
新旧対照表 

 

アイネット証券 

【（為 0018-21】店頭外国為替証拠金取引説明書（法人）（改訂日 2017/02/20） 

新 旧 

２－１． ＦＸサービスのルール 
当社のＦＸサービスには、２種類の取引サービスがあります。 
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取引サービス サービスコース サービスの特徴 

Ｆ
Ｘ
サ
ー
ビ
ス 

アイネットＦＸ アイネット法人 裁量取引 

ループイフダン
※ 

ループイフダン法人 自動売買取引 

※ ループイフダンのご利用にあたっては別途投資顧問契約の締結が必要とな
ります。 

以下、特に記載のない限り、アイネット FX、ループイフダンに共通した取引ルー
ルです。 
 
ルール 4 取引証拠金 

取引証拠金とはポジションを保有するのに必要な証拠金をいい通貨ペア毎に
異なります。取引証拠金は毎週火曜日の午前 7時 5分（サマータイム期間中
は午前 6時 5分）に改定されます。取引証拠金については、当社ホームペー
ジ上の 「アイネットＦＸ取引要綱詳細」及び「ループイフダン取引要綱詳
細」を参照下さい。 

 
 
ルール 16 自動ロスカット 
（1） ＦＸサービスでは、原則１分以内の間隔で行われる時価評価により有効

証拠金（ルール 15参照）が、取引証拠金額の 50％を下回った場合、損失の
拡大を防ぐため、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済
いたします。また、その際に、未約定注文である指値注文等についても全
て取消が行われます。（※） 
※ロスカット判定及び決済注文処理は、そのときの相場状況（流動性の低
下、カバー先との注文状況等）や対象となるデータ量等により、必ずしも
即時完了するとは限らず、判定処理及び決済処理等に遅延が生じる可能性

２－１． ＦＸサービスのルール 
当社のＦＸサービスには、２種類の取引サービスがあります。 
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取引サービス サービスコース サービスの特徴 
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アイネットＦＸ ３コース 
アイネット 25法人 
アイネット 50法人 
アイネット 100法人 

裁量取引 

ループイフダン
※ 

１コース ループイフダン 自動売買取引 

※ ループイフダンのご利用にあたっては別途投資顧問契約の締結が必要となり
ます。 

以下、特に記載のない限り、アイネット FX、ループイフダンに共通した取引ルール
です。 
 
ルール 4 取引証拠金 
（１） 取引証拠金はポジションを保有するのに必要な証拠金をいいます。通貨

ペア及び商品毎に異なります。取引証拠金については、当社ホームページ
上の 「アイネットＦＸ取引要綱詳細」及び「ループイフダン取引要綱詳
細」を参照下さい。 

（２） 取引証拠金は為替変動により変更されることがありますので、為替相場
の変動次第で資金の追加が  必要になる場合もあります 

 
ルール 16 自動ロスカット 
（1） ＦＸサービスでは、原則１分以内の間隔で行われる時価評価により有効証

拠金（ルール 15参照）が、各コースに定められたロスカット値を下回った場
合、損失の拡大を防ぐため、お客様が保有する全てのポジションを成行注文
にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値注文等につい
ても全て取消が行われます。（※） 
※ロスカット判定及び決済注文処理は、そのときの相場状況（流動性の低下、
カバー先との注文状況等）や対象となるデータ量等により、必ずしも即時完
了するとは限らず、判定処理及び決済処理等に遅延が生じる可能性がありま



があります。その為、ロスカット値と乖離して約定する場合があり、預託
資金以上の損失が発生する可能性がございます。当社ではロスカット値を
乖離した分の差額の補填及び約定値の修正等は行いません。また、ロスカ
ット判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及
び判定値を保証するものではありません。 
 

＜ロスカット値＞(以下削除) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  
～  （現行通り） 
（5） 
ルール 17 証拠金判定と強制決済   
アイネット FX 及びループイフダンでは、一日一回（米国が標準時間適用期間中
は午前 6時 45分，米国がサマータイム適用期間中は午前 5時 45分）、お客様の

す。その為、ロスカット値と乖離して約定する場合があり、預託資金以上の
損失が発生する可能性がございます。当社ではロスカット値を乖離した分の
差額の補填及び約定値の修正等は行いません。また、ロスカット判定後に全
ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証す
るものではありません。 
 

＜ロスカット値＞  
●アイネットＦＸのロスカット値 
アイネット２５（法人）〔レバレッジおよそ 25 倍〕取引証拠金総額の 15.0％の
額 

アイネット５０（法人）〔レバレッジおよそ 50倍〕取引証拠金総額の 30.0％の
額 

アイネット 1００（法人）〔レバレッジおよそ 100倍〕取引証拠金総額の 50.0％
の額 

●ループイフダンのロスカット値 
ループイフダン 〔レバレッジおよそ 25倍〕 取引証拠金総額の 100.0％の額 
例１：アイネット２５（法人）：有効証拠金 \100,000 で USD／JPY（取引証拠

金\40,000 のとき）を１ロット買付けた場合、USD／JPY の Bid レートが
買付価格より 9円 40銭を上回って下落するとロスカットとなります。（本
例においては他にポジションがないとき、またスワップポイントは考慮
しておりません。） 

例２：アイネット５０（法人）：有効証拠金 \100,000 で USD／JPY（取引証拠
金\20,000 のとき）を１ロット買付けた場合、USD／JPY の Bid レートが
買付価格より 9円 40銭を上回って下落するとロスカットとなります。（本
例においては他にポジションがないとき、またスワップポイントは考慮
しておりません。） 

例３：アイネット 100（法人）、 有効証拠金 \100,000 で USD／JPY（取引証
拠金\10,000 のとき）を１ロット買付けた場合、USD／JPY の Bid レート
が買付価格より 9 円 50 銭を上回って下落するとロスカットとなります。
（本例においては他にポジションがないとき、またスワップポイントは
考慮しておりません。） 

例 4：ループイフダン ：有効証拠金 \10,000で USD／JPY（取引証拠金\4,000
のとき）を１ロット買付けた場合、USD／JPYの Bidレートが買付価格よ
り 6円を上回って下落するとロスカットとなります。（本例においては他
にポジションがないとき、またスワップポイントは考慮しておりませ
ん。） 

 
(2)  
～  （省略） 

（5） 
   （新設） 
 
 



有効証拠金が取引証拠金以上となっているかを判定します。この時点で、有効証
拠金が取引証拠金を下回っている場合、お客様が保有する全ての未決済ポジショ
ンを成行注文にて強制決済します。また、その際には未約定注文である指値注文
等についても全て取消を行います。 
※ 海外市場の休場，欧米のクリスマス期間，元旦等は、判定を行う時刻が変

更となります。 
 

（※以下ルール Noのみ改定） 
ルール 18 取引対象通貨 
ルール 19 注文形態 
ルール 20 許容スリップ 
ルール 21 注文の有効期限 
ルール 22注文の執行 
ルール 23利用時間 
ルール 24 ロールオーバーの時間 
ルール 25 サービス停止（メンテナンス）時間 
ルール 26 税金について 
ルール 27 情報セキュリティロック 
ルール 28 ループイフダン注文 
 
２－４．店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項 
（24）通貨関連デリバティブ取引（店頭外国為替証拠金取引を含みます。（25）に
おいて同じ。）につき、顧客が預託する証拠金額（計算上の損益を含みます。）が
約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を
預託させることなく当該取引を継続すること 
（25）通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客
が預託した証拠金額（計算上の損益を含みます。）が維持必要預託額に不足する場
合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ルール 17 取引対象通貨 
ルール 18 注文形態 
ルール 19 許容スリップ 
ルール 20 注文の有効期限 
ルール 21注文の執行 
ルール 22利用時間 
ルール 23 ロールオーバーの時間 
ルール 24 サービス停止（メンテナンス）時間 
ルール 25 税金について 
ルール 26 情報セキュリティロック 
ルール 27 ループイフダン注文 
 
２－４．店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項 
（新設） 

 
 
 
（新設） 

 

 


