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新 旧 

２P 

この書面には、当社の取り扱うバイナリー・オプション取引（以

下、「外為オプション取引」と呼びます。）についてのリスクや

留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご

不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 

 

本説明書では、金融商品取引法第2条第22項第４号に規定され

る店頭デリバティブ取引のうち、ヨーロピアンタイプのバイナリ

オプション取引である当社の外為オプション取引について説明し

ます。 

 

 

（２ページ下部に移動） 

 

 

 

・外為オプション取引は、取引時間の終了時点の為替相場（「END

レート」）が取引時間の開始時点の為替相場（「STARTレート」）

と比べて「円高か円安」（対ドル通貨ペアの場合は「ドル高かド

ル安」）のどちらになるかを予想する取引です。予想通りとなっ

た場合は、ペイアウト（購入金額にペイアウト倍率を乗じた金額）

２P 

この書面には、外為オプション取引を行っていただく上でのリス

クや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、

ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 

 

 

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の３

の規定に基づき顧客に交付する書面で、金融商品取引法第 2 条

第 22 項第 3 号に規定される店頭デリバティブ取引のうちヨー

ロピアンタイプのバイナリオプション取引である当社の「外為オ

プション取引」について説明します。 

 

・外為オプションはヨーロピアンタイプのバイナリオプションで

す。オプションの売却や申込受付終了後に取引の取消を行うこと

はできません。 

 

・外為オプション取引は、取引時間の「STARTレート」（当社

の店頭外国為替証拠金取引（FXネオ）で購入受付締切時間後に

最初に提示される各通貨ペアのBID レートとASKレートの中間

の値)が取引時間の「ENDレート」（購入受付締切時間後に設定

される満期日のレート）と比べて一定のレンジ内で「円高か円安」
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を受け取ることができますが、予想通りとならなかった場合には、

購入金額全額が損失となります。 

 

・外為オプション取引で提示される為替相場は、当社が店頭外国

為替証拠金取引（ＦＸネオ）で提示するBID レートとASK レー

トの中間値です。「ENDレート」が「STARTレート」と同一と

なった場合には、購入金額が払い戻しとなります。 

・ペイアウト倍率は、取引時間の購入受付開始時点で確定し、購

入画面に表示されます。外為オプション取引では、オプションの

新規購入のみが可能であり、オプションの売却・転売はできませ

ん。また、購入受付締切時間までは購入の取消が可能ですが、購

入受付締切時間後は購入の取消はできません。なお、ぺイアウト

の受取の可否は、取引時間の終了時点で自動的に判定されます。 

・外為オプション取引は期限のある取引です。同一営業日中に取

引時間が複数設定される場合には、各取引時間を「回号」と呼び

ます。各回号のペイアウト倍率は、為替市場の動向により変更さ

れる場合があります。 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

または「ドル高かドル安」のどちらになるかを予想する取引です。 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

・ペイアウト倍率はボラティリティの変動に応じてレンジ幅を調

整することで、2 倍程度になるように組成しています。 

 

・ペイアウト倍率は、購入受付開始時点で確定し、購入画面に表

示されます。 
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（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

・外為オプション取引では、各回号ごとに販売上限金額が設けら

れており、購入受付時間中に販売上限金額に達すると、受付停止

（完売）となります。販売上限金額は、過去の相場状況・回号の

デルタ値を基に当社の取れるリスク額を計算した上で算出してい

ます。 

・受付停止（完売）は、相場急変時およびレンジ相場における反

転のタイミングで起こりやすくなる傾向があり、また、時間帯に

よっても受け付け停止（完売）が起こりやすくなる時間帯があり

ます。一般的には、直近一定期間のボラティリティが高くなると

販売上限金額が高くなり、ボラティリティが低くなると販売上限

金額が低くなる傾向があります。また、お客様からの購入申込が

円高（ドル高）、円安（ドル安）のどちらか一方に一定金額以上

・外為オプションは期日（満期日）のある取引です。満期日が到

来すると自動的に権利行使の判定が行われます。 

 

・END レートが購入したレンジ内に収まらないレンジ外になっ 

た場合は、購入金額が損失となります。 

 

・レンジ幅は一般的に直近一定期間のボラティリティが高くなる

とSTARTレートから離れ、ボラティリティが低くなるとSTART 

レートに近づきます。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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集中した場合にも発生します。 

※通貨ペア×回号ごとに販売額を集計して、受付停止（完売）と

しています。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外為オプション取引は、インターネットを利用した電子取引と

なるため、当社、当社のカバー取引先、当社のシステム委託先、

または通信回線業者等が所有するシステム機器や通信回線に障害

が発生した場合には、お客様のお取引または金銭の受け払いに影

響を及ぼす可能性があります。 

 

 

・インターバンク市場の流動性が著しく低下している等の理由に

 

 

 

 

・当社では外為オプションに関し、各回号ごとに販売上限金額を

設けており、販売上限金額に達すると完売となります。販売上限

金額については過去の回号におけるデルタ値を元に通貨ペア、回

号ごとに、過去の相場状況を勘案し、当社の取れるリスクを計算

して算出しております。完売は、相場急変時およびレンジ相場に

おける反転タイミングで起こりやすい傾向があります。また時間

帯によっては完売が起こりやすくなる時間帯などがございます。

一般的に直近一定期間のボラティリティが高くなると販売上限金

額が高くなり、ボラティリティが低くなると販売上限金額が低く

なる傾向がございます。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

・インターバンク市場の流動性が著しく低下している等の理由に
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より、お客様のへのレート提示が困難であると当社が判断した場

合には、外為オプション取引の新規申込の受付を中止する場合が

あります。また、相場急変時や流動性の乏しい時間帯などにおい

ても、新規申込の受付を中止する場合があります。なお、システ

ム障害等の理由により、回号開催中に取引を中止せざるを得なく

なった場合には、当該回号の購入金額を払い戻しします。 

 

 

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: 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） 

業務内容：証券業 

より、お客様のへのレート提示が困難であると当社が判断した場

合には、外為オプション取引の新規申込の受付を中止する場合が

あります。また、相場急変時や流動性の乏しい時間帯などは、購

入締切時間およびEND時間が設定されない場合があります。 

 

 

 

 

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：英国金融庁（U.K. FSA） 

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：英国金融庁（U.K. FSA） 

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：英国金融庁（U.K. FSA） 

業務内容：証券業 
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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：バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ（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（OCC）、米国連邦準備制度理事会（FRB） 

業務内容：銀行業 

商号又は名称：JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ（JP 

Morgan 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（OCC）、

米国連邦準備制度理事会（FRB） 

業務内容：銀行業 

商号又は名称：シティバンク・エヌ・エイ（CITIBANK, N.A.） 

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：香港上海銀行（The Hong Kong 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（HKMA） 

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：英国金融庁（U.K. FSA） 

業務内容：証券業 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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業務内容：銀行業 

商号又は名称：コメルツバンク・エー・ジー（COMMERZBANK 

A.G.） 

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

（BAFIN） 

業務内容：銀行業 

 

・外為オプション取引は、お客様との相対取引です。当社および

当社のカバー取引先等の信用状況によっては、当社の財産状況に

影響が及ぶ可能性があり、その結果、お客様が損失を被るおそれ

があります。  

 

外為オプション取引の概要 

 

3. 取引価格 

外為オプション取引の提示レートは、当社の店頭外国為替証拠金

取引（ＦＸネオ）で提示している各通貨ペアのBID レートとASK 

レートの中間値（MID レート）を採用しています。 

購入受付締切時間後の初回Tickレート(※1)を「START レー

ト」、END 時間後の初回Tickレート(※2)を「END レート」と

呼びます。 

※１ 購入受付締切時間後に最初に更新されたレートのことをい

います。 

※２ END 時間後に最初に更新されたレートのことをいいます。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

外為オプション取引の概要 

 

3. 取引価格 

外為オプション取引の提示レートは、店頭外国為替証拠金取引

で提示している各通貨ペアの BID レートと ASK レートの中間

値（MID レート）を採用しています。 

購入受付締切時間後の初回Tickレート(※1)を「START レー

ト」、END 時間後の初回Tickレート(※2)を「END レート」

と呼びます。 

※１ 購入受付締切時間後に当社の店頭外国為替証拠金取引に

おいて最初に更新されたレートの仲値のことをいいます。 

※２ END 時間後に当社の店頭外国為替証拠金取引において
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バイナリー・オプション取引では、「STARTレート」のことを

「権利行使条件価格」ともいい、「ENDレート」のことを「判

定価格」ともいいます。 

 

なお、当社の店頭外国為替証拠金取引（ＦＸネオ）で提示する各

通貨の価格は、インターバンク市場において取引されている最新

の価格を参照し、当社がお客様向け取引価格として算出したもの

です。 

 

５. 呼値の単位 

外為オプション取引における各通貨の呼値の単位は、1通貨単位

あたり、以下の通りです。 

米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円：0.001円 

ユーロ/米ドル：0.0００01ドル 

６. 注文の種類 

当社が提供する外為オプション取引においては、オプションの購

入のみが可能です。 

 

１０. 取引成立の報告 

お客様の外為オプション取引に係る注文は購入受付締切時間に約

定します。また、購入したオプションは、期限が到来すると自動

的に権利行使（ペイアウト受取）の判定が行われます。 

当社は取引の内容等を明らかにした取引報告書を約定成立後速や

かに、お客様に交付します。なお、取引報告書の交付は「契約締

最初に更新されたレートの仲値のことをいいます。 

なお、当社の店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、

インターバンク市場において取引されている最新の価格を参照

し、当社が対お客様向け取引レートとして算出したものです。 

 

 

 

 

 

５. 呼値の単位 

外為オプション取引で提示する各通貨の呼値の単位は、1 通貨

単位あたり、以下の通りです。 

米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円は0.001 円、ユーロ/米ド

ルは0.0００01ドルとなります。 

６. 注文の種類 

当社が提供する外為オプション取引においては、購入のみ可能

です。満期日が到来すると自動的に権利行使の判定が行われま

す。 

１０. 取引成立の報告 

お客様の外為オプション取引に係る注文は購入受付締切時間に

約定します。当社は取引の内容等を明らかにした取引報告書を

約定成立後速やかに、お客様に交付します。なお、取引報告書

の交付は「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に

係る取扱規程」に基づき電磁的方法により行います。 
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結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基

づき電磁的方法により行います。 

※お客様のお取引が金融商品取引法で求められる「適合性の原則」

に照らして不適当であると当社が判断した場合には、お客様のお

取引を制限もしくは取消すことがあります。 

14．販売上限について 

販売上限金額については、過去の通貨ペアごとの相場変動率（ボ

ラティリティ）を基に、当社にて発生するリスク値（オプション

取引で使用するデルタ値等）を計算した上で設定しています。受

付停止（完売）は、相場急変時およびレンジ相場における反転タ

イミングで起こりやすい傾向があり、また、完売が起こりやすく

なる時間帯もあります。一般的には、直近一定期間のボラティリ

ティが高くなると販売上限金額が高くなり、ボラティリティが低

くなると販売上限金額が低くなります。 

 

 

1５．益金に係る税金 

個人のお客様が行った店頭における外為オプション取引で発生し

た益金（取引によって発生した損益、及び取引手数料）は、「雑

所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要が

あります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と

通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌

年以降3年間繰り越すことができます。 

法人のお客様が行った店頭における外為オプション取引で発生し

 

 

 

 

 

14．販売上限（完売）について 

販売上限金額については、過去の通貨ペアごとの相場変動率（ボ

ラティリティ）を基に、当社にて発生するリスク値（オプショ

ン取引で使用するデルタ値等）を計算した上で設定しています。

完売は、相場急変時およびレンジ相場における反転タイミング

で起こりやすい傾向があり、また、完売が起こりやすくなる時

間帯もあります。一般的には、直近一定期間のボラティリティ

が高くなると販売上限金額が高くなり、ボラティリティが低く

なると販売上限金額が低くなります。 

 

1５．益金に係る税金 

個人が行った店頭における外為オプション取引で発生した益金（取

引によって発生した損益、及び取引手数料）は、「雑所得」とし

て申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。

その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、

また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年

間繰り越すことができます。 

法人が行った外為オプション取引で発生した益金は、法人税に係

る所得の計算上、益金の額に算入されます。  
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た益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 

金融商品取引業者は、お客様が店頭における外為オプション取引

を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払

金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署

長に提出します。 

本取引に係る税金の詳細については、税理士等の専門家にお問い

合わせ下さい。 

 

金融商品取引業者は、顧客が外為オプション取引を行った場合に

は、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した

支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

以上 


