
Copyright© MoneyPartners Co . , Ltd. All Rights Reserved.  

株式会社マネーパートナーズ（本社：東京都港区 代表取締役：奥山泰全 以下：マネーパートナーズ）は、本日より
『ＳＵＰＥＲ乗り換えキャンペーン』を開催いたします。 
 
マネーパートナーズでは、本年6月以降、当社100％親会社の株式会社マネーパートナーズグループ上場10周年を記念し
まして、史上最大の大還元祭と題し、10週連続で今までにない大規模な企画を実施してまいりました。 
 
現在開催中のスプレッド縮小第10弾キャンペーンを一旦のフィナーレとしておりましたが、ご好評につきまして、前代未聞では
ございますものの、フィナーレを取消し、新企画を発表いたします。 
 

 
     マネパ史上最大の大還元祭 
     祭その1２  ＳＵＰＥＲ乗り換えキャンペーン 
             詳細URL：https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_09-1.html 

             期間：2017年９月４日(月)～2017年１０月３１日(火) 営業終了まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 9月に当社に口座開設をされた「はじめまして」のお客様、または、既に口座をお持ちで一定期間お取引のなかった、「お久しぶり
です！」のお客様を対象に２つの特典をご用意しました。 
他社でのお取引実績をご提示いただいた上で、当社でお取引いただけると、最大で50万3000円のキャッシュバックがございます。 
対象は「パートナーズＦＸ」です。 
 
また、開催中のマネパカード利用額最大１００％キャッシュバックのキャンペーンと併用いただくと、大口取引をされるお客様には、

なんと最大で月間100万円のキャッシュバックがございます。 
 
詳細につきましては、ぜひ上記ＵＲＬをご確認ください。 
 
 
 

 

 ＜マネーパートナーズグループ上場10周年記念 史上最大の大還元祭フィナーレ取消！＞ 
 

ＳＵＰＥＲ乗り換えキャンペーン開催 

   平成29年９月５日 
   株式会社 マネーパートナーズ 



Copyright© MoneyPartners Co . , Ltd. All Rights Reserved.  

現在開催中のキャンペーンはこちらです。 
 
 

祭その1１  まだまだ攻めの姿勢で 人気通貨ペアスプレッドを引き続き縮小！ 
             詳細URL：https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_08-3.html 
             期間：2017年08月23日(水)～2017年09月12日(火) 営業終了まで 

対象通貨ペア キャンペーンスプレッド 

EUR/JPY(ユーロ/円) 0.6銭   ⇒0.4銭 

EUR/USD(ユーロ/米ドル) 0.5pips ⇒0.3pips 

AUD/JPY(豪ドル/円) 0.7銭   ⇒0.6銭 

GBP/JPY(英ポンド/円) 1.1銭   ⇒0.9銭 

NZD/JPY(NZドル/円) 1.2銭   ⇒1.0銭 

ZAR/JPY(南アランド/円) 1.2銭   ⇒1.0銭 

TRY/JPY（トルコリラ/円） 2.9銭   ⇒1.9銭 

GBP/USD(ポンド/米ドル) 1.9pips ⇒0.8pips 

AUD/USD(豪ドル/米ドル) 1.4pips ⇒0.8pips 

※1 当社調べ（矢野経済研究所「有力FX企業16社の月
間データランキング-2017年6月」において「取引高」に掲載
されている各社のウェブサイトよりスプレッドを調査し判断） 
 
※原則固定(例外あり)当キャンペーンスプレッドはコアタイム
（8：00～28：00、トルコリラ/円のみ10：00～28：
00）のみの適用となります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時 
 などは、スプレッドを拡大させていただく場合がございます。 

 

祭その１ マネパカード国内利用キャッシュバック最大100％ 
               詳細は https://card.manepa.jp/information/campaign/cp_201706.html 
                    期間：2017年7月1日（土）より2017年12月31日（日）まで 
 

 
ＦＸと併用なら国内利用で最大100％還元の「ぢゃりんぢゃりんキャンペーン」 
・マネパカードをお持ちのお客様：1.5％（全員が対象） 
・FX口座をお持ちのお客様：1.7％ 
・月間のFX取引量が1万以上10万未満のお客様：1.8％ 
・月間のFX取引量が10万以上1000万未満のお客様：2.0％ 
・月間のFX取引量が1000万以上1億未満のお客様：3.0％ 
・月間のFX取引量が1億以上3億未満のお客様：6.0％ 
・月間のFX取引量が3億以上5億未満のお客様：15.0％ 
・月間のFX取引量が5億以上10億未満のお客様：30.0％ 
・月間のFX取引量が10億以上15億未満のお客様：60.0％ 
・月間のFX取引量が15億以上20億未満のお客様：80.0％ 
・月間のFX取引量が20億以上のお客様：100.0％ 
※マネパカードでの国内利用金額を上限に、上記キャッシュバック率を適用した金額をキャッシュバックします（上限/月50万円）。 
※PFX、PFXnanoでのFX取引が対象となります。 
※取引量の単位は通貨単位です。 
※当キャンペーンは、CFD取引も対象です。（GOLD/USD1枚、Silver/USD1枚をFX取引1万通貨相当として算出します。） 
※キャッシュバック率は、キャンペーン実施当月のFX口座保有状況ならびにお取引実績をもとに決定させていただきます。  
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史上最大の大還元祭では、このような企画が開催されました。 
 
     祭その２ 10週連続企画第１週目 人気4通貨ペアスプレッド縮小 
            詳細は https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_06.html 
              期間: 本キャンペーンは終了いたしました 

メイン商品であります「パートナーズＦＸ」でご提供する下記通貨ペアの取引スプレッドを縮小いたします。 
 

 
                               ※コアタイム（8時～28時）の原則スプレッド（例外あり）となります。 

                                           早朝・相場変動時・指標発表時・市場の流動性低下時はやむを得ず 
                                           スプレッドを拡大させて頂く場合がございます。 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           祭その３    10週連続企画第2週目 株式売買手数料無料キャンペーン 
             詳細は https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_06-2.html 

             期間：本キャンペーンは終了いたしました 

【申込みについて】 
キャンペーン対象のお客様は自動的にエントリーされます。ご参加にあたって、お客様側でのエントリー操作は不要です。 
法人口座のお客様もご参加いただけます。 
【お取引について】 
1日の買付約定代金が200万円を超える部分については手数料が掛かります。 
電話でのお取引および書面の電磁交付非同意の方はキャンペーンの対象となりません。 
【特典付与について】 
買付手数料は、買付注文の約定時点で一旦手数料が差し引かれますが、16時ごろ再計算されて無料になります。（1日の買
付代金200万円を超えた場合は、200万円を超えた分に対して0.1512％を手数料として頂戴します。） 
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祭その4改   ユーロ/円 0.6銭→0.4銭  ユーロ/ドル 0.5pips→0.3pips にスプレッド縮小！ 

           詳細は https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_06-3.html 

           期間：本キャンペーンは終了いたしました 

 ※当キャンペーンスプレッドはコアタイム（8:00～28:00）のみの適用とな
ります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時などは、スプレッ
ドを拡大させていただく場合がございます。 

           祭その5   トルコリラ/円 2.9銭→1.9銭  
              詳細は https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_07.html 

              期間：本キャンペーンは終了いたしました 
 

 
 
 

 

 

 

 

          祭その6   豪ドル/米ドル 1.4pips⇒0.8pips  英ポンド/米ドル 1.9pips⇒0.8pips 
             詳細は https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_07-2.html 

             期間：本キャンペーンは終了いたしました 
 

 
※当キャンペーンスプレッドはコアタイム（8:00～28:00）のみの 
 適用となります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時などは、 
 スプレッドを拡大させていただく場合がございます。 

※当キャンペーンスプレッドはコアタイム 
（10:00～28:00) のみの適用となります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時などは、 
  スプレッドを拡大させていただく場合がございます。 

      祭その7   マネパランボ特別ご招待キャンペーン 
               詳細は https://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_07-3.html 
              期間：本キャンペーンは終了いたしました 

 夏の連戦となる富士・鈴鹿でのレースで、お客様をマネパランボルギーニピットへ
ご招待・ウラカンコックピットでの撮影が可能です。 
 
同時に、ドライバーサイン入りウラカンの使用済みブレーキローターをプレゼントい
たします。 
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        祭その8   人気通貨スプレッド引き続き縮小 
                 詳細はhttps://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_07-4.html 
                  期間：本キャンペーンは終了いたしました 

 ※原則固定(例外あり) 
 当キャンペーンスプレッドはコアタイム（8：00～28：00、 
 トルコリラ/円のみ10：00～28：00）のみの適用となります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時などは、 
  スプレッドを拡大させていただく場合がございます。 

マネーパートナーズは攻め続けます。 

今後とも、マネーパートナーズの各サービスをどうぞご贔屓ください。 

        祭その9   ポンド/円 1.0銭→0.9銭 
                 詳細はhttps://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_08.html 
                   期間：本キャンペーンは終了いたしました 
 

 
※原則固定(例外あり) 
 当キャンペーンスプレッドはコアタイム（8：00～28：00、 
 トルコリラ/円のみ10：00～28：00）のみの適用となります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時などは、スプ
レッドを拡大させていただく場合がございます。 

        祭その10   スプレッド縮小継続決定！ 
                 詳細はhttps://www.moneypartners.co.jp/campaign/2017/special_08-2.html 
                   期間：本キャンペーンは終了いたしました 
 

 
※原則固定(例外あり) 
 当キャンペーンスプレッドはコアタイム（8：00～28：00、 
 トルコリラ/円のみ10：00～28：00）のみの適用となります。 
 
※早朝・相場急変時・指標発表時・市場の流動性低下時などは、スプ
レッドを拡大させていただく場合がございます。 

マネーパートナーズの顧客満足度1位のＦＸ 
当社は、「自分がお客様の立場なら嬉しいと思えることを出来るだけ実現する。」「お客様目線で精一杯取り組む中でお客様と
一緒に成長してこそ会社の存在価値がある」という想いで、お客様に喜ばれるよう、他社にないサービスを、見える部分に限らず
様々に取り組んでおります。最新の2016年度オリコン日本顧客満足度ランキング「ＦＸ取引」で顧客満足度1位の評価を頂
きました。 
 
5月はお客様のご要望にお応えして、10回のサービス改良を実施 
今月の上場10周年に先立ち、本年5月には、トルコリラ円の銘柄追加の他、9段階という怒涛のスプレッド縮小を行いました。 
現在の各通貨ペア以外のスプレッドはこちらです。 
https://www.moneypartners.co.jp/fx/partnersfx/commission.html 
 
なお、スプレッド縮小に際しましても、当社最大の強みでもある、見た通りの価格でスリッページなく約定する「約定力」は、従来
通りの100％約定の商品力をキープしております。マネーパートナーズは、8年連続、約定力No.1です。 
 ※株式会社矢野経済研究所 平成28年12月実施「主要ＦＸ会社7社へのＦＸサービスパフォーマンステスト」において。 
   パートナーズＦＸのＰＣからのストリーミング注文について測定 
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FX取引（外国為替証拠金取引）、商品CFD取引および証券取引に関するご注意 
 

パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およ
びスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性が
あるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の
額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額（スプレッド）があります。 
 

取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの受渡取引に限り、1通貨単位あたり
0.10円の手数料をいただきます。 
 

パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25

倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、取引の額の4%の額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペ
アごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額で、証拠金の約25倍までの取引が
可能です。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量
的計算モデルを用い算出します。 
 

CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。 国
内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2.7％の手数料（消費税込み）、最低手数料は取引形態
等により異なり最大で2,700円（消費税込み）をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替

相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の
悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）があります。 

取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。 

〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者） 
 

〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長（金商）第2028号 

〈加入協会〉日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 

株式会社マネーパートナーズ 
URL:    http://www.moneypartners.co.jp/ 
会社名     株式会社マネーパートナーズ  
所在地   東京都港区六本木３－２－１六本木グランドタワー33階 
設立    2008年5月9日  
代表者   代表取締役社長奥山泰全  
事業内容 金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引 
       有価証券関連業務及びこれに付随する一切の業務 
       外国通貨の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理 
       その他これに付随する業務 
       金融商品取引業及びこれに付随する業務 
       資金移動業 商品先物取引業  
資本金     31億円（平成29年3月31日現在） 
 
 
 


