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2016 年 4 月 28 日 

GMO クリック証券 

総額 100 万円相当『豪華賞品プレゼント CFD 大抽選キャンペーン』 

第 7 弾実施のお知らせ（2016 年 5 月 31 日まで） 
 

GMO インターネットグループの GMO クリック証券株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役

社長：鬼頭 弘泰 以下：当社）は、『豪華賞品プレゼント CFD 大抽選キャンペーン』の第 7弾を

実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 当社は、このたび 3月 14 日よりレバレッジ ETF を含む 34 銘柄の海外 ETF（上場投資信託）・ETN

（指標連動証券）CFD の取扱開始を記念して、キャンペーンへの応募および CFD 取引を条件とし

た豪華賞品プレゼント抽選キャンペーンを、下記のとおり実施いたします。 
 
 本キャンペーンは、第 1 弾～第 6 弾でお申し込みされたことのある方も応募可能です。 

 

■キャンペーン概要 

 キャンペーンページからキャンペーンをお申し込みいただき、証券 CFD 銘柄・商品 CFD 銘柄を

それぞれ 1回以上お取引された方の中から抽選で、100名様に豪華賞品をプレゼントいたします。 

 

【キャンペーン期間】 

2016 年 4 月 28 日（木）～2016 年 5 月 31 日（火） 

 キャンペーン申込期間：2016 年 4 月 28 日（木）～2016 年 5 月 31 日（火） 

 CFD 取引数量集計期間：2016 年 5 月 2日（月）午前 7：00 約定分～2016 年 5 月 31 日（火）

ニューヨーククローズ約定分 

 

【キャンペーン内容】 

キャンペーン期間中に、以下の 3つの条件をすべて満たされたお客様の中から抽選で 100 名様

に、当社 CFD 取扱銘柄にちなんだ豪華賞品をプレゼントいたします。 

 条件 1：本キャンペーンページからキャンペーン申込をする。 

 条件 2：証券 CFD 銘柄（株価指数 CFD 銘柄、株式 CFD 銘柄およびバラエティ CFD 銘柄）を 1回 

   以上新規建取引をする。 

 条件 3：商品 CFD 銘柄を 1回以上新規建取引をする。 

※CFD 取引数量は、キャンペーン申込日時に限らずキャンペーン期間内の約定数量でカウント 

 いたします。キャンペーン申込後の約定数量ではありません。また、条件 2と条件 3の取引 

 の順は問いません。 

 

【賞品】 

 ブラジル株価指数など JTB 旅行 10 万円分             3 名様 

 日本 225 日本名湯ペアご宿泊チケット    5 名様 

（選べる体験ギフト おもてなしの宿）  

 金スポット メイプルリーフ金貨 1/2 オンス    1 名様 

 原油 ENEOS プリカ 1 万円分    10 名様 
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 中国レバ 3倍 銀座アスターペアお食事券 5 名様 

 米国 30 レバ 3倍 WOLFGANG'S STEAK HOUSE ペアお食事券  3 名様 

 新興国レバ 3倍 チリワイン(マンソ・デ・ヴェラスコ 2012)  3 名様 

 Apple iTunes カード 3,000 円分    10 名様 

 Amazon.co.jp Amazon ギフト券 5,000 円分   10 名様 

 Amazon.co.jp Amazon ギフト券 1,000 円分   20 名様 

 マクドナルド マックギフト券 500 円分   30 名様 

 

※希望賞品の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。 

※各賞品の製造元、販売元およびその他関連会社は、本キャンペーンのスポンサーではありま 

 せん。 

 

【プレゼント発送方法】 

 キャンペーン専用申込フォームよりご入力されたご住所宛にお送りさせていただきます。 

 配送希望日、時間帯のご指定はできませんのであらかじめご了承ください。 

  Amazon ギフト券については、会員ページ【マイページ】-【トップページ】の「お知らせ」 

  にてご連絡いたします。  

 

【抽選結果の発表】 

 当選者の方のみ 6月中旬頃に、会員ページ【マイページ】-【トップページ】の「お知らせ」

にてご連絡いたします。 

 

【プレゼント商品発送時期】 

 2016 年 6 月下旬頃 

 

【注意事項】 

 本キャンペーンはお一人様一回限りのお申込みとさせていただきます。 

 定期メンテナンス中（毎日 5：30～6：00、土曜 8：00～9：00）は、キャンペーンのお申込

みを受け付けておりません。 

 新規建て取引のみキャンペーン対象としてカウントいたします。決済取引は対象外となりま

す。 

 取引数量はキャンペーン期間中に約定した数量のみ対象としてカウントいたします。未約定

の注文についてはカウントされません。 

 キャンペーン該当状況、また抽選方法に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あ

らかじめご了承ください。 

 イタズラ、重複、虚偽のデータなどでのお申込みや、お客様のお取引状況によっては、キャ

ンペーン該当条件を満たしている場合においても、対象外とさせていただく場合がございま

す。 

 キャンペーン期間中に口座を解約された方は、本キャンペーンの対象外となります。 

 発送先にてキャンペーン商品がお受け取りいただけず当社に戻ってきた場合、再送はできま

せんのであらかじめご了承ください。 

 賞品のデザイン、仕様等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 本キャンペーンは、予告なく変更又は終了することがございます。あらかじめご了承くださ

い。 
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※すでに CFD 取引口座を開設しているお客様も、新規で開設されたお客様も対象となります。 

※Amazon.co.jp は、本キャンペーンのスポンサーではありません。 

※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。 

※各賞品の製造元、販売元およびその他関連会社は、本キャンペーンのスポンサーではありませ 

 ん。 

※iTunes は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc.の商標です。  

※当プログラムは Apple の提供・協賛によるものではありません。 

 

キャンペーンの詳細は、下記をご覧ください。 

https://www.click-sec.com/corp/campaign/cfd_1605/ 

 

 当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにも

お応えし、総合的な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、

より使いやすく、より利便性の高い最先端の取引システムと革新的なサービスを提供するために

邁進してまいります。 

 

≪GMO クリック証券公式 Facebook ページ≫ 

https://www.facebook.com/gmoclicksec 

 

GMO クリック証券株式会社 会社概要 

会社名 GMO クリック証券株式会社 < https://www.click-sec.com/ > 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 

代表取締役社長 鬼頭 弘泰 

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業 

資本金 43 億 4,666 万 3,925 円 
 

 


