らした取引の適合性に

ついて、自身でアドバイスを得る責任があることを理解し、承諾します。

21.4. 顧客は、健全な精神と法的能力を持ち、スポットFXとCFD取引、およびAximTrade

が取引プラットフォームを通じてあるいはアカウント向けに提供するその他の取引

を実行する完全な権利と権限を有しています。

21.5. 顧客（自然人ではない場合）は、その組織または法人の管轄区域の法律の下で正式

に組織され、有効に存在しており、その組織文書および本契約を実行し、あらゆる

取引を行うために適用される法律の下で必要なすべての決議を正式に行っており、

本契約を実行して合意したり、あらゆる取引に関して指示を与える各人は、さらに

その権限を与えられています。

21.6. 顧客は、本アカウントに預託されるすべての金銭の完全な最終的受益者であり、他

のいかなる人物も本アカウントに利害関係を持っておらず、また今後も持つことは

ないものとします。顧客は、アカウントに対するいかなる担保権も第三者に付与す

ることはできず、また付与するつもりもないことを認め、承諾します。

21.7. 本アカウントに入金されたすべての資金が合法的な出所からのものであり、適用さ

れる司法管轄権の法律に基づいて違法または犯罪行為の収益ではありません。

21.8. 顧客は、スポットFXおよびCFD取引に内在する損失のリスクを引き受ける準備と能

力を、財政的にもその他の面でも備えています。

21.9. 顧客は、当社の取引プラットフォームまたはウェブサイトに悪意のあるコードを

アップロードまたは送信しておらず、また今後も、当社が価格を構築、提供また

は伝達する方法を含むがこれに限定されない、当社の取引プラットフォームまたは

ウェブサイトのあらゆる側面を操作することを目的とした電子装置、ソフトウェ

ア、アルゴリズム、および/またはあらゆる取引方法または戦略を使用しません。

および

21.10. 顧客は、本契約に基づいて当社が提供する商品およびサービスを誠実に、公正

に、かつ善意で利用します。

a) 顧客は、本アカウントでの取引に使用される資金が、顧客の通常の事業活動に

関連した合法的な資金源であり、随時改正・改訂されるケイマン諸島の犯罪収

益法（2018年改訂版）に示される意味での犯罪行為の収益または犯罪資産を構

成しないことを表明します。

b) 顧客は、自身の知る限りにおいて、アカウントでの取引に使用される資金が偽

装銀行、および/または非協力的管轄地の法律の下で組織されたまたは特許を

受けた銀行で維持されている口座から発生したものではなく、それらを経由し

たものでもないことを表明し、保証します。

c) 顧客は、AximTradeまたはその正式に認可された代理人が、顧客の身元、およ

び/または顧客の代理人や認可された人物の身元を確認するすべての必要書類を

満足のいくように受領するまで、AximTradeがアカウント開設申請の受理を確

認しないことをさらに理解し、承諾します。

d) 顧客は、AximTradeまたはその正式に認可された代理人から要求された場合、

AximTradeまたはその正式に認可された代理人に規制が適用されるケイマン諸

島またはその他の司法権の法律および規制の現在または将来の要件に従って、

追加書類を提供します。

e) 顧客は、この契約書と申込書を含むすべての添付書類で提供された情報が、こ

の契約書の日付の時点で真実であり、正確であり、完全であることを表明し、

保証し、同意し、そのような情報のいずれかが不正確または不完全となる状況

の変化を速やかにAximTradeまたはその正式に認可された代表者に通知するこ

とを約束します。

f) 顧客は、自分が政治的に重要な公的地位を有する人物、政治的に重要な公的地

位を有する人物家族や近親者、政治的に重要な公的地位を有する人物のために

行動している者、偽装銀行ではないこと、また、自分の知る限り、あるいは信

じる限り、顧客の代理人や権限のある人物（「関係者」）がそのような人物に

該当しないことを表明し、保証します。さらに顧客は、顧客またはその関係者

が政治的に重要な公的地位を有する人物、政治的に重要な公的地位を有する人

物の家族または密接な関係者である場合、または政治的に重要な公的地位を有

する人物のために行動している場合には、強化されたデューデリジェンスが行

われる必要があることを理解し、AximTradeは申請を拒否する権利を有しま

す。

g) 顧客は、また顧客の知る限り、また信じる限り、顧客の関係者（もしい

るなら）は、(i)米国財務省外国資産管理局（「OFAC」）または欧州連合

（「EU」）および/または英国（「UK」）規則（後者は法定文書によってケイ

マン諸島に拡張されています）に基づいて維持されている制裁対象の団体また

は個人のリストに記載されておらず、(ii)国連、OFAC、EUおよび/または英国

が課す制裁が適用される国または地域に事業拠点または住所を有しておらず、

または(iii)その他の形で国連、OFAC、EUおよび/または英国が課す制裁の対象

となっていません（後者が法定文書によってケイマン諸島に拡大される場合を

含みます）（以下、総称して「制裁対象」）。

h) 顧客は、(i) 顧客または関連者が制裁対象である場合、または本アカウントが開

設されている間に顧客または関連者が制裁対象者になった場合、AximTradeま

たはその正式に権限を与えられた代理人は、顧客が制裁対象でなくなるか、ま

たはそのような取引を継続するためのライセンスが適用法に基づいて取得され

るまで、顧客および/または本アカウントのそれ以上の取引を、顧客への通知

なしに直ちに中止することができること認識し、同意します（「制裁対象者事

由」）。AximTradeは、制裁対象事由の結果として顧客が被った負債、費用、

経費、損害、損失（直接的、間接的、結果的な損失、利益の損失、収益の損

失、評判の損失、すべての利息、罰則、弁護士費用、その他すべての専門的な

費用と経費を含むが、これらに限定されません）に対して、いかなる責任も負

わないものとします。

 当社は、顧客が第21条に違反した場合、当社が利用できる他のすべての権利お

よび救済措置に加えて、当社の絶対的な裁量により、未決済または過去に決済

されたかどうかにかかわらず、すべてのポジションを無効にし、一部またはす

べてのポジションを現在の価格で決済する権利を有します。

顧客同意書
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22. インターネット、ソフトウェア、コンピュータの使用

顧客は以下のことを理解し、認めるものとします。

a. インターネットは一般的に信頼できるものですが、技術的な問題やその他の状況によ

り、顧客の取引プラットフォームへのアクセスが遅延したり、妨げられたりすること

があります。

22.1. インターネットの使用は、インターネットの構造や、パーソナルコンピュータお

よび/またはインターネットに接続可能なその他の機器の使用に起因するリスクに

お客様をさらします。

22.2. 顧客に与えられたパスワードやその他の情報保護手段、および顧客のパーソナル

コンピュータ内の情報が不正に使用された結果については、顧客がすべての責任

を負うものとします。

22.3. 取引プラットフォームのエントリーパスワードは個人的なものであり、秘密であ

り、非公開であり、譲渡することはできません。顧客は、定期的にパスワードを

変更することを検討しなければいけません。パスワードの使用およびその秘密の

保持は、ユーザーの全責任において行われるものとします。これには、作為また

は不作為によりパスワードを他人に譲渡した結果、および/またはパスワードの不

適切な保管の結果、顧客および/またはその他の第三者に生じた損害に対する責任

を含みますが、これに限定されません。

22.4. 顧客は、顧客が許可していないユーザーが本アカウントにアクセスした場合、お

よび/またはプライバシーや取引プラットフォームのセキュリティに対する違反や

損害があった場合、AximTradeに直ちに通知することに同意し、約束します。

22.5. AximTradeは、技術的な問題、システムの故障や誤作動、通信回線の故障、機

器やソフトウェアの故障や誤作動、システムアクセスの問題、システム容量の問

題、インターネットトラフィックの需要の高さ、セキュリティ違反や不正アクセ

ス、その他の類似したコンピュータの問題や欠陥に対して責任を負わないものと

します。

22.6. AximTradeは、顧客が希望するすべての時間またはすべての場所で取引プラッ

トフォームにアクセスできるまたは取引プラットフォームを使用できること、

AximTradeが取引プラットフォーム全体またはすべての地理的な場所で十分な

容量を持つこと、または取引プラットフォームが中断されずエラーのないサービ

スを提供することを表明または保証しません。

22.7. AximTradeは、顧客が知っていたかどうかに関わらず、他人が本アカウントを使

用した結果として顧客に生じたいかなる種類の損失および/または損害に対しても

責任を負いません。

22.8. AximTradeのウェブサイト、取引プラットフォーム、およびAximTradeが顧客

に提供する情報サービスの使用は、顧客の全責任において行われ、顧客は、イン

ターネットを通じて情報サービスを授受する方法に起因するすべてのリスクを認

識していることをここに確認します。

22.9. 顧客は、AximTradeの裁量により、「トレーリングストップ」および/または「エ

キスパートアドバイザ」など自動化された取引のための機能および/またはソフト

ウェアを使用するための設備を提供されることがあります。顧客によるこの機能

の使用は任意です。顧客は、AximTradeがこの自動化された取引機能および/また

はソフトウェアを決して推奨も保証もしておらず、第22条(f)に従い、いかなる誤

作動や故障に対しても責任を負わないことを理解しています。

22.10. 当社は、必要不可欠なアカウントのメンテナンス、取引の調整、変更、または開

発関連事項を実施するために、お客様による当社のウェブサイトおよび/または取

引プラットフォームの利用を中断することがあります。これはサイト全体で行わ

れる場合があります。当社は、お客様に合理的な通知を行うよう努めますが、市

場の運営が継続的に行われていることから、すべての状況でこれが可能となるわ

けではありません。

22.11. AximTradeは、お客様が当社のウェブサイトおよび/または取引プラットフォー

ムを使用する際に、お客様が使用しているデバイスの種類に関連する情報を取得

することがあります。このデータは、詐欺や違法行為、偽装を含む不適切な行為

を特定し、防止するために使用することがあります。

22.12. 様々なアクセス方法（モバイル、デスクトップなど）が利用できる場合がありま

す。異なるアクセス方法では、機能やコンテンツがそれぞれ異なる場合があり、

そのようなコンテンツや機能は予告なく変更されることがあります。

23. クッキーポリシー

AximTradeはお客様のプライバシーを尊重し、お客様がクッキーを管理するために必要

な情報とツールを提供することをお約束します。当社は、当社のウェブサイトや取引プ

ラットフォームの重要な機能に必要なクッキーをお客様のデバイスに保存することがあ

ります。これらを無効にすると、当社の取引プラットフォームや当社のウェブサイトの

他の重要なセクションにアクセスできなくなります。これらのクッキーは、お客様が必

要な情報を見つけてアクセスすることを容易にし、また、お客様の好みに合わせてウェ

ブサイトのコンテンツを調整することを可能にします。

当社は、お客様のコンピュータを識別するためにクッキーを使用することがあります。

これにより、当社はウェブサイトの使用状況を追跡し、お客様のユーザーエクスペリエ

ンスを調整することができます。お客様は、お客様のコンピュータに既に保存されてい

るクッキーを無効にしたり、変更したりすることができますが、これにより当社のウェ

ブサイトが正常に機能しなくなる可能性があります。当社のウェブサイトが提供する

すべての機能やサービスを利用するためには、「クッキーの受け入れ」を有効にするこ

とをお勧めします。これによりお客様は、当社が上記の目的のためにお客様の個人情報

を第三者と共有することに同意したことになります。また、当社の個人情報保護方針に

沿って当社の商品やサービスを向上させるために、情報を分析に使用することもありま

す。さらにAximTradeは、外部のサービスプロバイダーを使用して、当社ウェブサイ

トのトラフィックと使用状況を追跡することがあります。

24. 完全合意と修正

24.1. 本契約および本契約で言及されている文書は、本契約の当事者間の完全合意を構成

し、本契約の主題に関する当事者間のすべての事前の合意または理解に取って代わ

ります。

24.2. AximTradeは、顧客への通知をもって、いつでもこの契約を修正することができ

ます（特定のセクションでは特定の通知期間を認めたり、通知の必要性が全くない

こともあることを条件とします）。第4条を損なうことなく、マージンのパーセン

テージや執行方針の変更は、即効で適用されます。その他のすべての変更は、通知

に指定された日付、または通知が送付されてから10営業日後のいずれか早い日に有

効となります。本契約は、AximTradeの正当な権限を持つ代表者が署名した書面

または電子的手段による通知以外には、修正することはできません。

24.3. お客様の同意を必要とする変更に異議がある場合は、第24.3条に基づきお客様が

通知を受け取ったとみなされる日から10日以内に当社に通知してください。それを

しない場合、お客様は変更を承諾したものとみなされます。お客様が異議を唱える

旨を当社に通知した場合、当該変更はお客様を拘束しませんが、当社はお客様に対

し、合理的に実行可能な限り速やかにお客様のアカウントを閉鎖することを要求す

る、および/または未決済ポジションをクローズするために取引および/または注文

を行うことを制限することができます。

顧客同意書



ページ 13

25. 譲渡

AximTradeは、顧客に事前に通知することで、この契約とすべての取引に基づくその権

利と義務を譲渡することができます。顧客は、AximTradeの事前の書面による同意があ

る場合を除き、本契約に基づく権利および/または義務を譲渡することはできません。そ

のような同意は、AximTradeの単独の絶対的な裁量で与えられたり、拒否されたりする

ことがあります。

26. 可分性

本契約のいずれかの条項、またはいずれかの取引、人、または状況への本契約の適用

が、無効、違法、または執行不能となった場合でも、本契約の残りの部分およびその適

用は影響を受けず、法律で認められる最大限の範囲で執行可能です。

27. コミュニケーション

27.1. 本契約に基づく報告と通知は、この目的のために顧客が随時AximTradeに通知す

る住所/Eメールアドレス宛で顧客に送信されます。顧客に送信されたすべての通

信は、Eメール、ファクス、手渡し、または取引プラットフォームを通じて通知さ

れた場合はその時点で、郵便で送付された場合は3営業日以内に配達されたものと

みなされます。顧客による通信は、AximTradeが実際に受け取ったときにのみ配

信されたとみなされます。

27.2. お客様は、AximTradeがお客様とEメール、SMS、手紙、電話で連絡を取ることを

認め、同意します。「AximTrade.com」ドメインまたは「uk.AximTrade.com」

ドメインのいずれかから受信したEメールのみが、AximTradeからの正当なEメー

ル通信となります。AximTradeを名乗るその他のメールは、詐欺的なものとみな

されます。

27.3. AximTradeからの通信が個人的に配達された場合、その通信は実際に受領された

時点で配達されたものとみなされます。このセクションに従って電子的に送信さ

れた場合、その通信は送信後の翌営業日に配達されたものとみなされます（送信

者は配達の証明責任を負うものとします）。電話で行われた場合、その通信は電

話での会話が終了した時点で受領されたものとみなされます。

27.4. ケイマン諸島電子取引法（2003年改正）のセクション8、17および19(3)は適用さ

れません。

27.5. お客様は、AximTradeが該当するすべての情報を、そのような情報が、個人的に

お客様に宛てたものであるか、あるいは一般的に当社のすべてのユーザーに宛て

たものであるかを問わず、特にウェブサイト、Eメール、取引プラットフォーム、

またはAximTradeが随時適切と考えるその他のチャンネルを使って電子的にお客

様に送信することを認め、同意します。お客様はここに、そのようなすべての通

信手段が許容されること、そのようにして提供された通信は、お客様によって受

領されたとみなされることを認め、確認するものとします。紙媒体での情報提供

をご希望の場合は、当ウェブサイトの「お問い合わせ」ページから書面でお申し

込みください。ただし、ご希望に添えない場合があります。

27.6. この契約は英語で書かれており、お客様と当社の間のすべての通信、文書、コ

ミュニケーションは英語で行われます。しかし必要に応じて、またお客様の便宜

のために、AximTradeは他の言語でお客様とコミュニケーションをとるように努

力します。言語間で矛盾が生じた場合は、英語が優先されます。

27.7. お客様とのすべてのやりとりは当社によって記録され、当社はお客様と当社の間

のすべてのEメール、チャットまたは通話の記録を監視し、維持します。また、取

引プラットフォームではお客様のすべての取引の記録を保持します。当社は、ビ

ジネス関係の成立当初からのすべての記録を最低5年間保存します。

28. 電話と録音

28.1. 顧客は、電話による指示に伴うリスクを理解し、完全かつ単独で想定することを

認めます。これには、顧客の指示を誤解する可能性、偽装、および/または電話で

の顧客の識別の虚偽リスクが含まれます。顧客が電話による取引を希望しない場

合は、AximTradeにその旨を書面で通知しなければなりません。

28.2. 顧客は、システムに記録されている最後に更新された電話番号に、一日のうちの

適切な時間にAximTradeから電話を受けることを認め、同意します。顧客が要求

した場合には、AximTradeはそのような電話を別の日付や時間に再設定すること

に同意します。

28.3. 顧客とAximTradeの間で交わされた電話の会話は、適用される法律と規制に基づ

き、および顧客とAximTradeの間の紛争に関連してその録音を使用するために、

すべて録音されることがあります。

28.4. 顧客は、AximTradeがその時々に有効な記録保持方針に基づいて、限られた期間

そのような記録を保持することを理解します。

28.5. 当社は、お客様と当社との間で紛争が生じた場合に重要となる、お客様の指示の

時間、日付、内容の詳細を含む、当社との間のすべての通信（指示や取引など）

の記録をお客様自身が保管することを強くお勧めします。

28.6. お客様は、いかなる状況においても、AximTradeの担当者が投資アドバイスを提

供したり、パスワードや支払い方法の情報などの機密情報の提供を要求したりす

ることはないことを理解します。さらにお客様は、電話が保証されたサービスで

はなく、電話の頻度や目的に関連していかなる仮定もなされるべきではないこと

を認めます。電話を受けたくない場合は、カスタマーサポートにその旨をご連絡

ください。 

29. 支払拒否方針

29.1. 当社が何らかの理由で、お客様のクレジットカード発行会社またはお客様が使用

するその他の支払方法から紛争、クレーム、および/または支払い拒否を受けた場

合、お客様は当社が以下の権利を有することを了承します。

a) 損失または利益を伴うかどうかにかかわらず、お客様のすべての未決済の取引

を直ちに終了し、お客様の取引アカウントを予告の有無にかかわらず清算す

る、および/または

b) 予告の有無にかかわらず、直ちにお客様の取引アカウントに制限を加える。こ

れには、i) マージンアラートが発生している場合でも、お客様の取引アカウン

トへのあらゆる支払方法を使った入金の制限、ii) お客様の取引アカウントから

の出金要求の制限、iii) 取引プラットフォームでの新規ポジションの開設の制限

が含まれ、制限の期間はAximTradeの裁量で設定されます。

c) 本契約の第17条に従って、顧客契約を終了する。

29.2. 当社は、本契約の本項に定めるお客様の取引アカウントに制限を加える当社の権

利の行使により、直接的または間接的に生じた損失、費用または料金について、一

切の責任を負いません。さらにお客様は、本契約第21条に基づく当社の権利の行使

が、本契約に基づくマージンコールを行う当社の権利に、いかなる形でも影響を与

えず、侵害せず、影響を与えず、変更しないことに同意します。

30. 雑則

30.1. 顧客は、AximTradeがケイマン諸島の祝祭日に休業することを受け入れます。こ

れは、会社がサービスおよび/または商品の全部または一部を一年中毎日提供でき

ないことを意味します。顧客はAximTradeの通常の営業時間と休業スケジュール

を常に把握し、以下のような事態を避けるべきです。

顧客同意書
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顧客同意書

付則 1

デリバティブリスクの警告通知

この通知は、付属の規則に従ってお客様に提供されています。本法およびその付属規則の下

では、顧客は他の顧客よりも大きな保護を受けており、顧客はブローカーからその保護内容

を確実に聞く必要があります。

この通知は、先物、オプション、差金決済などのデリバティブ商品のリスクやその他の重要

な側面のすべてを開示するものではありません。お客様は、ご自身が締結しようとしている

契約の性質およびリスク負担の程度を理解しない限り、デリバティブ取引を行うべきでは

ありません。また、お客様の状況や財務状況に照らし合わせて、契約がお客様に適している

ことを確認する必要があります。「スプレッド」ポジションや「ストラドル」などの特定の

戦略は、単純な「ロング」または「ショート」ポジションと同様にリスクを伴う場合があり

ます。

デリバティブ商品は投資リスクの管理に活用できますが、中には多くの投資家にとって不適

切な投資もあります。金融商品の種類によってリスクの大きさが異なるため、取引を行うか

どうかを決定する際には、以下の点にご注意ください。

1. 規約の範囲と定義

先物取引には、先物期日に契約の原資産を受渡しする義務、または、場合によっては

現金でポジションを決済する義務を伴います。先物取引には高度なリスクが伴います。

先物取引では「ギアリング」や「レバレッジ」がよく用いられますが、これは少額の入

金や頭金でも大きな損失や利益につながることを意味します。また、比較的小さな市場

の動きでも、それに比例して投資額が大きく変動することがあり、これが不利に働くこ

ともあれば有利に働くこともあります。先物取引には偶発債務が伴い、お客様はその影

響、特に以下の(6)項に記載されているマージン要件に注意する必要があります。

2. オプション

オプションには、さまざまな条件のもとで特性の異なる多くの種類があります。

a. オプションの買い：オプションの買いは、原資産の価格が不利に動いた場合、オプ

ションを失効させればよいため、オプションの売りよりもリスクが少なくなります。

最大の損失額は、プレミアムに加えて、手数料などの取引手数料を加えた額のみにな

ります。しかし、先物取引のコールオプションを購入し、後にオプションを行使する

と、お客様は先物を手に入れることになります。この場合、「先物」および「偶発債

務取引」に記載されているリスクが発生します。

b. オプションの売り: オプションの売りは、オプションを買う場合よりもリスクが著し

く大きくなります。ポジションを維持するためにマージンを支払う必要があり、受

け取ったプレミアムをはるかに上回る損失を被る可能性があります。オプションを

売ることで、市場価格が行使価格からどんなに離れていても、オプションが行使さ

れた場合には原資産を購入または売却する法的義務を負うことになります。売りの契

約をした原資産を既に所有している場合（「カバードコール・オプション」と呼ばれ

ます）、リスクは軽減されます。原資産を所有していない場合（「アンカバードコー

ル・オプション」と呼ばれます）、リスクは無制限になります。経験豊富な方のみが

アンカバード・オプションの売りを検討し、さらに適用される条件や潜在的リスク負

担の詳細を確認した上で行う必要があります。オプション市場の中には、オプション

を購入する際にプレミアム全額を支払わない証拠金方式のものがあります。このよう

な場合、お客様はその後、プレミアムの水準までオプションのマージンを支払うよう

要求される可能性があります。必要に応じてマージンを支払うことができない場合、

お客様のポジションは、先物ポジションと同様に閉鎖または清算される可能性があり

ます。

3. 差金決済の契約

先物やオプションの契約は、差金決済契約とも呼ばれます。これには、あらゆる指数を

対象としたオプションや先物のほか、通貨スワップや金利スワップなどがあります。た

だし他の先物やオプションとは異なり、これらの契約は現金でのみ決済されます。差金

決済契約への投資は、先物やオプションへの投資と同様のリスクを伴いますので、第1項

および第2項に記載されているリスクを認識しておく必要があります。また、差金決済取

引には偶発債務が発生する可能性があり、下記(6)項に記載されているように、その影響

を認識しておく必要があります。

4. 取引所外

特定のデリバティブが取引所外で行われているかどうかは、必ずしも明らかではありま

せん。ブローカーは、お客様が取引所外のデリバティブ取引を行う場合には、お客様に

明確に説明しなければなりません。取引所外市場には流動性の高いものもありますが、

取引所外、すなわち「譲渡不能」なデリバティブ取引は、オープンポジションを決済す

る取引市場がないため、取引所内のデリバティブ投資よりも大きなリスクを伴う可能性

があります（すなわち、これらは容易に換金できない証券である可能性があります）。

既存のポジションを清算したり、取引所外の取引から生じるポジションの価値を評価

したり、リスク・エクスポージャーを評価したりすることが不可能な場合があります。

ビッド価格とオファー価格を見積もる必要がなく、見積もりが行われたとしても、その

商品のディーラーによって設定されるため、結果的に何が公正な価格であるかを確立す

るのは難しいかもしれません。

5. 海外市場

海外市場には特有の市場リスクがあります。場合によっては、そのリスクが大きくなる

こともあります。ご要望に応じてお客様のブローカーは、取引する外国のブローカーの

債務不履行に対する責任の範囲を含め、関連する外国市場でのリスクおよび保護（もし

あれば）について説明しなければなりません。外国市場での取引または外貨建ての契約

による利益または損失の可能性は、外国為替レートの変動の影響を受けます。

6. 偶発債務取引

信用取引である偶発債務取引では、購入価格の全額をすぐに支払うのではなく、購入価

格に対して一連の支払いを行う必要があります。先物取引、差金決済取引、オプション

取引の場合、ポジションを構築・維持するためにブローカーに預けたマージンが全額失

われる可能性があります。市場がお客様に不利な方向に動いた場合、ポジションを維持

するために、急遽多額の追加マージンの支払いを要求されることがあります。必要な時

間内にそれができなかった場合、お客様のポジションは損失を伴って清算され、その結

果生じる損失をお客様が負担することになります。信用取引ではない場合でも、一定の

状況下では、契約時に支払った金額以上の支払い義務が発生することがあります。広く

認められた規則に基づいて取引が行われない偶発負債取引は、お客様をより大きなリス

クにさらす可能性があります。
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�. 担保

担保をブローカーに預けている場合、その扱いは取引の種類や取引場所によって異なり

ます。認知された投資取引所で取引を行い、その取引所（および関連する清算機関）の

規則が適用される場合と、取引所外で取引を行う場合とでは、担保の扱いに大きな違い

が生じる可能性があります。預けられた担保は、お客様に代わって取引が行われた時点

で、お客様の財産としてのアイデンティティを失う可能性があります。取引が最終的に

利益を生んだとしても、預けた資産と同じものが戻ってこない可能性があり、現金での

支払いを受けなければならない場合もあります。担保がどのように取り扱われるかは、

ブローカーに確認する必要があります。

8. 手数料および料金

取引を開始する前に、お客様は取引に起因する会社の報酬およびお客様が負担するこ

とになるその他の手数料の詳細に関するすべての関連する事実を入手する必要があり

ます。手数料が金額で表現されない場合（例えば、契約額に対するパーセンテージな

ど）、お客様は適切な例を含む明確な書面による説明を受け、そのような手数料が具体

的な金額でどのような意味を持つのかを確認する必要があります。先物の場合、手数料

がパーセンテージで請求される際には、それは通常契約総額に対するパーセンテージで

あり、単に最初の支払いに対するパーセンテージではありません。

9. 取引の停止

特定の取引条件の下では、ポジションを清算することが困難または不可能な場合があり

ます。例えば急激な価格変動があった場合、取引所の規則により取引が停止または制限

されるほど、一度の取引で価格が上昇または下降することがあります。逆指し値注文

は、市場の状況によっては指定した価格で実行できないことがあるため、必ずしもお客

様の損失を意図した金額に抑えることができません。

10. 清算機関の保護

多くの取引所では、お客様のブローカー（またはお客様に代わって取引を行う第三者）

による取引の履行は、取引所またはその清算機関によって「保証」されています。しか

し、この保証はほとんどの場合、お客様をカバーするものではなく、ブローカーや他の

当事者がお客様に対する義務を怠った場合には、お客様を保護できない可能性がありま

す。要望に応じてブローカーは、お客様が取引している取引所内デリバティブに適用さ

れる精算保証の下で提供される保護について説明しなければなりません。承認された

投資取引所の規則に基づいて取引されていない取引所外の商品には、精算機関はありま

せん。

11. 支払不能

お客様のブローカーの倒産や債務不履行、またはお客様の取引に関与した他のブロー

カーの倒産により、お客様の同意なしにポジションが清算されたり、決算されたりする

ことがあります。特定の状況下では、お客様が担保として差し入れた実際の資産が戻っ

てこない可能性があり、利用可能な支払いを現金で受け取らなければならない場合があ

ります。要望に応じてお客様のブローカーは、お客様の取引に関与した他のブローカー

の支払不能または債務不履行に対して、どの程度まで責任を負うかについて説明しなけ

ればなりません。

付則 2

補足的リスク警告通知

スポット外国為替取引（以下、「スポットFX」）および差金決済取引（以下「CFD」）

このリスク警告通知（以下「リスク警告通知」といいます）は、CFDおよびスポットFXの取

引のリスクをすべて開示することはできず、また開示していません。このリスク警告通知の

目的は、スポットFXとCFD取引の主なリスクを説明することにあります。スポットFXおよび

CFD取引に関連する特定のリスクは、当社のウェブサイトに掲載されている当社のリスク開

示説明に概説されています。

一般

スポットFX取引やCFD取引の基本的側面とそのリスクを理解していない限り、スポットFX

取引やCFD取引を行うべきではありません。例えば、ポジションのオープンとクローズ、ど

のように利益と損失が生まれるか、リスクと損失に対するお客様のエクスポージャーの程度

などです。

すべてのFXおよびCFD取引は、お客様の資金に大きなリスクを伴います。これらの商品は

すべての人に適しているわけではありません。お客様は、すべてのリスクを理解し、必要に

応じて独立したアドバイスを受ける必要があります。したがって、これらの金融商品の取引

は、(a)そのような取引に伴う経済的、法的、およびその他のリスクを理解し、それを引き

受ける意思があり、(b)当初のマージンおよびポジションを維持するためにAximTradeに

送金する追加資金を大幅に上回る損失に耐えることができる経済的能力を有する人にのみ適

しています。原商品の価格の動きに依存するお客様の潜在的損失は、お役様がAximTrade

に支払った入金額、マージン、その他の金額を超えることがあります。

スポットFXおよびCFD取引が自分の財務状況とリスクに対する姿勢に照らして自分に適して

いるか、お客様は納得している必要があります。スポットFXおよび/またはCFD取引が自分

に適しているかどうか疑問がある場合は、金融サービスの専門家から独立したアドバイスを

受けてください。AximTradeはそのようなアドバイスを提供しません。

お客様がAximTradeでスポットFXまたはCFD取引を行う際には、当社の注文執行方針

に基づいてAximTradeが設定した価格の動きに関連して注文を行うことになります。

AximTradeがお客様に提示する価格には、AximTradeがお客様の取引を例えば外国為替イ

ンターバンク市場での取引でカバーした場合に受け取る、または受け取ることが予想される

価格と比較して、スプレッド、マークアップ、またはマークダウンが含まれます。スプレッ

ド取引は、スポット外国為替市場や、お客様が本アカウントで取引する他のCFDの基礎とな

る特定の金融商品の市場では一般的ですが、お客様が掲示するマージンの大きさに関連して

スプレッドの合計の影響が大きくなる可能性があり、お客様が取引から利益を実現すること

がより困難になる可能性があることを認識しなければなりません。またAximTradeは、お

客様が決済しなかったスポットFX取引およびスポットCFD取引の自動繰上に関連して、金

利手数料を課すことがあります。お客様は、スプレッド、マークアップ、マークダウンに加

えて、そのような金利手数料が取引から利益を得る能力に与える影響を慎重に考慮する必要

があります。

CFDおよびスポットFX取引で利用できる「ギアリング」または「レバレッジ」（つまり、

AximTradeでポジションを開く際にお客様が提供する必要のある資金に対して入力できる

取引の想定サイズ）は、少額のマージン入金でも、利益だけでなく大きな損失につながる

ことを意味します。また、比較的小さな動きでも、それに比例して損失や利益が大きく変

動することがあり、これが不利に働くこともあれば有利に働くこともあります。

顧客同意書
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AximTradeにマージンとして預けた金額は、すべて失われる可能性があります。損失を特

定の金額に限定することを目的とした特定の注文（例えば、「ストップロス」や「リミッ

ト」注文）は、市場の状況や技術的な制限によりそのような注文を実行できないことがあ

るため、常に有効とは限りません。また、すべての注文（ストップロス注文を含む）にお

いて、お客様は短期間で（注文で制限することを意図した）損失を被る可能性があること

に注意してください。損失が発生した場合、AximTradeにその損失と、顧客契約に基づい

て支払わなければならないその他の金額（利息など）を支払わなければなりません。CFD

やスポットFX取引を行う場合は、この程度のリスクを受け入れる必要があります。

外国市場での取引または外貨建ての取引による利益または損失の可能性は、外国為替レート

の変動の影響を受けます。スポットFXおよび外貨建てCFDを含む外貨取引には、完全に自国

通貨建てで投資を行う場合にはないリスクが伴います。このようなリスクには、外国におけ

る政治的または経済的な政策の変更によるリスクが含まれますが、これに限定されるもので

はありません。このような変更は、外貨の条件、条項、市場性、または価格を実質的かつ恒

久的に変化させる可能性があります。また、外貨建て契約の取引（お客様の国または他の管

轄区域で取引されているかどうかを問いません）における利益または損失は、契約の通貨建

てから他の通貨に変換する必要がある場合には、通貨レートの変動の影響を受けます。

AximTradeは、お客様がAximTradeで実行したすべてのスポットFX取引とCFD取引に対

してリスクレスプリンシパルとしての役割を果たします。当社は、いかなる商品において

も市場を提供し続ける必要はなく、当社の絶対的な裁量により注文の受理を拒否すること

ができます。AximTradeが提供する市場（およびその価格）は、関連市場で提示される原

価格に由来します。AximTradeは、変動性があり予測不可能な原価格の動きを制御するこ

とはできません。それらの動きは、AximTradeの価格、お客様がポジションを開いたり閉

じたりできるかどうか、そしてその価格に影響を与えます。市場の変動期には、既存のポ

ジションを清算したり、オープンポジションの価値を評価したり、公正な価格を決定した

り、リスクへのエクスポージャーを評価したりすることが困難または不可能になることが

あります。このように、CFD取引とスポットFX取引にはリスクが伴います。AximTradeで

のCFDおよびスポットFX取引は規制された取引所では行われておらず、お客様が締結した

契約に基づくお客様への支払い義務を保証する清算機関やその他の中央決済機関もありま

せん。そのため、CFDやスポットFX取引は、他の取引商品に比べて著しく大きなリスクを

負うことになります。お客様は、当社と締結するすべてのCFDおよび/またはスポットFX

取引の履行とマージンの返還を、AximTradeにのみ求めることができます。AximTrade

の破産または債務不履行により、お客様のアカウントで行われたすべてのポジションの価

値が失われ、未決済のポジションからさらに損失が発生する可能性があります。

AximTradeは、CFDおよびスポットFXのマーケットメーカーとして、お客様は入手できな

い情報にアクセスできる可能性があり、お客様は入手できない価格で取引ポジションを取

得している可能性があり、お客様の利益とは利益が異なる可能性があります。AximTrade

は、自身が持っている市場やその他の情報をお客様に提供したり、自身の取引を変更した

り控えたりする義務を負うものではありません。

ご理解いただけない点がある場合は、当社サポートチーム（support@aximtrade.com）

までご連絡ください。

付則 3

リスク開示

お客様は、ご自身の知識や経験の及ばないリスク、および/または、お客様に対する影響を

軽減するために評価および/または管理するための適切な知識や経験を有していない可能性

のあるリスクにさらされる可能性があることに留意する必要があります。当社の商品は、高

度にレバレッジされたマージン取引に基づいています。他のデリバティブ商品と同様、この

ような契約は非常に高いリスクを伴い、このような商品を取引することは、投資家が利益を

得ると同時に大きな損失を被る可能性があります。AximTradeが提供する商品の価格は上

がることも下がることもあり、ある状況下では投資家は投資を全て損失する可能性があり

ます。投資家は、これらの商品への投資に伴うリスクを評価する必要があります。また、法

的、財務的、税務的、会計的、およびその他の専門的なアドバイザーに相談し、いかなる決

定も投資家の状況と財務的立場にとって適切であることを確認する必要があります。

差金決済取引（「CFD」）は、マージンで取引される複雑な金融商品です。CFDの取引には

高度なリスクが伴います。お客様の資本がすべて失われる可能性もあります。これらの商品

はすべての人に適しているわけではないため、お客様は関連するリスクを理解しておく必要

があります。必要に応じて独立した専門家のアドバイスを受けてください。このような取引

がお客様に適しているかどうかは、関連するすべての状況とお客様の個人的な資源を考慮し

て慎重に検討してください。マージンを使った取引では、取引のために割り当てられた資本

を完全に失うことがあります。当社は、顧客がマージン要件を満たすためにアカウント残高

のすべてを使うことをお勧めしません。顧客は、レバレッジ制限の変更を要求することによ

り、エクスポージャーレベルを最小化することができます。ただし、レバレッジ制限を下げ

ると、顧客のアカウントはより厳しいマージン要件の対象となります。失う余裕のある資金

でのみ投機を行ってください。

また、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続の障害など、インターネットまた

はモバイルベースのシステムを使用したFX/CFD取引に伴うリスクを認識しておく必要があ

ります。

本サイトおよび本サービスは、本サイトに掲載されている金融データや市場情報、および金

融契約を締結することのメリットやリスクを評価できるだけの、金融に関する十分な経験と

知識を有する個人または団体を対象としており、そのような個人または団体のみが利用する

ことができます。

本サービスを利用することによりお客様は、本サービスに関連するすべてのリスクを認識

し、参加するための資金を調達する能力があること、また、本サイト、本サービスおよび

コンテンツの利用は、お客様自身の判断と責任において行われるものであり、その結果生

じるいかなる結果についてもお客様が単独で責任を負うことを認めます。

詳細については、当社ウェブサイト（https://www.aximtrade.com/risk-disclosure）に

掲載されている当社のリスク開示をご参照ください。

また、当社ウェブサイトのコンテンツは情報提供のみを目的としており、推奨やアドバイス

を意図したものではありません。過去の価格の動きは、将来の価格の動きを確実に示すもの

ではなく、市場の動向は時間とともに大きく変化する可能性があることをご理解ください。

AximTradeで行われるすべてのビジネスや投資については、顧客が唯一の責任を負うこと

になります。
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付則 5

取引プラットフォームに適用される規約

AximTrade取引プラットフォーム

1. お客様に代わって自動で逆指値注文を行うことはありません。お客様は逆指値注文を

行うことができますが、それはお客様自身のリスクで行うものであり、当社はその実

行を保証するものではないことをご理解いただくことが重要です。例えば、市場がス

トップロス価格レベルで取引されずに通過した場合、ストップロス注文はストップロ

ス価格では執行されず、最初に利用可能な市場価格でトリガーされ執行されます。

2. 同じ商品でロングとショートのオープンポジションを同時に持つことができます。

3. 第4.1条に従って当社が設定した一定レベルをお客様のアカウントのエクイティが下

回った場合、マージンコールが毎日お客様に送信されることがあります。さらに、取

引プラットフォームのお客様のアカウントエリアに毎時アラートが送られることもあ

ります。AximTradeはまた、当社の絶対的な判断で、以下の場合には、事前の通知

なしにすべての未決済の契約を終了する権利を有します。

4. 取引額を選択しても、取引される契約サイズは表示されません。当社の標準ロット、

または標準ロットの端数で表される数量のみが表示されます。例えば、1ロット、

0.50ロット、0.02ロットなどで選択することができます。

5. お客様の本アカウントの残高が、第4.1条に従って当社が設定し、お客様に通知した

マージン要件（「クローズアウトレベル」）を大幅に下回った場合、アカウントを

クローズアウトレベル以上にするために、ダウンロードプラットフォームを使用し

てAximTradeがポジションを自動的にクローズアウトします。別段の定めがない限

り、デフォルトの「クローズアウトレベル」は、アカウントのエクイティがオープン

ポジションのマージン要件の20%を下回ったときです。当社はまず、最大の損失を出

しているポジションを決済します。その後もアカウントのエクイティがクローズアウ

トレベルを下回っている場合、ダウンロードプラットフォームは次に大きな損失を出

しているポジションをクローズアウトします。これは、マージン要件に対する自己資

本比率がクローズアウトレベルを超えるまで続きます。多くの商品で複数のポジショ

ンを持っている場合、ヘッジで保護されているポジションの損失が最大であれば、そ

のポジションが最初にクローズされる可能性があります。これにより、さらなる精算

が発生する可能性があります。

6. 未実現の利益は、第4.1項のもと、新たなポジションを建てるために必要な金額に算入

されます。

7. お客様がダウンロードプラットフォームの顧客である場合、本アカウントで「ヘッ

ジ」が認められます。つまり、お客様は本アカウントで同じ証券/商品の「ロング」

と「ショート」の両方のポジションを持つことができます。

お客様の取引プラットフォームのログイン認証情報の保護:

当社のセキュリティおよび機密保持手続きの一環として、以下のガイドラインを改めて

ご確認ください。

• お客様のユーザーIDとパスワードは、お客様がアカウント開設時に登録したE

メールを介してのみ伝達される、固有かつ機密のものです。

• この安全なログイン情報を他人に開示してはならず、また、第三者にパスワー

ドを発見されないように、可能な限りの注意を払わなければなりません。

• お客様は、お客様のアカウントで行われたすべての取引について、オンライン

資格情報を使いお客様が知っているかどうかにかかわらず、すべての責任を負

います。

• パスワードやその他のログイン情報を紛失したり盗まれたりした場合には、直

ちにAximTradeに通知しなければなりません。

• ログイン情報の盗難や紛失のタイムリーな通知を行わなかったり、報告が遅れ

たりすると、お客様は自分のアカウントで実行されたすべての取引に対して責

任を負うことになります。

• パスワードは定期的に変更し、自分の名前や誕生日など予測可能なパスワード

は使用しないように強くお勧めします。

付則 6

ストップ・リミットオーダーに適用される条件

すべてのストップ・リミットオーダーには、以下の条件が適用されます。

当社は、当社の絶対的な裁量により、当該商品に関する当社の気配値がお客様の指定した

水準に達したとき、またはそれを超えたときに、お客様から取引を開始または終了する指示

（「ストップまたはリミットオーダー」）を受け付けることができます。お客様は、ご自身

の指示を限られた期間または無期限に適用するよう指定することができます（「キャンセル

するまで有効」または「GTC」注文）。当社がストップ・リミットオーダーを受け付けた場

合、当社の現在の気配値のレベルがお客様のストップ・リミットオーダーのレベルに達した

とき、またはそれを超えたとき、お客様の注文は、以下の条件のもと、お客様のストップ・

リミットオーダーのレベルで自動的に執行されます。お客様は、原市場が急速に動いている

場合、お客様の注文が実行されるまでに当社の見積りがお客様のストップまたはリミット

オーダーのレベルを超えている可能性があること、特に、関連する原市場が前回の終値から

ギャップを持って開き、当社の見積りがお客様のストップまたはリミットオーダーの価格を

超えている場合、お客様の注文は市場の開始価格または合理的に入手可能な最も早い時点で

の価格から得られるAximTradeの見積り価格で行われることをご了承ください。

お客様は、当社の事前の同意を得て（当社は不合理に同意を留保することはしません）、当

社の気配値が当該レベルに到達する前、または当該レベルを超える前に、いつでもストッ

プ・リミットオーダーのレベルを取り消しまたは修正することができます。ただしそのレベ

ルに達した後は、注文のレベルを取り消すことも修正することもできません。お客様が取引

を開始し、当該取引を終了または一部終了させることが可能なストップまたはリミットオー

ダーを発注し、その後、ストップまたはリミットオーダーのレベルに達する前に当該取引ま

たはその一部を終了させることを当社に指示した場合、当該注文の有効性を維持することを

望まない場合には、ストップまたはリミットオーダーを取り消すのはお客様の責任です。お

客様が当初の取引を終了し、ストップまたはリミットオーダーを取り消さなかった場合当社

は、当社の絶対的な裁量により、当社の気配値がストップまたはリミットオーダーのレベル

に達したとき、またはそれを超えたときに、そのストップまたはリミットオーダーをお客様

による新たな取引の指示として扱う権利を有するものとします。

すべてのストップまたはリミットオーダーには、以下の条件が適用されます。

a) お客様が取引の全てではなく一部の決済を指示した際、お客様が決済を指示した取引

部分と、お客様の決済指示を実行した場合に未決済となる取引部分の両方が、その

時々に有効な最小取引サイズと同等以上でない限り、当社はストップまたはリミット

オーダーを受け付けません。

b) お客様が当社に取引の開始を指示した時点で、お客様が債務不履行事由を犯していな

いこと。

c) お客様が取引の開始または終了を当社に指示したインターネットセッションが、お客

様の指示を当社が実行したことを確認する前に、当社の合理的な支配を超える状況の

結果として終了した場合、ストップまたはリミットオーダーは有効になりません。

d) お客様が開いたすべての取引は、アカウントまたはすべての取引に関して有効な信用

限度またはポジション限度の範囲内でなければなりません。

e) ストップまたはリミットオーダーの指示は、お客様が当社に取引の開始または終了を

指示する投資に関する通常の取引時間内に当社に与えられなければなりません。関連

する取引時間の詳細はウェブサイトに掲載されています。

顧客同意書
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付則 7

上場株式のCFDに適用される条件

以下の条件は、上場株式のCFDに関する本アカウントのすべての取引に適用されます。

当社が提供する限られた上場株式のCFDは、原証券の価格変動に対するエクスポージャーを

提供しますが、現金決済されるため、原証券の引渡しを受ける権利はありません。

A. 配当金

お客様がCFDを保有している原証券の配当落ち日が発生した場合、配当調整が適用され

ます。お客様が未決済のロングポジションを持っている場合、配当調整額は10％のサー

ビス料を差し引いてアカウントに入金されます。未決済のショートポジションがある場

合、配当調整額はアカウントから全額引き落とされます。配当金の調整は税金の調整を

伴わない総額で行われます。そのような支払いに関する税金の支払責任はお客様にあり

ます。

B. 企業イベント

当社は、以下のコーポレートアクションのみを処理します。 

a) 配当金

b) ボーナス株（配当金とよく似ています）

c)  株式分割(可能な場合のみ)

CFDの未決済ポジションの基礎となる株式が他のコーポレートアクション（例えば、

ボーナス発行、再分類、分割、統合、無料配布、スクリップまたは権利発行、または

同様のイベント）の対象となる場合、当社はお客様に通知した上で、そのような未決済

CFDポジションを決済することができます。

また、お客様が未決済のCFDを保有している会社に対して買収提案がなされた場合、

またはCFDの提供構成の変更が必要な場合、当社はお客様に通知した上で、そのような

未決済のCFDポジションを決済することができます。当社がそのようなポジションを決

済する価格は、当社の絶対的な裁量で誠意を持って設定する価格となります。

お客様が未決済のCFDを保有している会社が倒産やそれに類する事態に陥った場合、ま

たは何らかの理由でその会社の株式の取引が停止された場合、当社はお客様との間で関

連取引の終了日および終了価格について合意するよう努めます。そのような合意がない

場合、当該取引は、問題となっている会社の株式の取引が再開されるか、当該会社が債

務超過に陥るか、その他の方法で解散するまで、未解決のままとなります。このような

場合、両社の間に合意がない場合、当社は誠意をもって未決の取引の終値および価格を

決定します。

C. 価格の提示

一般的にCFD価格を提示する対象となる有価証券について、その有価証券が上場してい

る市場で提示されていないなどの理由により、当社が利用可能な価格がない場合、当社

は一般的に当該有価証券のCFD価格を提示しません。このような場合当社は、価格が利

用できないことによりお客様に生じる遅延や損失について、一切の責任を負いません。 

D. 用語

本付則で言及されている「配当」、「買収」、「合併」などの市場用語は、金融市場で

一般的に使用されている用語として理解されることを意図しています。紛争が生じた場

合は、公正かつ決定的で拘束力のある方法で、かかる用語の正しい解釈を当社が決定し

ます。
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