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1. 外貨 24Plus（外国為替証拠金取引）について 
外国為替取引とは、世界の様々な通貨を交換する取引、例えば米ドルを買って円を売る、ユ

ーロを売って円を買うなどの取引のことを指します。外国為替取引は、主に銀行間で電話、

インターネットを通して取引されています。この銀行間で行なう相対取引を銀行間市場(イ
ンターバンク市場）といいます。この市場では、売買の 2 営業日後を決済日とし決済日に通

貨の受渡を行なう取引(為替直物取引またはスポット取引)が通常 100万通貨単位で取引が行

なわれています。主な市場は、ロンドン、ニューヨーク、東京にあり、ほぼ 24 時間世界の

どこかで外国為替取引が行なわれています。 
以前は、個人投資家は外国為替取引を自由に行なうことができませんでしたが、1998 年に

外為法が改正され、個人投資家でも外国為替取引に参加できるようになりました。 
外国為替証拠金取引とは、証拠金を業者に預託することにより、証拠金以上の資金で行える

外国為替取引のことです。外国為替証拠金取引には店頭取引と取引所取引があり、外貨

24Plus では店頭で行なわれている外国為替証拠金取引をお客様に提供しております。 
外貨 24Plus では、以下のような特徴があります。 
 
・ パソコン、携帯電話からインターネットを利用して取引いただけます。 
・ ｢1 倍コース｣、｢20 倍コース｣、「25 倍コース」の 3 種類のコースの中からひとつを選択

していただきます。 
・ 取引に必要な資金より少額の資金でお取引できる証拠金取引です。 
・ ポジションは反対売買による差損益の受け払い（差金決済）により解消して取引が完了

します。 
・ 売買損益、スワップポイントの 2 種類の損益が生じます（「7.スワップ」参照）。 
・ お取引の 2 営業日後に決済することになりますが、ポジションを繰り延べるロールオー

バーを利用して長期間ポジションを継続できます（「6.ロールオーバー」参照）。 
 
外貨 24Plus は投機的な性格が強い取引となります。取引を開始する際、本取引ルールほか、

｢外貨 24Plus 契約締結前交付書面｣、｢外貨 24Plus 取引約款｣を熟読され、取引の仕組みや

リスクを十分ご理解いただき、お客様の資金と投資経験を考慮の上、お客様の責任でお取引

いただきますようお願い申し上げます。 
 
 

2.口座開設について 
外貨 24Plus の取引をするには、外貨 24Plus 口座を開設する必要があります。 
2-1 口座開設基準 
口座を開設するには以下の要件を満たしていることが必要です。  
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・ 美らネットに証券総合口座を開設されている、又は、外貨 24Plus 口座を申し込む際に

証券総合口座を開設すること。 
・ 本取引ルール、「外貨 24Plus 契約締結前交付書面」、「外貨 24Plus 取引約款」に同意い

ただき、関係諸法令等を遵守の上、ご自身の責任と判断で取引できること。 
・ 相応の収入または金融資産のいずれかがあること。 
・ 電話および E メールで常時連絡がとれること。 
・ パソコンでインターネットをご利用できる環境であること。 
・ 報告書等は電磁的な交付方法であることに同意いただけること。 
・ 金融先物取引業務に従事する従業員でないこと。 
・ 満年齢 75 歳未満であること(法人の場合は取引責任者を基準とする)。 
・ 20 歳以上、かつ、原則として学生でないこと(法人の場合は取引責任者を基準とする)。 
・ 日本国内に居住する行為能力を有する個人、日本国内で本店または支店が登記されてい

る法人。 
・ 他のデリバティブ取引業者（金融先物取引業者であった者を含む）との間で紛争事案が

ないこと。 
・ 破産手続開始決定、民事再生法適用又はそれに準ずる事由に該当する事実がないこと。 
・ お客様が暴力団員、暴力団関係者及びいわゆる総会屋等の反社会勢力でないこと。 
・ 当社に他口座をお持ちの場合、当社でそちらでの取引状況を審査し、外国為替証拠金取引を

行なうにあたり問題がないと判断を下せること。 
 
2-2 口座開設の流れ 
外貨 24Plus 口座の開設には、まず美らネット 24 証券総合取引口座の開設が必要です。口

座開設までには「A．美らネット 24 証券総合取引口座を開設していない場合」と「B．すで

に美らネット 24 証券総合取引口座を開設済の場合」いずれかのお客様の状況によりお手続

が違います。 
 
A．まだ美らネット 24 証券総合取引口座を開設されていないお客様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当社ホームページ上から美らネット 24 証券総合取引口座お申込時に、外貨 24Plus 口座

を併せてお申込いただくことが可能です。口座開設申込フォームから｢証券総合取引口座

開設申込と外貨 24plus 口座開設申込を併せて行う。」をご選択のうえお申込を行ってく

ださい。 

証券総合取引口座申込のための情報入力後に、外貨 24 口座開設 WEB 審査

が始まりますので、必要書面のダウンロードおよび、質問項目すべてにお答

えください。 
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WEB 審査を通過されなかった場合には

お申込画面上にてお知らせいたします。こ

こで、併せて申込している証券総合取引口

座の申込を中断することもできます。 
なお、通過されなかった理由については開

示いたしません。 

WEB 審査に通過 
されなかった場合 

当社からご入力内容が印字された申込書

および各種資料・書面等をご郵送いたしま

す。外貨 24Plus 口座を併せてお申込され

た場合、証券総合取引口座の申込書にその

旨印字されております。 
各種書類および本人確認書類を、必要事項

のご記入およびご署名・ご捺印のうえ返信

用封筒にて当社にご返信ください。 

 お申し込みに際し、外貨 24Plus の口座

開設審査をご送信いただいたデータを基

に行います。審査にあたり、お客様 にお

電話にてヒアリングさせていただく場合

がございます。 
審査の結果、証券総合取口座開設を

お断りさせていただく場合、外貨

24Plus 口座もご開設いただけませ

ん。また、外貨 24Plus 口座の開設を

お断りさせていただく場合、証券総

合取引口座の開設のみとなります。 

証券総合取引口座また

は外貨 24Plus 口座開

設審査に通過されなか

った場合 

証券総合取引口座の開設が完了すると「美らネット 24」システムへのログイン ID・パ

スワードをお客様へ郵送いたします。「外貨 24Plus」の口座開設最終審査結果について

は、「美らネット 24」の会員画面、又はメールにてお知らせいたします。 

外貨 24Plus の口座開設審査を通過された場合、｢美らネット 24｣の会員画面にて「外貨

24Plus」のログイン ID・パスワードを掲載いたします。 ログイン ID・パスワードの通

知をもって口座開設完了のご案内といたします。 
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B．すでに美らネット 24 証券総合取引口座を開設されているお客様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
口座開設申込時または口座開設後に、電話面談により適合性を確認させて頂く場合がござい

ます。電話面談の結果次第では、上記基準を満たしている場合でも当社の判断でお取引をお

断りする場合がございます。なお、当社がお取引をお断りした理由につきましてお客様への

開示は行ないませんのでご了承ください。 

美らネット 24 証券総合取引口座をお持ちのお客様は、「お客様情報」内“取引口座”の

外貨 24Plus 口座欄「申込」ボタンをクリックすると WEB 審査画面が表示されます。 

項目すべてにお答えください。審査結果を後ほどご連絡いたします。なお、

WEB 審査に際し、法人のお客様については財務内容が確認できる書類（営

業報告書等）のコピーをご提出いただく場合がございます。 

WEB 審査の内容を精査し、電話による審査が必要と判断した場合、 
別途電話審査を行います。 

WEB 審査を通過されなかった場合には E メー

ルにてご連絡をいたします。なお、通過されな

かった理由については開示いたしません。 

WEB 審査に通過 
されなかった場合 

電話審査を通過されなかった場合にはEメール

にてご連絡をいたします。なお、通過されなか

った理由については開示いたしません。 

電話審査に通過 
されなかった場合 

全ての口座開設審査に通過された場合、E メールにて通過連絡をいたします。同時に、外貨 24Plus
取引口座の開設手続きを行います。 

E メールにて審査通過のご連絡後、2 日前後で外貨 24Plus 取引口座が完了いたします。 
口座開設完了は、外貨 24Plus へのログイン ID・パスワードの通知をもって口座開設完了のご

案内といたします。 
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2-3 取引方法、ツール 
外貨 24Plus は、お手持ちのパソコンからインターネットを利用して、外貨 24Plus 取引画

面で取引していただきます。また、携帯電話から発注していただくことも可能です。ただし、

同時にログインすることはできません。なお、美らネット 24 サポートセンターのオペレー

ター経由によるご注文は原則承ることができません。 
 
2-4 外貨 24Plus へのログイン 
・ WEB ブラウザ(推奨:Internet Explorer6.0 以上)を利用します。当社ホームページにアク

セスしていただき｢インターネット取引ログイン｣ボタンをクリックしてください。次に

外貨 24Plus｢ログイン｣ボタンをクリックするとログイン画面が表示されますので、ログ

イン ID、パスワードを入力し、システム欄で｢ライブシステム｣を選択してください。 
・ 外貨 24Plus モバイルを利用する場合は、モバイル用ログイン画面でログイン ID、パス

ワードを入力してください。ただし、パソコンと同時にログインすることはできません。 
 
2-5 パスワード、ID について 
口座開設が完了しましたら、当社からログイン ID、パスワードを以下の方法でご案内いた

します。 
◆ログイン ID について 
・ 外貨 24Plus のログイン ID は、美らネット 24 の ID と同じです。 
・ ID を紛失･失念された場合は｢お客様 ID 等紛失･失念届｣をご提出ください。用紙はホー

ムページよりダウンロードできます。プリンターをお持ちでない方は、美らネット 24
サポートセンターにお電話いただければ必要書類をお送りします。必要事項をご記入･

お届出印にてご捺印の上、ご本人確認書類を添えてご返送下さい。 
 
◆パスワードについて 
・ 外貨 24Plus のパスワードは、美らネット 24 のログイン画面内の“お知らせ”欄に掲載

いたします。 
・ パスワードを紛失･失念した場合は、美らネット 24 サポートセンターまでお電話くださ

い。オペレーターが本人確認をした上、新しいパスワードをお伝えします。 
 
2-6 取引コース 
外貨 24Plus では、以下の 3 つのコースをご用意しております。 

コース名 取引単位 必要証拠金 

1 倍コース 1 万通貨単位 取引額の約 100％ 

20 倍コース 1 万通貨単位 取引額の約 5％ 

25 倍コース 1 万通貨単位※ 取引額の約４％ 

 



9/29 
平成 24 年 11 月 

 
 
2-7 届出事項の変更 
お客様が、氏名、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号、振込先金融機

関等の当社への届出事項を変更した場合は、速やかに当社へ届出を行なうこととします。 
なお、変更の際に書類等が必要になる場合もありますので以下をご参照ください。 

美らネット 24 の会員画面内から 

変更できる届出事項 

・PC メールアドレス 

・携帯メールアドレス 

・投資経験および投資方針等 

変更に書類等が必要な届出事項 

・結婚等による姓の変更 

・住所 

・連絡先電話番号 

・お届出印 

・振込先金融機関口座の変更 

変更に必要な書類は、美らネット 24 会員画面内｢お客様情報｣よりダウンロードできますの

でプリンターで印刷してご利用ください。プリンターをお持ちでない方は、お電話にてお問

い合わせください。必要書類を郵送いたします。 
・ 登録住所の変更手続きの際には、変更された住所が記載された本人確認書類(コピー可)

が別途必要になります。また、当社からお送りした書類が宛先不明で返送されてきた場

合、当社が変更の申請を受理した後、一定期間内にお客様が申請通りに変更されない場

合は、一旦お取引を制限させていただきます。その後、お客様が登録されている電話番

号･E メールアドレス等の連絡手段で確認させていただきます。 
・ 氏名変更の手続きの際には、戸籍抄本、戸籍謄本等氏名を確認できる証明書が必要とな

ります。 
・ 振込先金融機関口座を変更される場合、当社で登録変更処理をしてから変更内容が画面

に反映されるまで多少時間がかかることがあります。変更後の口座に振込みをされる場

合は、画面に振込先の変更が反映されていることを確認してから振込みを行なってくだ

さい。 
2-8 口座の解約 
外貨 24Plus 取引口座の閉鎖を希望される場合は、美らネット 24 サポートセンターまでお

電話ください。｢外貨 24Plus 取引口座解除申込書｣をお送りいたします。必要事項をご記入

の上、当社へご返送ください。必要書類が到着次第取引を制限させていただき、口座状況を

審査の上、口座解約手続きを開始いたします。口座解約手続きの完了は美らネット 24｢お客

様取引画面｣にてご確認ください。 
また、外貨 24Plus 取引口座は、証券総合口座とは別々ですので、外貨 24Plus 口座のみの

解約もできます。 
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口座解約後の報告書の閲覧に関しては｢8.報告書について｣をご参照ください。 
 
 

3.取引ルール 

3-1 取引手数料 
1 倍コース、20 倍コース、25 倍コースともに取引手数料は 0 円といたします。ただし、当

社が必要と判断した場合は事前にホームページ等で告知させていただき、取引手数料を設定

することができることとします。 
 
3-2 取扱い通貨ペア 
外貨 24Plus で取扱う通貨ペアは、以下の表に掲げる 43 種類です。 
 

取扱い通貨ペア 
通貨ペア 呼値の単位 

呼値１単位の１万通貨 

あたりの相当額 

AUD/JPY 豪ドル/円 0.１銭 １０円 

AUD/NZD 豪ドル/ＮＺドル 0.00001ＮＺドル 0.１ＮＺドル 

AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 0.00001 ポーランドズロチ 0.１ポーランドズロチ 

AUD/USD 豪ドル/米ドル 0.00001 米ドル 0.１米ドル 

AUD/ZAR 豪ドル/南アランド 0.00001 南アランド 0.１南アランド 

CAD/JPY カナダドル/円 0.１銭 １０円 

CHF/JPY スイスフラン/円 0.１銭 １０円 

CZK/HUF チェココルナ/ハンガリーフォリント 0.00001 ハンガリーフォリント 0.１ハンガリーフォリント 

CZK/JPY チェココルナ/円 0.00001 円 0.１円 

EUR/AUD ユーロ/豪ドル 0.00001 豪ドル 0.１豪ドル 

EUR/CAD ユーロ/カナダドル 0.00001 カナダドル 0.１カナダドル 

EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 0.00001 スイスフラン 0.１スイスフラン 

EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 0.0001 チェココルナ １チェココルナ 

EUR/GBP ユーロ/英ポンド 0.00001 英ポンド 0.１英ポンド 

EUR/HKD ユーロ/香港ドル 0.00001 香港ドル 0.１香港ドル 

EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 0.00１ハンガリーフォリント １０ハンガリーフォリント 

EUR/JPY ユーロ/円 0.１銭 １０円 

EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 0.00001 メキシコペソ 0.１メキシコペソ 

EUR/NZD ユーロ/ＮＺドル 0.00001ＮＺドル 0.１ＮＺドル 

EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 0.00001 ポーランドズロチ 0.１ポーランドズロチ 

EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 0.00001 シンガポールドル 0.１シンガポールドル 

EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 0.00001 トルコリラ 0.１トルコリラ 

EUR/USD ユーロ/米ドル 0.00001 米ドル 0.１米ドル 

EUR/ZAR ユーロ/南アランド 0.0000１南アランド 0.１南アランド 

GBP/JPY 英ポンド/円 0.１銭 １０円 

HKD/JPY 香港ドル/円 0.00001 円 0.１円 

MXN/JPY メキシコペソ/円 0.0.0001 円 0.１円 

NZD/JPY ＮＺドル/円 0.１銭 １０円 
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NZD/USD ＮＺドル/米ドル 0.00001 米ドル 0.１米ドル 

PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 0.0001 ハンガリーフォリント １ハンガリーフォリント 

PLN/JPY ポーランドズロチ/円 0.00001 円 0.１円 

SGD/JPY シンガポールドル/円 0.１銭 １０円 

THB/JPY タイバーツ/円 0.00001 円 0.１円 

TRY/JPY トルコリラ/円 0.00001 円 0.１円 

USD/CAD 米ドル/カナダドル 0.00001 カナダドル 0.１カナダドル 

USD/CZK 米ドル/チェココルナ 0.0001 チェココルナ １チェココルナ 

USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 0.00１ハンガリーフォリント １０ハンガリーフォリント 

USD/JPY 米ドル/円 0.１銭 １０円 

USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 0.00001 メキシコペソ 0.１メキシコペソ 

USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 0.00001 シンガポールドル 0.１シンガポールドル 

USD/TRY 米ドル/トルコリラ 0.00001 トルコリラ 0.１トルコリラ 

USD/ZAR 米ドル/南アランド 0.00001 南アランド 0.1 南アランド 

ZAR/JPY 南アランド/円 0.00001 円 0.１円 

※基本スプレッドは当社ホームページに掲載しております。基本スプレッドは直近のデータ

に基づく数値であり、市況環境や時間によりこれより上下することがございますので、目

安としてご覧下さい。 
 

・外貨対円貨ペア：１５種類  
豪ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、チェココルナ/円、ユーロ/円、英ポンド/円、 
香港ドル/円、メキシコペソ/円、ニュージーランドドル/円、ポーランドズロチ/円、シンガポ

ールドル/円、タイバーツ/円、トルコリラ/円、米ドル/円、南アランド/円  
 
・外貨対外貨ペア：２８種類 
豪ドル/ニュージーランドドル、豪ドル/ポーランドズロチ、豪ドル/米ドル、豪ドル/南アラン

ド、チェココルナ/ハンガリーフォリント、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、 
ユーロ/スイスフラン、ユーロ/チェココルナ、ユーロ/英ポンド、ユーロ/香港ドル、 
ユーロ/ハンガリーフォリント、ユーロ/メキシコペソ、ユーロ/ニュージーランドドル、ユー

ロ/ポーランドズロチ、ユーロ/シンガポールドル、ユーロ/トルコリラ、ユーロ/米ドル、 
ユーロ/南アランド、ニュージーランドドル/米ドル、 
ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント、 
米ドル/カナダドル、米ドル/チェココルナ、米ドル/ハンガリーフォリント、 
米ドル/メキシコペソ、米ドル/シンガポールドル、米ドル/トルコリラ、米ドル/南アランド 
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AUD CAD CHF CZK EUR GBP HKD MXN NZD PLN SGD THB TRY USD ZAR HUF JPY
AUD * ○ ○ ○ ○ ○
CAD * ○
CHF * ○
CZK * ○ ○
EUR ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GBP * ○
HKD * ○
MXN * ○
NZD * ○ ○
PLN * ○ ○
SGD * ○
THB * ○
TRY * ○
USD ○ ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○
ZAR * ○
HUF *

JPY 日本円 GBP 英ポンド THB タイバーツ
CAD カナダドル HKD 香港ドル TRY トルコリラ
CHF スイスフラン MXN メキシコペソ USD 米ドル
CZK チェココルナ NZD ニュージーランドドル ZAR 南アランド
EUR ユーロ PLN ポーランドズロチ HUF ハンガリーフォリント
AUD 豪ドル SGD シンガポールドル  
 
3-3 スプレッド 
スプレッドは通貨ペアの組合せにより異なります。一部の通貨ペアのスプレッドは、通常の

目安として当社ホームページにて掲載いたしております。但し、通貨の流動性によっては銀

行間取引においてもプライスが存在しない場合等、スプレッド幅が影響を受ける場合がござ

いますので、通貨の流動性を充分考慮された上でお取引頂きますようお願いいたします。 
 
3-4 取引単位 
外貨 24Plus における通貨単位は、1 万通貨単位となっております。 
 
3-5 取引上限 
・ 外貨 24Plus では、特段の定めの無い限り総建玉上限をロールオーバー時点で 50 億円ま

でといたします。 
・ お客様の取引経験や適合性に応じて、個別に上限を設定させていただく場合がございま

す。 
・ 当社のシステムでは建玉上限を自動制御は行っておりません。よって、建玉上限につい

てはお客様ご自身で管理していただきますようお願いいたします。仮に、ロールオーバ

ー時の建玉が当社の定める額を上回った場合、当社からの連絡の有無に関わらず 50 億

円未満になるように返済していただきます。一定期間以上建玉の返済をされないままで

あった場合、当社から建玉の返済期限を指定いたします。仮に返済期限までに返済して

いただけなかった場合、当社の任意で総建玉が 50 億円未満になるように返済させてい

ただきます。 
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3-6 取引時間 
外貨 24Plus 取引画面へのログイン、注文受付は原則として 24 時間可能です。システムメ

ンテナンス時間を除く取引停止時間では、取引はできませんが注文入力は可能です。ただし、

お受けできる注文は、指値、逆指値、OCO、連続注文（原注文が成行の場合を除く）のみ

です。それぞれの注文の説明については、｢5－3 注文の種類｣を参照してください。 
  取引時間 取引停止時間 システムメンテナンス時間 

通常 月曜日 7：00～土曜日 7：00 土曜日 7：00～月曜日 7：00 土曜日 7：00～11：00 

米国夏時間 月曜日 6：00～土曜日 6：00 土曜日 6：00～月曜日 6：00 土曜日 6：00～10：00  

（記載は日本時間です。） 
・ システムメンテナンス時間は、取引画面およびデモ取引画面をご利用いただけません。 
・ 急激な経済変化等やむを得ない事由により取引時間の変更または一部もしくは全部を停

止する場合があります。 
・ 米国の夏時間とは、日本時間で 3 月第 2 日曜日 2:00～11 月第 1 日曜日 2:00 の期間を指

します。 
 
3-7 取引可能日 
原則として上記の取引時間内であれば、クリスマス、年末年始など当社が指定する時間帯を

除いて取引可能です。詳細は、当社ホームページでお知らせします。 
 
3-8 取引レート 
取引画面上に 1 通貨単位の取引レートを表示します。取引レートは、｢Bid (お客様の売値)｣
と｢Ask (お客様の買値)｣の両方の価格を同時に表示します。 

 
 
注文画面のレート表示は小数点第 2 位（一部の通貨ペアについては小数点第 4 位）までです

が、実際の取引レートは小数点第 3 位（前述の一部通貨ペアについては小数点第 5 位）以下

に端数が発生する場合があります。端数が発生する場合でも注文画面のレート表示は小数点

第 2 位（前述の一部通貨ペアについては小数点第 4 位）までとなります。 
 
3-9 取引条件の変更または制限 
当社でお客様の取引状況等を判断した結果、お客様に対して取引条件等の変更、制限を実施

する場合があります。 
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3-10 時差について 
取引報告書に記載されている時刻はグリニッジ時間です。また、ロールオーバーについては

ニューヨーク時間が基準となります。下記の表を参考にしてください。 
 
東京 グリニッジ NY NYサマータイム ロンドン ロンドンサマータイム
0時 前日15時 前日10時 前日11時 前日15時 前日16時

1時 前日16時 前日11時 前日12時 前日16時 前日17時

2時 前日17時 前日12時 前日13時 前日17時 前日18時

3時 前日18時 前日13時 前日14時 前日18時 前日19時

4時 前日19時 前日14時 前日15時 前日19時 前日20時

5時 前日20時 前日15時 前日16時 前日20時 前日21時

6時 前日21時 前日16時 前日17時 前日21時 前日22時

7時 前日22時 前日17時 前日18時 前日22時 前日23時

8時 前日23時 前日18時 前日19時 前日23時 0時

9時 0時 前日19時 前日20時 0時 1時

10時 1時 前日20時 前日21時 1時 2時

11時 2時 前日21時 前日22時 2時 3時

12時 3時 前日22時 前日23時 3時 4時

東京 グリニッジ NY NYサマータイム ロンドン ロンドンサマータイム
13時 4時 前日23時 0時 4時 5時

14時 5時 0時 1時 5時 6時

15時 6時 1時 2時 6時 7時

16時 7時 2時 3時 7時 8時

17時 8時 3時 4時 8時 9時

18時 9時 4時 5時 9時 10時

19時 10時 5時 6時 10時 11時

20時 11時 6時 7時 11時 12時

21時 12時 7時 8時 12時 13時

22時 13時 8時 9時 13時 14時

23時 14時 9時 10時 14時 15時  
※米国サマータイム期間中(3 月第二日曜～11 月第一日曜)の NY 時間は NY 標準時間プラス

1 時間となります。 
 
 

4.証拠金 

4-1 取引証拠金 
証拠金は、現金(円貨のみ)となります。株式等有価証券で代用することはできません。新規

注文を行なう際には予め必要証拠金を差し入れていただく必要があります。  
 

証拠金に関する用語 証拠金に関する用語の説明 

受入証拠金 受入証拠金額＝[お客様からお預かりした証拠金]-[お客様にお返し(出金）した証拠金] 

＋受渡決済益-受渡決済損 
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実質証拠金 実質証拠金＝受入証拠金+未受渡金(※１）+評価損益（※2） 

必要証拠金 取引に際して必要な証拠金。 

外貨 24Plus の必要証拠金は、取引通貨の現在値の中値に取引数量を乗じた金額に、さ

らに必要証拠金率を乗じた金額になります。 

(対円通貨ペアの場合) 

必要証拠金＝取引通貨の現在値の中値×取引数量×必要証拠金率 

(外貨対外貨ペアの場合) 

必要証拠金＝取引通貨の現在値の中値×取引数量×必要証拠金率×通貨交換レート 

 

必要証拠金率： 1 倍コース 100％ 

           20 倍コース 5％ 

           25 倍コース 4％ 

注１ 外貨対外貨通貨ペアの場合、決済通貨を円に換算するためのレートである通貨交

換レートを乗じて計算されます。 

注２ 必要証拠金は相場の変動に応じて再計算されます。 

例）20 倍コース、米ドル/円、１万ドル買いで、 

取引レートが[105.02-105.04]の場合 

中値＝（１０５．０２＋１０５．０４）÷２＝１０５．０３ 

必要証拠金＝１０５．０３×１０，０００×５％＝５２，５１５（円） 

取引レートが[105.04-105.06]に変動した場合、 

中値＝（１０５．０４＋１０５．０６）÷２＝１０５．０５ 

必要証拠金＝１０５．０５×１０，０００×５％＝５２，５２５（円） 

となります。 

使用可能証拠金 使用可能証拠金＝実質証拠金-必要証拠金 

証拠金維持率 証拠金維持率＝実質証拠金÷建玉金額 

証拠金率 取引に必要な証拠金に対する実質証拠金の割合。 

証拠金率（％）＝（実質証拠金÷必要証拠金）×100 

ロスカットライン 以下の条件を満たすと全てのポジションを反対売買で強制決済します。 

・ リアルタイムロスカットにおいて証拠金率 60％未満になった場合 

・ 定時ロスカットにおいて土日を除く日のグリニッジ標準時間の午前 9 時の証拠金維持

率が 4％未満であった場合 

出金可能額 出金可能額＝受入証拠金－必要証拠金－（未受渡決済損＋評価損） 

未受渡決済益と評価益は加算されません。 

(※1) 未受渡金とは、ロールオーバーや売買により確定した受渡日到来前の損益金です。 
(※2) 評価損益とは、保有しているポジションの損益金のことで、リアルタイムで計算され

ます。 
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・ 証拠金率等に関する計算はリアルタイムで行なわれます。その際の計算の元になる時価

は｢Bid (お客様の売値)｣と｢Ask (お客様の買値)｣の中値を用います。 
・ 外貨 24Plus の口座残高は全て証拠金として扱われます。また、ロールオーバー時の損

益も証拠金に反映されます。 
・ 必要証拠金は、成行注文、指値注文、逆指値注文など注文の種類に拘らず、通貨ペアの

現在のレートで計算します。そのため、お客様が指値、逆指値で発注される場合におい

て、指値価格に基づいて計算した最低限の証拠金を差し入れますと、必要証拠金を満た

さず証拠金不足となり発注できないことがあります。 
・ 外貨 24Plus の取引システムでは、発注時点で注文ごとに証拠金の過不足をチェックし

ておりますが、証拠金の拘束は行ないません。受入証拠金の拘束は、発注時ではなく約

定時に行ないます。そのため発注後に証拠金の出金、評価損の拡大、注文訂正等を行い、

約定直前に必要証拠金が不足している場合は、注文は約定せず失効となりますので、十

分ご注意ください。 
 
4-2 ロスカットについて 
ロスカットとは、お客様の損失の拡大を抑えるため、一定の条件を満たした場合に全保有ポ

ジションを強制的に反対売買し決済することです。外貨 24Plus では取引時間中常時監視す

る「リアルタイムロスカット」と取引時間中の一定時に実施する「定時ロスカット」の 2 種

類がございます。 
●リアルタイムロスカット 
外貨24Plus の証拠金率の計算はリアルタイムで行われ、証拠金率が60％（ロスカッ

トライン）を割り込むと、全保有ポジションが自動的に決済（ロスカット）されます。

なお、ロスカット直前にお客様への通知は行ないませんが、証拠金率が100％及び80％
を下回った際に注意喚起のメールをお送り致します。ただし、市場レートの変動次第

では、メールの配信が間に合わない場合がございますので予めご了承ください。 
●定時ロスカット 
土日を除く日のグリニッジ標準時間の午前9時の証拠金維持率（実質証拠金額÷建玉金

額）が4％未満であった場合、、全ポジションが自動的に決済（ロスカット）されます。

なお、ロスカット前のお客さまへの通知はありません。 
 
※システム障害等によりロスカット取引が執行されなかった場合、美らネット24｢システ

ム障害時の対応｣を準用します。但し、外貨24Plusにつきましては、システム障害が発

生した場合であっても、電話による注文のお取次ぎは行いません。 
 
 

5.注文について 
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5-1 外貨 24Plus の注文について 
・ ご注文、ご確認等はパソコン、携帯電話からインターネット経由で行なってください。

お電話、メール、FAX 等では承れません。 
・ 同じ通貨ペアの買いポジションと売りポジションの両方を保有する「両建て」はできま

せん。 
・ 注文画面では新規建注文と決済注文を選択する項目はありません。保有ポジションがな

い場合もしくは保有ポジションと同じ売買区分の注文は新規建注文となり、保有ポジシ

ョンの反対売買の注文は決済注文になります。ただし、保有ポジション以上の数量を反

対売買すると、保有ポジションを超える数量は新規ポジションとなります。例えば 2 万

ドルの買いポジションを保有している場合、5 万ドルの売り注文を入力すると、3 万ド

ルの売りポジションが残ることになります。 
・ 決済注文は｢現在のポジション｣画面から入力することもできます。 
 
5-2 新規建可能数量 
新規建て可能数量は以下の計算式で求められます。 
新規建て可能数量＝使用可能証拠金÷取引通貨の現在値の中値÷必要証拠金率 
 
5-3 注文の種類 

成行 

価格を指定しない注文。 

注文入力後に為替レートの変動があった場合、約定を優先させてその時

点の為替レートで約定させます。 

ダイレクト成行注文 
価格を指定しない注文で、発注後にレートの変動があった場合、注文が失

効します。 

指値 

価格を指定する注文。 

買注文は「売値(Bid）」以下で、売注文は「買値(Ask）」以上で指定してくだ

さい。 

逆指値 

「買値(Ask)」が指定した価格以上になったら買う、または「売値(Bid)」が指

定した価格以下になったら売る注文。損失を限定したいときなどに用いら

れるため、ストップロス注文ともいう。買注文は｢買値(Ask）」超で、売注文は

「売値(Bid）｣未満で指定してください。 

トレール注文 

逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文。逆指値で価格を指定し、ト

レール指定で現在値(買注文では「買値(Ask)」、売注文では｢売値(Bid)」)

からの値幅を指定します。利益追求に有効な注文。 

OCO 

指値と逆指値 2 つの注文を出しておき、一方が約定すると、もう一方が取り

消される注文。(One side done,then Cancel the Other の略) 

損失を限定させたいときに有効な注文。 
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「注文種類」欄で「OCO」を選択し、2 つの注文を入力してください。 

連続注文 

あらかじめ入力した原注文が約定した後、自動的に予約注文が執行され

る注文。IFD(Ｉｆ Done)注文と IFO 注文(IFD と OCO の組み合わせ)がありま

す。利益確定、損失限定を目的として使用します。 

 
※ 注文発注画面内の｢ワンクリック注文｣欄左のチェックボックスにチェックを入れて発

注すると、確認画面を表示することなく発注されます。充分ご注意ください。 
※ 注文発注時に提示されているレートや逆指値で入力したレートでの約定が保証されて

いる訳ではありません。各国の経済指標･統計の発表や突発的なニュース等によりレート

の動きが激しくなった場合、発注時に提示されているレート及び逆指値で指定したレー

トから大きく乖離したレートで約定する場合がありますので、ご注意ください。 
※ 提示レートに誤りが生じ、誤った価格で注文が約定(インバリッドレートによる約定)し

た場合、反対売買等により修正処理を行ないます。当社では、この約定により失効とな

ったお客様の注文は以下の通りに扱います。 
 

 
5-4 トレール注文 
トレール注文とは、逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文です。逆指値で価格を指定し、

トレール指定で現在値（買注文では｢買値(Ask)｣、売注文では｢売値(Bid)｣）からの値幅を決

定します。 
 

成行注文 確定的に失効 

ダイレクト成行 成行注文に準ずる 

指値注文 当初と同内容で自動的に再発注 

 

逆指値注文 

当初と同内容で自動的に再発注。ただし、トレール注文であった場合は、

当該約定の時点でトレール注文は失効し、同時点での逆指値の指定価格

による逆指値注文として再発注されます。 

OCO注文 一方の注文による約定がインバリッドレートで失効し、当該注文に係る注文

が再発注されるときは、一方の注文も再発注されます。 

連続注文 原注文がインバリッドレートで失効したときは、原注文が再発注される場合

は、予約注文も再発注され、原注文が再発注されない場合は、予約注文も

再発注されません。 
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  売注文 買注文 

逆指値 ｢売値(Bid）」未満の価格を指定します。 「買値(Aｓｋ）」超の価格を指定します。 

トレール ｢売値(Bid）」からの値幅を指定します。 「買値(Aｓｋ）」からの値幅を指定します。 

トレール価格の

変動 

「売値(Bid)」が値上がりするとトレール価格が

引きあがります。売値（Bid）が値下がりしてもト

レール価格は変動しません。 

「買値(Ask)」が値下がりするとトレール価格が引

き下がります。買値（Ask）が値上がりしてもトレ

ール価格は変動しません。 

執行基準価格 トレール価格と逆指値価格のどちらか高い方 トレール価格と逆指値価格のどちらか低い方 

 
トレール注文は、逆指値注文に値幅指定機能を追加したものです。OCO、連続注文(IFD 注

文、IFO 注文)の逆指値にトレール指定をすることはできません。 
・ ｢注文状況｣画面の価格欄には、トレール幅と執行基準価格が表示されます。 
・ 注文訂正では、数量、逆指値価格の訂正はできますが、トレール幅の訂正はできません。

トレール幅を訂正したい場合は、一度注文を取り消した後、新たに発注してください。 
トレール注文の使用例 
◆例 1 現在の売値 103.5 円のときに「103 円の逆指値売注文」、「50 銭のトレール指定」を

追加。 

(3)

(2) (4)
(1) 50銭

売値現在値

103.5
50銭 (5)

逆指値価格

103.9

103.4

103

 
(1) 発注時点では、現在の売値 103.5 円の 50 銭下、103 円を逆指値価格とし、逆指値価格ま

での値幅と同じ 50銭でトレール指定をしました。したがってトレール価格は 103.5－0.5
＝103 円となり執行基準価格は逆指値価格と同じ 103 円です。  

(2) 売値が値上りしたので、トレール価格も一緒に引き上がります。  
(3) 売値が 103.9 円に値上がりしたので、トレール価格は 103.9 円の 50 銭下の 103.4 円に

引き上がります。逆指値価格よりトレール価格の方が高いので、執行基準価格は 103.4
円です。  

(4) 売値が値下がりしてもトレール価格は変動しません。執行基準価格は、トレール価格

103.4 円のままです。  
(5) 売値が 103.4 円まで値下がりしたので、売注文が執行されます。もしトレール指定をし

ていなかった場合は逆指値価格 103 円で売注文が執行していたことになります。 
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◆例 2 現在の買値 101.5 円のときに「102 円の逆指値売注文」、「50 銭のトレール指定」を

追加。 

逆指値価格

50銭 (5)
買値現在値 (1)

101.5
50銭 (4)

(2)

（3）

102

101.6

101.1

 
 (1) 発注時点では、現在の買値 101.5 円の 50 銭上、102.円を逆指値価格とし、逆指値価格

までの値幅と同じ 50 銭でトレール指定をしました。したがってトレール価格は 101.5+0.5
＝102 円となり執行基準価格は逆指値価格と同じ 102 円です。  
(2) 買値が値下がりしたので、トレール価格も一緒に引き下がります。  
(3) 買値が 101.1 円に値下がりしたので、トレール価格は 101.1 円の 50 銭上の 101.6 円に

引き上がります。逆指値価格よりトレール価格の方が低いので、執行基準価格は 101.6
円です。  

(4) 売値が値下がりしてもトレール価格は変動しません。執行基準価格は、トレール価格

101.6 円のままです。  
(5) 買値が 101.6 円まで値上りしたので、買注文が執行されます。もしトレール指定をして

いなかった場合は逆指値価格 102 円で注文が執行していたことになります。 
 
5-5 連続注文 
連続注文は、最初の注文(原注文)が約定した後、予め入力しておいた予約注文が自動的に発

注される注文予約機能です。連続注文には｢IFD 注文｣と｢IFO 注文｣の 2 種類があります。 
まず注文画面の｢注文種類｣欄で｢連続注文｣を選択し、｢原注文｣欄で原注文を入力してくださ

い。次に｢予約注文｣欄で予約する注文を入力してください。予約注文欄には｢指値｣と｢逆指

値｣の 2 種類があります。 

IFD 注文 
原注文と予約注文を同時に発注する注文。原注文が約定すると予め入力しておいた

予約注文を執行します。 

IFO 注文 

IFD と OCO を組み合わせた注文。原注文と同時に２つの予約注文を出し、原注文が

約定すると 2 つの予約注文が執行され、1 つの予約注文が約定すると残りの予約注

文が取り消されます。 

原注文を入力した後、｢OCO｣欄にチェックを入れ、予約注文を 2 つ入力します。 
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連続注文の使用例 
(a)IFD 注文 
初めの注文(原注文)が約定すると、そのポジションに対する反対売買(予約注文)が自動発注

される注文方法です。  
 
◆例 1 原注文＋利益確定 
現在、保有ポジションはなく為替レートは 1 ドル 105 円だとします。104.5 円までレートが

下がれば、107 円までの反発を予想している場合、104.5 円のドル買い注文(原注文)と、そ

れが約定できれば 107 円の売り決済注文(予約注文)を発注しておきます。  
 
◆例 2 原注文＋損失限定 
現在、保有ポジションはなく為替レートは 1 ドル 106 円です。105.5 円まで下がれば、その

後反発すると予想していますが、もし 105.5 円で注文が約定した後さらに下がった場合には

105 円で損失を限定したいと考えているとします。そこで 105.5 円のドル買い注文(原注文)
と 105 円での逆指値売り決済注文(予約注文)を発注しておきます。  
 
(b)IFO 注文 
初めの注文(原注文)が約定すると、そのポジションに対する２つの反対売買(予約注文)が自

動発注される注文方法です。  
 
◆例 原注文＋利益確定、損失限定 
現在、ポジションはなく為替レートは 1 ドル 106 円です。 
105.5 円まで下がれば、107 円まで反発すると予想していますが、もし 105.5 円で注文が約

定した後、さらに下がった場合には 105 円で損失を限定したいと考えているとします。そこ

で 105.5 円のドル買い注文(原注文)と利益確定の 107 円の売り決済注文(予約注文)と損失限

定の 105 円の逆指値売り決済注文(予約注文)を発注しておきます。 
 
5-6 有効期限 
注文の有効期限は以下の中から選択できます。 
①期限なし(取消すまで有効) 
②期限指定(東京、香港、ロンドン、ニューヨーク各市場のクローズ時間のいずれか)  

市場 日本時間 グリニッジ時間 

東京 15:00 6:00 

香港 17:00 8:00 

ロンドン 翌日 1：30 （夏時間は 0：30） 16:30 

ニューヨーク 翌日 6：00 （夏時間は 5：00） 21:00 

※ システム上、土・日曜日は認識しておりますが、各国の祝祭日は認識しておりません。
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そのため、月曜日の有効期限は指定できますが、祝祭日の翌営業日を指定して発注され

る場合は、発注されるタイミング次第では祝祭日中に失効となる場合がございますので

ご注意下さい。 
 
5-7 注文状況の表示 
注文状況画面の表示は、以下の通りです。 

ステータス 内容 

注文中 発注しているが、まだ約定していない状態 

待機中 
連続注文で原注文の約定を待機している予約注文の状態 

※原注文が約定すると「注文中」に変わります。 

未約定 

システムや市場の状況等により約定通知が遅延している状態 

※未約定のまま注文が点滅している場合、注文を執行中ですので、約定に至る

までお待ちください。なお、この間の注文の取消しはできません。 

再クォート ダイレクト成行注文で、注文入力後のレートの変動により約定できなかった状態 

注文が成立すると｢注文状況｣欄から表示が消え、｢現在のポジション｣欄に表示されます。 
 
5-8 注文の訂正･取消 
・ 逆指値注文に値幅指定機能を追加した｢トレール注文｣では、数量及び逆指値価格の訂正

はできますが、トレール幅の訂正はできません。トレール幅を訂正したい場合は、一旦

注文を取り消した後、新たに注文し直してください。 
・ OCO 注文については、原注文、予約注文どちらか一方の指値訂正及び注文取消しが可能

です。 
・ 注文状況画面が｢注文中｣または｢待機中｣の場合、その注文を訂正または取消しをするこ

とができます。 
・ 注文が｢未約定｣の場合、その注文は訂正または取消しをすることができませんので、表

示が変わるまでお待ちください。 
・ 注文が｢再クォート｣の場合、再ログインをすることで表示を消すことができます。 
・ 注文の価格、数量は変更できますが、有効期限、指値･成行は変更できません。 
 
5-9 携帯電話取引について 
外貨 24Plus は携帯電話からもお取引いただけます。携帯電話取引は一部機能に制限があり

ますが、注文の発注・確認等を行なうことは可能です（携帯電話取引のみでのご利用はお断

りしております）。 
ログインについては｢2-4 外貨 24Plus へのログイン｣を参照してください。 
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・サービス環境 

対応キャリア 対応機種 

ｉモード  Move503ｉ以降（FO MA 含む）  

EZweb  WAP2.0 対応機  

Yahoo！ケータイ  ステーション／パケット対応機 

 

・外貨24Plusモバイルの主な機能  

提示レート ○ 

チャート・インディケータ ○ 

注文状況 ○ 

注文取消 ○ 

注文訂正 ○ 

注文履歴 × 

現在のポジション ○ 

証拠金残高 ○ 

報告書（簡易） × 

ニュース配信 ○ 

   ※市場価格が予め設定しておいた価格に達した場合に電子メールでお客様に通知す

るヒット通知機能がありますが、この機能は大変不安定なため上手く通知されない

場合があります。仮にヒット通知が機能しないことで損害が発生した場合でも、当

社はその責任を負いませんので、予めご了承下さい。 

 

・ 外貨24Plusモバイルの注文機能  

成行注文 ○ 

ダイレクト成行注文 × 

指値注文 ○ 

逆指値注文 ○ 
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トレール注文 ○ 

OCO 注文 ○ 

連続注文（IFO/IFD） IFOのみ利用可能 

※ 携帯電話取引サービスの成行注文は注文の入力後にレートの変動があった場合、約

定を優先させて、その時のレートで約定する「成行注文」になります。 

 
5-10 決済について 
ポジションを決済するには、反対売買により差金決済をしていただきます。現引、現渡はで

きません。反対売買をしない限り、ポジションは日々ロールオーバーされ、継続していくこ

とになります。 
 
5-11 受渡日 
受渡日は約定日の翌々営業日です。ロールオーバーについても同様に受渡日は翌々営業日と

なります。ただし、外貨対外貨の通貨ペアを決済した場合、2 営業日後にまず基準となる外

貨で受渡が行なわれ、その翌営業日に円での損益を確定するための通貨交換(コンバーショ

ン)が行なわれます。その通貨交換の受渡はさらに 2 営業日後に行なわれます。つまり外貨

対外貨の通貨ペアの受渡日は、約定日から起算して 5 営業日目となります。そのため、通貨

交換までの間に為替レートが急激に変動した場合、想定外の損失を被ることがあります。 
 
5-12 システム障害の対応 
外貨 24Plus では、パソコン、携帯電話を用いて取引画面から注文を行うものとします。シ

ステム障害が発生した場合、電話、FAX、電子メールその他の方法による注文を承ることが

できませんので予めご了承ください。ただし、当社が必要と認めた場合は除きます。 
 
 

6.ロールオーバー 
外国為替証拠金取引において、未決済ポジションを持ち越す処理のことをロールオーバーと

いいます。お客様は反対売買をしない限り、ポジションを毎日繰り延べることができます。

ロールオーバーはニューヨーク時間の 15：00(日本時間の 5：00、夏時間は 4：00)のポジシ

ョンについて行なわれます。ご注意いただきたいのは、ロールオーバーが行なわれますと、

お客様が保有しているポジションは、一度ロールクローズ価格(※1)で決済され、ロールオー

プン価格(※2)で新たに建て直されるということです。そのため、ポジションを持ち越した場

合は取得価格が変わることになります。ロールオーバーの決済価格は、ロールオーバー時の

レートで決まります。（ニューヨーク時間 17：00 前後(日本時間の 7：00、夏時間は 6：00)
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の時間帯を参考にロールクローズ価格を決定します） 
(※1)ロールクローズ：ニューヨーク時間 15：00 時点のポジションついてロールクローズ

ド価格で決済され、ロールオーバーによる決済差損益金は口座に反映されます。 
(※2)ロールオープン：ロールクローズ価格にスワップポイントが加減され、新しいポジシ

ョンがオープンします。 
 
 

7.スワップポイント 
通貨を交換した際に生じる金利差調整額のことをスワップポイントといい、ロールオーバー

時点で各国通貨間の金利差をもとに計算されます。一般的に低金利の通貨を売り高金利の通

貨を買う場合は金利差の調整分を受け取ることができます。逆に高金利の通貨を売り低金利

の通貨を買う場合は金利差の調整分を支払わなければなりません。 
※ スワップポイントは、当社の取次先から提供を受ける当日のスワップ金利マーケットに

よるリアルタイムでの各通貨ペアのスワップポイントを提供いたします。 
※ スワップポイントは為替直物取引の受渡日（各国の営業日）をベースに算出されます。

従いまして、休日の関係で数日分のスワップポイントをまとめて受け払いする場合や、

受け払いが全く行なわれない場合があります。 
 
 

8.報告書等について  
・ お客様の取引内容、口座情報の詳細は、以下の報告書でご確認いただけます。これらの

報告書は、電磁的方法によって交付します。報告書の郵送は行なっておりませんので予

めご了承ください。 
・ 報告書を閲覧するには、外貨 24Plus 会員画面上部にある｢報告書｣タブをクリックし、

閲覧したい報告書を選択してください。 
・ 外貨 24Plus 口座を解約した場合、お取引はできなくなりますが、口座解約後 5 年間は

報告書の閲覧が可能です。 
FX 取引報告書 約定日、売買の別、取引通貨ペア、数量等を記載し、取引の都度、交付

します。 

FX 取引残高報告書 期間内に成立した取引、口座残高、期間内に受渡の完了した取引および

入出金の明細等を記載し、3 ヶ月毎に交付します。 

FX 保証金受領書 外貨 24Plus への証拠金として入金された日、および金額を記載します。 

口座履歴報告書 指定した期間のお客様の入出金、決済損益の内訳等、主に証拠金の動

きの残高を表示します。 
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セッション履歴報告書 お客様のアクセス履歴の日時を一覧表示します。 

取引履歴報告書 
指定した期間の取引の詳細履歴、スワップポイントなどを表示します。新

規・決済の区分が表示されます。 

簡易口座情報 
指定した期間の入金・出金合計額、ポジション損益など口座の概要を表

示します。 

取引明細 指定した期間の通貨ペア別の手数料、損益などを表示します。 

ユーザースワップ詳細レ

ポート 

指定した期間の通貨ペア別のロールオーバー処理の履歴の詳細をご確

認いただけます。 

 
 

9.入出金、振替 

9-1 入金 
外貨 24Plus へのご入金には「クイック入金サービス」を利用する方法と、銀行振込による

方法があります。 
 
A．クイック入金サービスによる入金 
美らネット 24 会員画面の「入金指示」より、「外貨 24Plus」の証拠金へ即時入金が可能で

す。クイック入金のご利用は、下記提携の金融機関で口座をお持ちで、かつインターネット

入金サービスのご利用が可能なお客様に限ります。 
「外貨 24plus」でクイック入金が可能な銀行 

楽天銀行 
三菱東京 UFJ 銀行 
ジャパンネット銀行 

・ クイック入金の場合、振込手数料は当社が負担します。 
・ クイック入金サービスを利用してご入金された場合、入金額は「外貨 24Plus」の証

拠金に即時反映されます。 
・ ご利用可能時間は、美らネット 24 および各銀行のサービス時間中となります。 

 
なお、現在証券総合取引口座の勘定から「外貨 24Plus」証拠金への振替指示は画面上から

行うことができません。クイック入金での振込先口座をお間違えのないようご注意ください。 
 
B．銀行 ATM 及び銀行窓口からの入金 
銀行 ATM 及び銀行窓口から外貨 24Plus へ入金される際は、所定の銀行口座にお振込みく

ださい。 
・ 銀行 ATM 及び銀行窓口からのお振込手数料はお客様の負担となります。 
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・ 余力等への反映は、当社がお客様の入金を確認し事務処理が完了してからとなります。

入金の確認と事務処理は当社営業日の 8：45～15：00 までの間、定期的に行ないます。 
・ 振込み可能時間は、お客様のご利用される銀行 ATM 及び銀行窓口の営業時間によりま

す。 
・ お振込みの際、振込名義人は必ずお客様本人の名義でお振込みください。他人名義、通

称・略称の使用、また振込名義人の入力間違い等をされた場合、ご入金をお受けできま

せん。 
・ 同姓同名のお客様のお振込による事故防止のため、振込名義人の後ろに、口座開設完了

後に当社よりお送りする美らネット 24 証券総合取引口座の｢口座番号(6 桁)｣を入力して

ください。 
（例）口座番号 123456 アンドウタロウ様の場合、振込名義人は｢アンドウタロウ 123456｣
と入力してください。 

・ 国内にある金融機関からのお振込みに限ります。 
・ お振込をお受けできるのは日本円のみです。 
 
◆お振込先 

銀行名 支店名 口座種別 口座番号 

楽天銀行 タンゴ支店 普通 7033291 

三菱東京 UFJ 銀行 名古屋営業部 普通 0086006 

ジャパンネット銀行 本店 普通 2011008 

 
9-2 出金 
お客様は、出金可能額の範囲内で、証拠金を出金することができます。出金可能額は以下の

計算式で算出されます。 
出金可能額＝受入証拠金－必要証拠金－(未受渡決済損＋評価損) 

出金を依頼される場合は、美らネット 24 サポートセンターへお電話にてご連絡ください。

受付時間は 9:00～19:00 です。オペレーターが出金可能額を提示しますので、その金額の範

囲内で出金を指示してください。8：00～15：00 の間にご連絡をいただいた場合は、当日か

ら起算して 3 営業日目までに出金額をお客様が登録されている振込先指定金融機関口座に

送金いたします。15：00 以降のご連絡は翌営業日扱いになりますので、翌日から起算して 3
営業日目までの送金となります。 
 
9-3 振替 
・ 美らネット 24 証券総合口座と外貨 24Plus 口座の間では振替は行えません。 
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10.その他 

10-1 税金 
外国為替証拠金取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイントによる収益)は、

個人のお客様は｢雑所得｣として総合課税の対象となります。同一年間（1 月 1 日から 12 月

31 日まで）に受渡の決了した売買損益を通算した利益が課税対象となります。雑所得が年

間 20 万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。法人のお客様は法人税法に

基づいた税務申告を行なう必要があります。詳しくは所轄の税務署にご相談ください。 
 
10-2 証拠金の保全について 
お客様からお預かりした証拠金は投資者保護基金の対象外ですが、当社ではお客様からお預

かりする証拠金は、その全額を日証金信託銀行で信託保全します。万一当社が破綻した場合

でも信託財産から直接返還を受けることができますので、お客様の証拠金は安全に保護され

ます。 
 
10-3 リスクについて 
外国為替証拠金取引は高いリスクを伴う取引です。外貨 24Plus 契約締結前交付書面をよく

お読みになり、リスクを十分認識した上、自己責任において取引を行なってください。 
 
10-4 パソコンの推奨環境について 
外貨 24Plus の利用には、以下の環境を推奨します。 
OS Windows XP、Windows Vista 

ブラウザ Internet Explorer 6.0 以上 

メモリ 1G 以上 

CPU 300MHz 以上 もしくはそれ以上のプロセッサー 

ディスプレイ解像度 1280×1024 

Acrobat Reader 6 以上 

JAVA JRE1.6.0_3 

※ Windows 98、98SE、ME、NT 及び Macintosh ではご利用いただけません。 
※ 接続回線が CATV の場合や企業内で LAN 回線を組まれている場合、ウィルスソフトの

設定などにより、ファイアウォール･プロキシーの制限を受ける場合があります。 
※ 通信速度が遅い環境下では、チャート表示や画面遷移に時間がかかることがあります。 
 
10-5 取次先業者について 
本取引では取引を米国のグローバルフォレックストレーディング(GFT)に取り次ぎします。 
GFT は、米国のグローバルフューチャーズアンドフォレックス(GFT)社(※)の外国為替取引

部門です。GFT が取扱う外国為替市場は、世界最大級の銀行十数行で構成されており、取
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引量と流動性の確保に努めております。 
外貨 24Plus のトレーディングシステムは、GFT の為替オンライントレーディングシステム

を当社仕様に改良したものです。このトレーディングシステムは、米国内はもとよりドイツ、

スイスを中心としたヨーロッパ諸国及びオーストラリアや南アフリカなど世界各国で使用

されている実績があります。 
(※)GFT は米国商品先物取引委員会(CFTC)等に登録されている業者です。 
 
10-6 取引ルールの変更について 
外貨 24Plus 取引ルールは、予告なしに内容を変更する場合がありますので予めご了承くだ

さい。 
 
10-7 お問い合わせ先 
美らネット 24 サポートセンター 
0120－024－005（携帯･PHS からも可能） 
受付時間：平日 8 時から 19 時 


