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※アンダーラインを引いている部分が今回改訂される箇所になります。 

改訂書面：改訂書面：改訂書面：改訂書面：「パートナーズ「パートナーズ「パートナーズ「パートナーズ FXFXFXFX 取引ガイド」取引ガイド」取引ガイド」取引ガイド」    

改訂日改訂日改訂日改訂日    ：平成：平成：平成：平成 27272727 年年年年 7777 月月月月 25252525 日改訂日改訂日改訂日改訂 

旧旧旧旧    新新新新    

Ⅱ契約の概要 

2.2.2.2.取引口座について取引口座について取引口座について取引口座について    

(1)～(2) （省略） 

(3)情報ツール 

パートナーズＦＸの取引口座を開設いただきますと、情報ツ

ール（各種のニュース・情報やチャートシステム）を無料でご

利用いただけます。ただし、口座開設後 1 ヶ月を経過した

後、建玉がなく、パートナーズ FX、パートナーズ FXnano、

CFD-Metals および証券口座の純資産合計額に未使用預り

金を加えた額が 5,000 円に満たない場合、情報ツールのご

利用を制限させていただくことがあります。 

 

9. 9. 9. 9. 取引単位・証拠金・入出金取引単位・証拠金・入出金取引単位・証拠金・入出金取引単位・証拠金・入出金    

(1)（省略） 

(2)証拠金の預託先・入出金等について 

パートナーズ FX 口座における預り金は、未使用預り金と受

入証拠金とに分かれています。振込入金された資金の入金

先は受入証拠金に設定されていますが、円の振込みにつき

ましては入金先を未使用預り金に設定変更することが可能

です。未使用預り金としてお預かりしている金銭は、FX 取引

の証拠金として計算されません。取引を行うには、新規の売

付け取引又は買付け取引の注文を出す前に、必要な金額

を受入証拠金として預託していただきます。証拠金の預託

先は当社です。当社がお客様から預託を受ける証拠金は

日本円及び当社の定める通貨の現金です。また、代用有価

証券を預け入れる場合には、代用評価額が FX 取引の純資

産に加算されます。有価証券により代用する場合の有価証

券の種類、代用価格等については、下記(3)のとおりです。 

 

預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超

過している金額の全部又は一部を会員専用サイト内にて未

使用預り金に移動させ、未使用預り金を当社に返還請求す

ることができます。未使用預り金は、原則としてその全額が

出金可能額ですが、パートナーズ FX または当社内の他の

口座においてマイナス残高の通貨を有する場合には出金を

制限させていただきます。当社からの出金は、原則として円

の場合は翌日（金融機関の営業日）、外貨の場合は３営業

日後（国内外の金融機関の休日を除く）に登録されたお客

様名義の金融機関の口座に振込まれます。なお、証拠金を

有価証券にて代用している場合の当該有価証券の返還請

求については、当社コールセンター（ フリーダ イヤル

0120-894-707）にご連絡ください。 

◎出金手数料 

当社からの出金に係る銀行手数料等につきましては、原則

当社が負担いたしますが、以下の場合にはお客様より出金

手数料を未使用預り金より差し引かせていただきます。出

金手数料を差し引いた円の残高がマイナスとなる出金は受

付できませんのでご注意ください。 

Ⅱ契約の概要 

2.2.2.2.取引口座について取引口座について取引口座について取引口座について    

(1)～(2) （省略） 

(3)情報ツール 

パートナーズＦＸの取引口座を開設いただきますと、情報ツ

ール（各種のニュース・情報やチャートシステム）を無料でご

利用いただけます。ただし、口座開設後 1 ヶ月を経過した

後、建玉がなく、パートナーズ FX、パートナーズ FXnano、

CFD-Metals および証券口座の純資産合計額に会員残高

（未使用分）を加えた額が 5,000 円に満たない場合、情報ツ

ールのご利用を制限させていただくことがあります。 

 

9. 9. 9. 9. 取引単位・証拠金・入出金取引単位・証拠金・入出金取引単位・証拠金・入出金取引単位・証拠金・入出金    

(1)（省略） 

(2)証拠金の預託先・入出金等について 

パートナーズ FX 口座における預り金は、会員残高（未使用

分）と受入証拠金とに分かれています。振込入金された資

金の入金先は受入証拠金に設定されていますが、円の振

込みにつきましては入金先を会員残高（未使用分）に設定

変更することが可能です。会員残高（未使用分）としてお預

かりしている金銭は、FX 取引の証拠金として計算されませ

ん。取引を行うには、新規の売付け取引又は買付け取引の

注文を出す前に、必要な金額を受入証拠金として預託して

いただきます。証拠金の預託先は当社です。当社がお客様

から預託を受ける証拠金は日本円及び当社の定める通貨

の現金です。また、代用有価証券を預け入れる場合には、

代用評価額が FX 取引の純資産に加算されます。有価証券

により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等につい

ては、下記(3)のとおりです。 

預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超

過している金額の全部又は一部を会員専用サイト内にて会

員残高（未使用分）に移動させ、会員残高（未使用分）を当

社に返還請求することができます。会員残高（未使用分）

は、原則としてその全額が出金可能額ですが、パートナー

ズ FX または当社内の他の口座においてマイナス残高の通

貨を有する場合には出金を制限させていただきます。当社

からの出金は、原則として円の場合は翌日（金融機関の営

業日）、外貨の場合は３営業日後（国内外の金融機関の休

日を除く）に登録されたお客様名義の金融機関の口座に振

込まれます。なお、証拠金を有価証券にて代用している場

合の当該有価証券の返還請求については、当社コールセ

ンター（フリーダイヤル 0120-894-707）にご連絡ください。 

◎出金手数料 

当社からの出金に係る銀行手数料等につきましては、原則

当社が負担いたしますが、以下の場合にはお客様より出金

手数料を会員残高（未使用分）より差し引かせていただきま

す。出金手数料を差し引いた円の残高がマイナスとなる出

金は受付できませんのでご注意ください。 
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円の出金：１ヶ月間で６回目以降の出金について１回あたり

４３２円。（１ヶ月５回までは無料） 

外貨の出金：１ヶ月間で２回目以降の外貨預金口座への振

込出金について１回あたり４０００円。 

（１ヶ月１回は無料、下記（2）-2 の外貨紙幣の受け取り回数

はカウントされません。） 

（注）前月の最終銀行営業日１３時以降、当月の最終銀行

営業日１３時前までを「１ヶ月間」とし、この間に出金依頼し

た回数（出金を取消したものを除きます。）により手数料が

決定します。（外貨の出金につきましては、海外の休日によ

って最終営業日が日本の最終銀行営業日と異なる場合が

あります。） 

※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円

転機能をご利用でない場合、ユーロ／米ドル・ポンド／米ド

ル･豪ドル／米ドルのお取引をされた場合には、実現損益・

スワップポイント共に米ドルで発生し、米ドルでの預りとなり

ます。通貨別残高にマイナス残高の通貨がある場合、コン

バージョン等にてマイナス残高の通貨をなくさない限り未使

用預り金等への振替・移動および出金ができませんのでご

注意ください。 

※お客様が銀行等から振込まれたご資金は、預り金を受け

入れる当社の銀行口座において当社がその着金を確認し

た後に、パートナーズＦＸ取引口座に反映されます。銀行等

における処理の遅延等、着金の確認には時間を要すること

があり、その結果生じた証拠金不足、自動ロスカット等の処

理につきましては、当社は責任を負いません。また、未使用

預り金に預け入れたため FX 取引の証拠金として計算され

なかったことにより生じた証拠金不足、自動ロスカット等の

処理につきましても、当社は責任を負いません。 

(2)－2 外貨紙幣の受取 

外貨の出金（証拠金の返還）につきましては、上記（2）以外

に、外貨紙幣を当社指定の窓口にて受け取ることが可能で

す。この場合、上記出金手数料はかかりませんが、別途、

事務手数料として 1 回 500 円を未使用預り金より差し引か

せていただきます。申込方法、受取方法等につきましては、

マネーパートナーズのホームページおよび会員専用サイト

に掲載しています。 

(3)～(4) （省略） 

(5)追加証拠金（法人コースには適用されません。） 

（省略） 

◎追加証拠金の解消方法 

追加証拠金は次の方法により解消することができます。 

1、追加証拠金額以上の受入証拠金へのご入金（未使用預

り金へのご入金では解消しませんので受入証拠金へ振替・

移動してください。） 

（以下省略） 

 

10. 10. 10. 10. 純資産評価純資産評価純資産評価純資産評価    

パートナーズＦＸでは、一定の間隔で純資産評価を行いま

す。受入証拠金に、評価損益、未決済スワップ損益及び代

用評価額を加減した金額が純資産額となります。未使用預

り金は純資産額に計算されませんのでご注意ください。 

 

円の出金：１ヶ月間で６回目以降の出金について１回あたり

４３２円。（１ヶ月５回までは無料） 

外貨の出金：１ヶ月間で２回目以降の外貨預金口座への振

込出金について１回あたり４０００円。 

（１ヶ月１回は無料、下記（2）-2 の外貨紙幣の受け取り回数

はカウントされません。） 

（注）前月の最終銀行営業日１３時以降、当月の最終銀行

営業日１３時前までを「１ヶ月間」とし、この間に出金依頼し

た回数（出金を取消したものを除きます。）により手数料が

決定します。（外貨の出金につきましては、海外の休日によ

って最終営業日が日本の最終銀行営業日と異なる場合が

あります。） 

※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円

転機能をご利用でない場合、ユーロ／米ドル・ポンド／米ド

ル･豪ドル／米ドルのお取引をされた場合には、実現損益・

スワップポイント共に米ドルで発生し、米ドルでの預りとなり

ます。通貨別残高にマイナス残高の通貨がある場合、コン

バージョン等にてマイナス残高の通貨をなくさない限り会員

残高（未使用分）等への振替・移動および出金ができません

のでご注意ください。 

※お客様が銀行等から振込まれたご資金は、預り金を受け

入れる当社の銀行口座において当社がその着金を確認し

た後に、パートナーズＦＸ取引口座に反映されます。銀行等

における処理の遅延等、着金の確認には時間を要すること

があり、その結果生じた証拠金不足、自動ロスカット等の処

理につきましては、当社は責任を負いません。また、会員残

高（未使用分）に預け入れたため FX 取引の証拠金として計

算されなかったことにより生じた証拠金不足、自動ロスカット

等の処理につきましても、当社は責任を負いません。 

(2)－2 外貨紙幣の受取 

外貨の出金（証拠金の返還）につきましては、上記（2）以外

に、外貨紙幣を当社指定の窓口にて受け取ることが可能で

す。この場合、上記出金手数料はかかりませんが、別途、

事務手数料として 1 回 500 円を会員残高（未使用分）より差

し引かせていただきます。申込方法、受取方法等につきまし

ては、マネーパートナーズのホームページおよび会員専用

サイトに掲載しています。 

(3)～(4) （省略） 

(5)追加証拠金（法人コースには適用されません。） 

（省略） 

◎追加証拠金の解消方法 

追加証拠金は次の方法により解消することができます。 

1、追加証拠金額以上の受入証拠金へのご入金（会員残高

（未使用分）へのご入金では解消しませんので受入証拠金

へ振替・移動してください。） 

（以下省略） 

 

10. 10. 10. 10. 純資産評価純資産評価純資産評価純資産評価    

パートナーズＦＸでは、一定の間隔で純資産評価を行いま

す。受入証拠金に、評価損益、未決済スワップ損益及び代

用評価額を加減した金額が純資産額となります。会員残高

（未使用分）は純資産額に計算されませんのでご注意くださ

い。 
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◎出金可能額、振替・移動可能額、取引余力 

純資産額から必要証拠金（建玉必要証拠金＋注文中証拠

金）を減じた金額がプラスの場合、この金額が原則として振

替・移動可能額であり、新規注文可能金額（取引余力）でも

あります。純資産額は常に変動していますので、注文を出

す時点では受付けられた指値等の新規注文は、指定値段

に達した時点での純資産額によっては約定されず、キャン

セルとなることがあります。 

※追加証拠金が請求されている間は、評価損益の改善に

より取引余力が生じても、受入証拠金から未使用預り金ま

たは他の口座への振替・移動はできません。 

※純資産額が受入証拠金額を超えている（未決済の含み

益がある、または代用評価額がある）場合、その金額に応じ

た新規注文は可能ですが、振替・移動につきましては受入

証拠金額が限度となりますので、あらかじめご了承くださ

い。 

※通貨別残高にマイナス残高の通貨がある場合、コンバー

ジョン等にてマイナス残高の通貨をなくさない限り未使用預

り金等への振替・移動の手続きができませんのでご注意く

ださい。 

（以下省略） 

 

12. 12. 12. 12. 信託保全信託保全信託保全信託保全    

当社は、お客様により安心してお取引いただくことを目的と

して、三井住友銀行およびみずほ信託銀行と信託契約を締

結し、お客様からお預かりした資産を金銭信託にて区分管

理しております。 

(1)信託保全の対象 

信託保全の対象は、お客様から預託を受けた未使用預り金

および受入証拠金から実現損益、評価損益及びスワップポ

イントを加算減算した金額から未払い手数料を差し引いた

額となります。 

（以下省略） 

 

Ⅲパートナーズ FX 用語説明 

（追加） 

◎出金可能額、振替・移動可能額、取引余力 

純資産額から必要証拠金（建玉必要証拠金＋注文中証拠

金）を減じた金額がプラスの場合、この金額が原則として振

替・移動可能額であり、新規注文可能金額（取引余力）でも

あります。純資産額は常に変動していますので、注文を出

す時点では受付けられた指値等の新規注文は、指定値段

に達した時点での純資産額によっては約定されず、キャン

セルとなることがあります。 

※追加証拠金が請求されている間は、評価損益の改善に

より取引余力が生じても、受入証拠金から会員残高（未使

用分）または他の口座への振替・移動はできません。 

※純資産額が受入証拠金額を超えている（未決済の含み

益がある、または代用評価額がある）場合、その金額に応じ

た新規注文は可能ですが、振替・移動につきましては受入

証拠金額が限度となりますので、あらかじめご了承くださ

い。 

※通貨別残高にマイナス残高の通貨がある場合、コンバー

ジョン等にてマイナス残高の通貨をなくさない限り会員残高

（未使用分）等への振替・移動の手続きができませんのでご

注意ください。 

（以下省略） 

 

12. 12. 12. 12. 信託保全信託保全信託保全信託保全    

当社は、お客様により安心してお取引いただくことを目的と

して、三井住友銀行およびみずほ信託銀行と信託契約を締

結し、お客様からお預かりした資産を金銭信託にて区分管

理しております。 

(1)信託保全の対象 

信託保全の対象は、お客様から預託を受けた会員残高（未

使用分）および受入証拠金から実現損益、評価損益及びス

ワップポイントを加算減算した金額から未払い手数料を差し

引いた額となります。 

（以下省略） 

 

Ⅲパートナーズ FX 用語説明 

◎会員残高（未使用分） 

パートナーズ FX 口座の預り金の一部で、取引の証拠金とし

て使用しない残高です。会員残高（未使用分）は、取引余力

やロスカット計算の基となるパートナーズ FX サービスの純

資産には含まれません。 

パートナーズＦＸ取引ガイド改訂記録 

（追加） 

パートナーズＦＸ取引ガイド改訂記録 

平成 27年 7 月 25 日改訂 

以上 


