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「店頭外国為替証拠金取引説明書（契約締結前交付書面・注意喚起文書）」 

の新旧対照表 

平 成 ２ 8 年 12 月3 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ＆ 追 加 ） 

 

新 旧 
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項

について 

 

当社がお客様に提供している店頭外国為替証

拠金取引は、金融商品取引業等に関する内 

閣府令第123 条第4 項に規定される通貨関

連店頭デリバティブ取引に該当します。 

当社のカバー取引先銀行は以下の通りです。 

 

商号又は名称：バークレイズ・バンク・ピー

エルシー（ Barclays Bank PLC ） 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ドイチェ・バンク・エージー

（ Deutsche Bank AG ） 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ユービーエス・エー・ジー

（ UBS AG ） 

監督を受けている外国当局の名称：スイス連

邦銀行委員会（Swiss Federal 

Banking 

Commission ） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: 株式会社三井住友銀行

( Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation ) 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: ゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナル( Goldman 

Sachs 

International ) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項

について 

 

当社がお客様に提供している店頭外国為替証

拠金取引は、金融商品取引業等に関する内 

閣府令第123 条第4 項に規定される通貨関

連店頭デリバティブ取引に該当します。 

当社のカバー取引先銀行は以下の通りです。 

 

商号又は名称：バークレイズ・バンク・ピー

エルシー（ Barclays Bank PLC ） 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ドイチェ・バンク・エージー

（ Deutsche Bank AG ） 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ユービーエス・エー・ジー

（ UBS AG ） 

監督を受けている外国当局の名称：スイス連

邦銀行委員会（Swiss Federal 

Banking 

Commission ） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: 株式会社三井住友銀行

( Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation ) 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: ゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナル( Goldman 

Sachs 

International ) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 
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新 旧 
業務内容：証券業 

 

商号又は名称: 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 ( Morgan Stanley & Co. 

International PLC ) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：証券業 

 

商号又は名称：香港上海銀行（The 

Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Limited ） 

監督を受けている外国当局の名称：香港金融

管理局（香港 HKMA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ジェー・ピー・モルガン・チ

ェース・バンク・エヌ・エー 

（JPMorgan Chase Bank N.A.） 

監督を受けている外国当局の名称：米国通貨

監督局（米国 OCC）,米国連邦 

準備制度理事会（米国 FRB） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：バンク・オブ・アメリカ・エ

ヌ・エー（Bank of America N.A.） 

監督を受けている外国当局の名称：米国通貨

監督局（米国 OCC）,米国連邦 

準備制度理事会（米国 FRB） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: コメルツ・バンク・エー・ジ

ー(Commerz Bank AG ) 

監督を受けている外国当局の名称：ドイツ連

邦金融監督庁（ドイツ BAFIN） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: シティ・バンク・エヌ・エ

ー・ロンドン(Citibank N.A. London ) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 

 

 

 

業務内容：証券業 

 

商号又は名称: 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 ( Morgan Stanley & Co. 

International PLC ) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：証券業 

 

商号又は名称：香港上海銀行（The 

Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Limited ） 

監督を受けている外国当局の名称：香港金融

管理局（香港 HKMA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：ジェー・ピー・モルガン・チ

ェース・バンク・エヌ・エー 

（JPMorgan Chase Bank N.A.） 

監督を受けている外国当局の名称：米国通貨

監督局（米国 OCC）,米国連邦 

準備制度理事会（米国 FRB） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：バンク・オブ・アメリカ・エ

ヌ・エー（Bank of America N.A.） 

監督を受けている外国当局の名称：米国通貨

監督局（米国 OCC）,米国連邦 

準備制度理事会（米国 FRB） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: コメルツ・バンク・エー・ジ

ー(Commerz Bank AG ) 

監督を受けている外国当局の名称：ドイツ連

邦金融監督庁（ドイツ BAFIN） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: シティ・バンク・エヌ・エ

ー・ロンドン(Citibank N.A. London ) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健 

全性規制機構（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 
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新 旧 
商号又は名称: ビー・エヌ・ピー・パリバ 

(BNP Paribas) 

監督を受けている外国当局の名称：フランス

金融市場庁 (French Securities Regulator 

(ALF)) 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：株式会社 三菱東京UFJ銀行

（The Bank of Tokyo－Mitsubishi UFJ, 

Ltd .） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: ノムラ・インターナショナ

ル・ピーエルシー（Nomura International 

PLC） 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（U.K. FCA）, 英国健全性規制機構

（U.K. PRA） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: 株式会社みずほ銀行（Mizuho 

Bank, Ltd.） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: ソシエテ・ジェネラル

（Societe Generale） 

監督を受けている外国当局の名称：フランス

金融健全性監督破綻処理機構（ACPR）及び

欧州中央銀行（ECB） 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: オーストラリア・アンド・ニ

ュージーランド・バンキング・グループ・リ

ミテッド 

 （Australia and New Zealand Banking 

Group Limited） 

監督を受けている外国当局の名称：オースト

ラリア健全性規制庁(APRA) 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称: ロイヤルバンク・オブ・スコ

ットランド・ピーエルシー（The Royal 

Bank of Scotland plc） 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（UK FCA）、英国健全性規制機構

（UK PRA） 

業務内容：銀行業 

 

 

商号又は名称: ビー・エヌ・ピー・パリバ 

(BNP Paribas) 

監督を受けている外国当局の名称：フランス

金融市場庁 (French Securities Regulator 

(ALF)) 

業務内容：銀行業 

 

商号又は名称：株式会社 三菱東京UFJ銀行

（The Bank of Tokyo－Mitsubishi UFJ, 

Ltd .） 

業務内容：銀行業 

 

（新 設） 
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新 旧 
商号又は名称: エックス・ティー・エック

ス・マーケッツ・リミテッド (XTX 

Markets Limited) 

監督を受けている外国当局の名称：英国金融

行為機構（UK FCA） 

業務内容：リクイディティプロバイダー 

 

 
以上 


