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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 11111111 月月月月 7777 日改訂日改訂日改訂日改訂 

旧旧旧旧    新新新新    

パートナーズＦＸとはパートナーズＦＸとはパートナーズＦＸとはパートナーズＦＸとは    

【中略】 

●パートナーズＦＸにおいては、個人のお客様は最大で証

拠金の額の約 25 倍の額に相当する外国為替取引を行うこ

と ができるため、レバレッジは最大で約25倍ということにな

ります。レバレッジが高いほど、利益となった際の金額は証

拠金に対して大きくなりますが、損失となった際の金額も同

様に大きくなります。レバレッジは、お客様ご自身の判断に

て証拠金に余裕を持たせ、取引量を少なくすることによって

低く抑えることもできます。（法人コースのお客様は最大で

証拠金の額の約 200 倍の額に相当する外国為替取引を行

うことができるため、レバレッジは最大で約 200 倍ということ

になります。） 

 

    

4.4.4.4.カバー取引の相手方についてカバー取引の相手方についてカバー取引の相手方についてカバー取引の相手方について    

当社はパートナーズＦＸ取引により生じ得る当社の損失の

減少を目的として、ユービーエス・エイ・ジー銀行（スイス連

邦金融市場監督機構監督下での銀行業務）、【中略】モルガ

ン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー

エルシー（イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構

下での金融商品取引業務）、イーフェックス キャピタル エ

ルエルシー（米国での外国為替取引業務）、株式会社みず

ほ銀行（日本の金融庁監督下の銀行業務）、ビー・エヌ・ピ

ー パリバ（フランス金融市場庁監督下での銀行業務）、ク

レディ・スイス・エイ・ジー（スイス連邦金融市場監督機構監

督下での銀行業務）のいずれかとの間でカバー取引を行っ

ております。 

  

 Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要    

 4. 4. 4. 4. 売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行    

    （3）注文の手続 

 （ア）注文形態 

    パートナーズＦＸでは以下の注文が行えます。 

 【中略】 

 ○連続予約注文 

  IF-DONE または IF-OCO 注文に加えて、お客様が設定した

条件に従って順番に発注される１件以上の IF-DONE または

IF-OCO 注文の予約注文を 1 セットにして、まとめて発注が

できる注文方法です。連続予約注文は、「クイック発注ボー

ド」【追加】からのみ発注・取消が可能で、IF-DONE 注文また

は IF-OCO 注文の一次注文は、指値のみ可能です。連続予

約注文は、注文内容を変更することはできません。また、連

続予約注文を取り消す場合、すでに発注されている有効な

IF-DONE 注文または IF-OCO 注文については取り消されま

せんので、取り消したい連続予約注文に関連するすべての

注文を取り消す場合には、連続予約注文を取り消し後に、

別途有効な IF-DONE 注文または IF-OCO 注文を取り消す

パートナーズＦＸとはパートナーズＦＸとはパートナーズＦＸとはパートナーズＦＸとは    

【中略】 

●パートナーズＦＸにおいては、個人のお客様は最大で証

拠金の額の約 25 倍の額に相当する外国為替取引を行うこ

とができるため、レバレッジは最大で約 25 倍ということにな

ります。レバレッジが高いほど、利益となった際の金額は証

拠金に対して大きくなりますが、損失となった際の金額も同

様に大きくなります。レバレッジは、お客様ご自身の判断に

て証拠金に余裕を持たせ、取引量を少なくすることによって

低く抑えることもできます。（法人のお客様はコース等によ

り、最大で証拠金の額のそれぞれ約 25 倍、100 倍、200 倍

の額に相当する外国為替取引を行うことができるため、レ

バレッジは最大でそれぞれ約 25 倍、100 倍、200 倍というこ

とになります。） 

    

4.4.4.4.カバー取引の相手方についてカバー取引の相手方についてカバー取引の相手方についてカバー取引の相手方について    

当社はパートナーズＦＸ取引により生じ得る当社の損失の

減少を目的として、ユービーエス・エイ・ジー銀行（スイス連

邦金融市場監督機構監督下での銀行業務）、【中略】モル

ガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピ

ーエルシー（イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機

構下での金融商品取引業務）、【削除】株式会社みずほ銀

行（日本の金融庁監督下の銀行業務）、ビー・エヌ・ピー パ

リバ（フランス金融市場庁監督下での銀行業務）、クレディ・

スイス・エイ・ジー（スイス連邦金融市場監督機構監督下で

の銀行業務）、スタンダードチャータード銀行(イギリス金融

行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)のい

ずれかとの間でカバー取引を行っております。 

  

 Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要Ⅱ契約の概要    

    4. 4. 4. 4. 売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行売買注文の受付・執行    

    （3）注文の手続 

 （ア）注文形態 

    パートナーズＦＸでは以下の注文が行えます。 

 【中略】 

 ○連続予約注文 

  IF-DONE または IF-OCO 注文に加えて、お客様が設定した

条件に従って順番に発注される１件以上の IF-DONE または

IF-OCO 注文の予約注文を 1 セットにして、まとめて発注が

できる注文方法です。連続予約注文は、「クイック発注ボー

ド」及び「HyperSpeed Touch」からのみ発注・取消が可能

で、IF-DONE 注文または IF-OCO 注文の一次注文は、指値

のみ可能です。連続予約注文は、注文内容を変更すること

はできません。また、連続予約注文を取り消す場合、発注し

た IF-DONE 注文または IF-OCO 注文のうち有効な 2 次注

文（決済注文）は取り消されませんので、連続予約注文によ

って発生した建玉に対する決済注文を取り消す場合は、連

続予約注文を取り消し後に、別途取り消す必要があります。 
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必要があります。 

 

 （イ）取引対象通貨ペア 

  ●米ドル／円 ●ユーロ／円 ●ポンド／円 ●豪ドル／

円 ●スイスフラン／円 ●カナダドル／円 ●ニュージーラ

ンドドル／円 ●南アフリカランド／円 ●香港ドル／円 ●

シンガポールドル／円 ●ユーロ／米ドル ●ポンド／米ド

ル ●豪ドル／米ドル【追加】 

 

 

※自動円転機能をご利用されないお客様がユーロ／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のでご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）取引単位 

 パートナーズＦＸでは各通貨１万を最低単位とし、取引する

ために最低必要な建玉必要証拠金は、各通貨ペア毎に下

記の表の金額が適用されます。お客様が行うことができる

取引の金額は、最大で建玉必要証拠金の約 25 倍となりま

す。 

 

◎建玉必要証拠金金額（平成 24 年 5月 28日現在) 1万通

貨あたりの建玉必要証拠金金額 

※EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD につきましては、それ

ぞれ EUR/JPY、GBP/ JPY、AUD/ JPYの建玉必要証拠金

が適用されます。 

 

 

 

※各通貨ペアの建玉必要証拠金金額は、取引画面内に毎

営業日表示されますのでご確認ください。 

【中略】 

 

◎法人コース 

 法人名義にてパートナーズＦＸの外国為替証拠金取引口

座を開設された場合には「法人コース」でのお取引となりま

す。法人コースの建玉必要証拠金金額は上記の 8分の 1 と

なり、法人のお客様が行うことができる取引の金額は、最大

で建玉必要証拠金の約 200 倍となります。（個人のお客様

は法人コースをご利用いただけません。）  

 

 

 

 

 （イ）取引対象通貨ペア 

  ●米ドル／円 ●ユーロ／円 ●ポンド／円 ●豪ドル／

円 ●スイスフラン／円 ●カナダドル／円 ●ニュージーラ

ンドドル／円 ●南アフリカランド／円 ●香港ドル／円 ●

シンガポールドル／円 ●ユーロ／米ドル ●ポンド／米ド

ル ●豪ドル／米ドル ●ユーロ/豪ドル ●ユーロ/ポンド 

●豪ドル/ニュージーランドドル ●ポンド/豪ドル ●ニュー

ジーランドドル/米ドル 

※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・ニュージーランドドル/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、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお

取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共に豪

ドルで発生し、豪ドルでの預り、ユーロ/ポンドのお取引をさ

れた場合には、実現損益・スワップポイント共にポンドで発

生し、ポンドでの預り、豪ドル/ニュージーランドドルのお取

引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にニュ

ージーランドドルで発生し、ニュージーランドドルでの預りと

なりますのでご注意ください。 

 

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）取引単位 

 パートナーズＦＸでは各通貨１万を最低単位とし、取引す

るために最低必要な建玉必要証拠金は、各通貨ペア毎に

下記の表の金額が適用されます。お客様が行うことができ

る取引の金額は、最大で建玉必要証拠金の約 25 倍となり

ます。 

 

◎建玉必要証拠金金額（平成 27 年 11月 7日現在) 1万通

貨あたりの建玉必要証拠金金額 

※ EUR/USD 、 EUR/AUD 、 EUR/GBP に つ き ま し て は

EUR/JPY の建玉必要証拠金が、GBP/USD、GBP/AUD に

つきましては GBP/ JPYの建玉必要証拠金が、AUD/USD、

AUD/NZD につきましては AUD/ JPY の建玉必要証拠金

が、NZD/USD につきましては NZD/JPYの建玉必要証拠金

が適用されます。 

※各通貨ペアの建玉必要証拠金金額は、取引画面内に毎

営業日表示されますのでご確認ください。 

【中略】 

 

◎法人のお客様の建玉必要証拠金金額 

 法人名義にてパートナーズＦＸの外国為替証拠金取引口

座を開設された場合には「法人コース」または「法人 100 倍

コース」でのお取引となります。法人コース、法人 100 倍コー

スの建玉必要証拠金金額はそれぞれ上記と同じ、4 分の 1

となり、法人のお客様が行うことができる取引の金額は、最

大で建玉必要証拠金のそれぞれ約 25 倍、100 倍となりま

す。（個人のお客様はご利用いただけません。また、法人

100 倍コースは、別途当社が定める必要書類を提出し、当
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法人コースの建玉必要証拠金金額（平成 24 年 11 月 05 日

現在) は下記表の金額となります。 

各各各各通貨ペア通貨ペア通貨ペア通貨ペア（ZAR/JPY、HKD/JPY 以外）のののの    

前営業日終値（前営業日終値（前営業日終値（前営業日終値（BIDBIDBIDBID））））    

1111 万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの    

建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額 

120 円  以上   下記と同様、5 円ごとに建玉必要証拠金

金額が 250 円ずつ加算されます。   

115 円   以上    120 円   未満 6,000 円 

110 円   以上    115 円   未満 5,750 円 

105 円   以上    110 円   未満 5,500 円 

100 円   以上    105 円   未満 5,250 円 

95 円   以上    100 円   未満 5,000 円 

90 円   以上     95 円   未満 4,750 円 

85 円   以上     90 円   未満 4,500 円 

85 円  未満    上記と同様、5 円ごとに建玉必要証拠金

金額が 250 円ずつ減算されます。 

ZAR/JPYZAR/JPYZAR/JPYZAR/JPY、、、、HKD/JPYHKD/JPYHKD/JPYHKD/JPY 
1111 万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの    

建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額 

15 円   以上     20 円   未満    2,000 円    

10 円   以上     15 円   未満 1,500 円 

5 円   以上     10 円   未満 1,000 円 

各通貨ペアの建玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘案

した上で、必要に応じて変更させていただく場合がありま

す。 

 

【追加】 

 

 

 

 

 

 

社の審査にて承認された法人のお客様のみ法人コースか

らの変更が可能です。）  

法人コースの建玉必要証拠金金額は上記表と同額となりま

す。 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人 100 倍コースの建玉必要証拠金金額（平成 27年 11月

07日現在) は下記表の金額となります。 

 各各各各通貨ペア通貨ペア通貨ペア通貨ペアのののの    

前営業日終値（前営業日終値（前営業日終値（前営業日終値（BIDBIDBIDBID））））    

1111 万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの    

建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額 

120円  以上   下記と同様、5円ごとに建玉必要証拠金金額が500円ず

つ加算されます。 

115 円   以上    120 円   未満 12,000 円 

110 円   以上    115 円   未満 11,500 円 

105 円   以上    110 円   未満 11,000 円 

100 円   以上    105 円   未満 10,500 円 

95 円   以上    100 円   未満 10,000 円 

90 円   以上     95 円   未満 9,500 円 

85 円   以上     90 円   未満 9,000 円 

85 円  未満   上記と同様、5 円ごとに建玉必要証拠金金額が 500 円ず

つ減算されます。 

10 円   以上     15 円   未満  1,500 円 

5 円   以上     10 円   未満 1,000 円 
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【追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。【中略】 

◎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。 

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。 

 

平成 27年 11月6日以前にパートナーズＦＸの口座を開設さ

れた法人コースの法人のお客様につきましては、当社が別

途定める期限まで、建玉必要証拠金金額は個人のお取引

時の 8分の 1、取引の金額は、最大で建玉必要証拠金の約

200 倍となり、建玉必要証拠金金額（平成 27 年 11月 07日

現在) は下記表の金額となります。 

各各各各通貨ペア通貨ペア通貨ペア通貨ペア（ZAR/JPY、HKD/JPY 以外）のののの    

前営業日終値（前営業日終値（前営業日終値（前営業日終値（BIDBIDBIDBID））））    

1111 万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの    

建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額 

120 円  以上   下記と同様、5 円ごとに建玉必要証拠金

金額が 250 円ずつ加算されます。   

115 円   以上    120 円   未満 6,000 円 

110 円   以上    115 円   未満 5,750 円 

105 円   以上    110 円   未満 5,500 円 

100 円   以上    105 円   未満 5,250 円 

95 円   以上    100 円   未満 5,000 円 

90 円   以上     95 円   未満 4,750 円 

85 円   以上     90 円   未満 4,500 円 

85 円  未満    上記と同様、5 円ごとに建玉必要証拠金

金額が 250 円ずつ減算されます。 

ZAR/JPYZAR/JPYZAR/JPYZAR/JPY、、、、HKD/JHKD/JHKD/JHKD/JPYPYPYPY 
1111 万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの万通貨あたりの    

建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額建玉必要証拠金金額 

15 円   以上     20 円   未満    2,000 円    

10 円   以上     15 円   未満 1,500 円 

5 円   以上     10 円   未満 1,000 円 

※各通貨ペアの建玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘

案した上で、必要に応じて変更させていただく場合がありま

す。 

 

（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。【中略】 

◎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。 

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 ：外貨預金口座への振込出金について 1 回あ

たり 2,500 円。ただし、1 回あたり 2万通貨以上の出金は無

料。 

 

（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。 
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（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中略】 

（5）追加証拠金（法人コースには適用されません。） 

 

 

11. 11. 11. 11. 自動決済（自動ロスカット）自動決済（自動ロスカット）自動決済（自動ロスカット）自動決済（自動ロスカット）    

 

（1）パートナーズＦＸでは、時価評価（一定の間隔）によりお

客様の口座の純資産評価を行います。純資産評価が行わ

れた時点で証拠金維持率（純資産額に対する建玉必要証

拠金合計額の比率）が20％（法人コースの場合は100％）以

下になっていた場合、自動的にお客様の未決済建玉全てを

成行注文にて処分致します。（自動決済の計算には取引手

数料は含みません。）ただし、自動ロスカットの執行時にレ

ートが配信されていない通貨ペアの建玉がある場合には、

当該建玉以外の建玉全てを成行注文にて処分し、残玉に

つきましては、その時点での証拠金維持率の水準により次

のとおり取扱います。 

  証拠金維持率 20％（法人コースの場合は 100％）以下の

場合 ： レート配信が再開し次第、残玉の全てを成行注文

にて処分します。 

  証拠金維持率 20％（法人コースの場合は 100％）超の場

合  ： 残玉は処分せず、その後の純資産評価により判断

します。 

ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置で

すが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準

から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託され

た金額を上回る損失が生じる可能性もあります。特に週明

けの相場は前週末の終値から大きくかい離する場合がござ

いますので、週をまたいでポジションを保有される場合には

ご注意ください。 

【追加】 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 

※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・ニュージーランドドル/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、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお

取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共に豪

ドルで発生し、豪ドルでの預り、ユーロ/ポンドのお取引をさ

れた場合には、実現損益・スワップポイント共にポンドで発

生し、ポンドでの預り、豪ドル/ニュージーランドドルのお取

引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にニュ

ージーランドドルで発生し、ニュージーランドドルでの預りと

なります。 

  

【中略】 

（5）追加証拠金（法人には適用されません。） 

 

 

11. 11. 11. 11. 自動決済（自動ロスカット）自動決済（自動ロスカット）自動決済（自動ロスカット）自動決済（自動ロスカット）    

 

（1）パートナーズＦＸでは、時価評価（一定の間隔）によりお

客様の口座の純資産評価を行います。純資産評価が行わ

れた時点で証拠金維持率（純資産額に対する建玉必要証

拠金合計額の比率）が 40％（法人の場合は 100％）以下に

なっていた場合、自動的にお客様の未決済建玉全てを成行

注文にて処分致します。（自動決済の計算には取引手数料

は含みません。）ただし、自動ロスカットの執行時にレートが

配信されていない通貨ペアの建玉がある場合には、当該建

玉以外の建玉全てを成行注文にて処分し、残玉につきまし

ては、その時点での証拠金維持率の水準により次のとおり

取扱います。 

  証拠金維持率 40％（法人の場合は 100％）以下の場

合 ： レート配信が再開し次第、残玉の全てを成行注文に

て処分します。 

  証拠金維持率 40％（法人の場合は 100％）超の場

合  ： 残玉は処分せず、その後の純資産評価により判断

します。 

ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置で

すが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準

から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託され

た金額を上回る損失が生じる可能性もあります。特に週明

けの相場は前週末の終値から大きくかい離する場合がござ

いますので、週をまたいでポジションを保有される場合には

ご注意ください。 

更に、相場変動等によりカウンターパーティからのレート配

信が停止することで当社からお客様へのレート提示が停止

した場合、レート提示再開時に停止時のレートから大きくか

い離したレートとなり自動決済（自動ロスカット）が執行され

て損失を生ずる可能性があります。場合によっては、当該

損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがありま

す。 
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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 11月 7日改訂 

以上 


