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商品概要説明書：Oh! FX 積立（店頭為替証拠金取引） 
 

2022年10月20日 現在 

商品名 Oh! FX 積立(店頭為替証拠金取引) 

ご利用いただけるかた 当社に口座を開設いただいている個人、法人のお客さまのうち、以下の基準を満たす

お客さま 

①日本国内に居住し、店頭為替証拠金取引の口座開設時に満18歳以上かつ満80歳未満の行

為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている法人であること 

②当社における取引基準を満たすこと 

③Oh! FX の証拠金口座をお持ちであること 

＊また、「ご利用いただけるかた」でも、元本割れのリスクを許容しない投資方針の資金や、 

借入金・支払の確定している資金からの投資はできませんのでご注意ください。 

取扱通貨 取扱通貨は、対円取引6 種類です。 

米ドル/円、英ポンド/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円、南アフリカランド/円、中国

人民元/円 

取引形態 相対取引（店頭デリバティブ取引） 

取引の概要 当社のWEB サイトより、Oh! FX 為替証拠金取引口座を開設していただきます。

その後、Oh! FX 取引画面よりOh! FX 積立の口座を開設していただきます。 

当社の WEB サイトよりOh! FX 証拠金口座に証拠金を入金いただき、その後Oh! FX 積立

画面にてOh! FX 証拠金口座からOh! FX 積立口座に資金を振替えた後、取引が行えます。 

【新規注文】 

新たに建玉を保有するための注文です。 

【決済注文】 

お持ちの建玉を反対売買により解消（売却）するための注文です。 

【ロールオーバー】 

決済日の前営業日に、決済日の翌営業日を決済日とする建玉に乗り換えます。 

為替証拠金取引においては、反対売買（売却）されない限り決済日を 1 営業日ずつ繰延べ

ます。 

※Oh! FX と異なり、ロールオーバー時に為替差損益は実現しません。 

取引時間および

取引日 

【夏時間】 

日本時間：月曜日午前7 時00 分～土曜日午前5 時30 分 

【冬時間】 

日本時間：月曜日午前7 時00 分～土曜日午前6 時30 分 

※雇用統計など、重要指標の発表前後には取引いただけない場合がありますのでご注意

ください。 

決済日 原則として注文成立当日。 

決済方法 ・反対売買による差金決済となります。 

・売却される場合には、通貨・投資効率・数量を指定してください。 

・実現損益は、（売却価格－売却時点の購入平均価格）× 売却数量で算出し、購入平均

価格は小数点第2 位（小数点第3 位を切り捨て）となります。 

取引手数料 手数料無料 
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取引単位 ・取引単位は1 通貨単位ごととなります。 

・積立取引に係る注文申込の際には、ご指定の購入頻度にかかわらず、1月あたりに積立取

引する金額をご指定いただきます。 

・注文申込の際に、購入又は売却の価格について、通貨単位にて指定される場合は 1 通貨

単位ごと、円単位にて指定される場合は1 円単位ごととさせていただきます。 

※円単位での指定の場合、画面上の表示は0.01 通貨単位まで表示、計算されます。（0.01 

通貨未満の数量は切り捨てで処理されます。） 

取引上限 原則として、積立取引に係る注文申込の場合、1 回の注文申込あたりの取引限度額は100 万

通貨までとなります。その他の注文申込の場合、1 回あたりの取引限度額は 1,000 万通貨ま

でを上限とさせていただきます。 

（レバレッジ1 倍でのお取引申込時に1$=100 円の時に1 億円(=100 万通貨)で購入を申込

み、申込受付後に円高が進行した場合、総額で１億円分実質 100 万通貨を超える購入が可

能です。） 

※ 建玉は通貨別、投資効率別に表示し、数量は「残高(外貨)」の合計を、建値は「購入平均

価格」を用います。 

※ 購入及び売却の指値注文は、1 口座あたり 大で20 件までとさせていただきます。 

初回 低買付金額 低入金額の制限はございません。 

取引価格 2WAY 表示・当社が提示する所定の価格となります(小数点以下2 桁)。 

 
※注文数量が 50 万通貨以下の場合は、一定時間固定された取引レートで約定します。た 

だし、マーケットの状況によってはこの限りではなく、注文数量が 50 万通貨を超過する場合

と同様となることがあります。（一定の時間は5 秒間、価格更新の呼び出しは3 回まで） 

※スリッページ幅が次に掲げる状況となった場合は、注文が失効又は約定します。なお、スリ

ッページ幅は0.03 円で固定となります。 

・売却注文：注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合、注文は失効します。一

方、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて上昇した場合、指定したスリッペ

ージ幅以上に有利なレートで約定します。 

・購入注文：注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合、注文は失効します。一

方、当社のサーバに到達した時点でスリッページ幅を超えて下落した場合、指定したスリッペ

ージ幅以上に有利なレートで約定します。 

※購入平均価格の算出は、小数点第2位を有効（小数点第3 位を切り捨て）として表示しま

す。 

※チャートの価格は小数点以下2 桁で現在の参考価格（仲値）を表示します。 

レバレッジコース 

（投資効率） 

・レバレッジコース（投資効率）は以下の通り。 

 

 

 

 
 

※レバレッジコースは個人・法人のいずれのお客さまも選択可能です。 

※取引される通貨ペア及び相場状況によってレバレッジ率は変動します。 

※レバレッジコースは積立取引ごとに選択可能です。 

※お客さまの任意によるコース変更が可能です。 

※中国人民元/円、南アランド/円のお取引はレバレッジ3 のお取り扱いはありません。 

スプレッド 取引画面より、ご確認ください。 

レバレッジ 1 レバレッジ1 倍前後のお取引 

レバレッジ 2 レバレッジ2 倍前後のお取引 

レバレッジ 3 レバレッジ3 倍前後のお取引 
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購入頻度 お客さまが指定した購入頻度（日次ベース（当社の定める毎営業日）、週次ベース(毎週水

曜日)、月次ベース（毎月 26 日）、なお、当該日が当社の定める営業日に該当しない場合は

当社の定める翌営業日）の 3 通り）の午前11 時30 分に発注。 

・毎日の場合、月間購入金額を当該月の当社の定める営業日の日数で除した金額を、それ

ぞれの当社の定める営業日に購入する 

・毎週の場合、月間購入金額を当該月の水曜日の日数で除した金額を、各週の水曜日に購

入する 

・毎月の場合、月間購入金額を、毎月26 日に購入する 

※「週次ベース」又は「月次ベース」を指定した場合、水曜日又は 26 日が当社の定める営業

日に該当しない場合は、当社の定める翌営業日に購入するものとします。 

※積立取引によるお客さまの約定価格(成立価格)は、午前11 時30 分00 秒の価格をもっ 

て、すべて同一の価格で約定いたします。 

注文の指示期限 当社の定める毎営業日の午前11 時00 分まで 

※午前11 時00 分以降に受け付けた申込は、当社の定める翌営業日から有効とします。 

証拠金不足の判定 ・お客さまの取引証拠金が、原則、毎為替取引営業日終了時点において当社が適用する為

替レートにて換算した取引金額（想定元本）の  4％(個人のお客さまの場合の法定水準。な

お、法人のお客さまの場合、2％を適用します。)を満たさず、取引証拠金に不足が生じてい

る場合は、不足額を充当して頂く必要があります。 

・原則、証拠金不足の判定を行った翌為替取引営業日終了時点の30 分前に再度確認を行

い、不足額が充当されない場合は、お客さまの建玉を全て強制決済させて頂きます。 

※不足額の充当については、原則、証拠金不足の判定を行った、翌為替取引営業日終了時

点の 30 分前に行う再確認までに不足額を振替えいただく必要がございます。 

※相場の好転による不足額の充当は認められません。 

Oh! FX 積立口座がマイ

ナス残高の場合の取り

扱い 

・Oh! FX 積立口座において資産評価額がマイナス残高の場合は、すべての未約定の指値注

文は取消され、積立取引に係る注文の受付を一時停止いたします。 

・積立取引の再開を希望される場合は、「再開」のお手続きをお願いいたします。 

注文種類 
 

 種類 概要  

 

 
 

通

常 

 

成行 

価格を指定しない注文方法です。 

注文発注時点の為替レートで約定する注文です。 

確認画面における表示レートは｢参考レート｣であるため、必ずしも約定す 

るレートと同一であるとは限りません。 

 

指値 あらかじめ価格を指定いただく

注文方法です。 

指定した価格またはそれより有利な価

格にて約定します。 

 

2WAY 注文時点の売値と買値を確認し、その価格で売買する注文方法です。 

注文発注後にレート変動があった場合、指定したスリッページ幅の範囲内 で約

定を優先させてその時点のレートで約定します。 

＜注意事項＞ 

スリッページ幅を指定した場合は下記の場合、注文が失効します。 売注

文： 注文発注後にスリッページ幅を超えて下落した場合 
買注文： 注文発注後にスリッページ幅を超えて上昇した場合 

 

積立取引の一時停止・

再開 

それぞれの積立契約ごとに、積立取引を一時停止することができます。積立取引の再開を

希望される場合は、取引画面から「再開」のお手続きをお願いいたします。 
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証拠金必要額 購入平均価格に通貨の数量（新規注文については、購入価格（現在価格）に購入予定の

通貨の数量）を乗じ、投資効率で除して算出した金額。 

なお、新規注文の場合は以下の通り計算されます。 

購入予定価格×購入予定の通貨の数量÷投資効率 

ロスカットアラーム ・取引時間中1 分ごとに時価評価を行い、実質証拠金額が証拠金必要額に対してアラーム水

準（100％および 35％）を下回ると（預託証拠金率がアラーム水準を下回ると）、預託証拠

金率の低下をお知らせする通知メールを発信します。 

・1 取引日につき一度のみの配信となります（一度メールが配信されると、同一取引日に再度

アラーム水準に達しても、メールは配信されません）。また、アラーム水準に達したことを検

知する前にロスカット水準に達した場合は、メール配信がなくロスカットされます。 

なお、電子メールの特性上、当社は、お客さまに対して上記のとおり通知メールが配信さ 

れることを保証するものではないため、通知メールの有無にかかわらず、当社ＷＥＢサイトよ

り、随時取引状況をご確認ください。 

ロスカット 取引時間中 1 分ごとの時価評価において、実質証拠金額が証拠金必要額に対してロスカッ

ト水準（30％）を下回ると（預託証拠金率がロスカット水準を下回ると）、お客さまのすべ 

ての建玉について反対売買を行ない決済します。 

注文の訂正・取消 ・取引が成立した後は、訂正・取消は一切できません。 

・取引が成立する前は、注文価格の訂正または注文取消が可能です。 

・注文訂正・取消は、発注状況が「発注中」の場合のみ可能です。 

証拠金の入出金単位 1 円以上1 円単位 

証拠金の入出金方法 （1） Oh! FX 積立口座への入金方法 

Oh! FX 口座から出金してOh! FX 積立口座へ入金します。

当社WEB サイトよりお手続きいただきます。 

入金のご指示をいただき、Oh! FX 積立取引画面に入金が反映された時点より、発注が可能

です。証拠金の入金可能時間帯は、下表のとおりです（Oh! FX に準ずる）。 

ニューヨークサマータイム（＊） ニューヨークサマータイム（＊） 
曜日 

以外の期間 の期間 

午前0 時00 分～ 午前0 時00 分～ 
月曜日 

翌暦日午前6 時25 分 翌暦日午前5 時25 分 

午前7 時05 分～ 午前6 時05 分～ 
火曜日～金曜日 

翌暦日午前6 時25 分 翌暦日午前5 時25 分 

午前7 時05 分～ 午前6 時05 分～ 
土曜日 

午後12 時00 分 午後12 時00 分 

午前0 時00 分～ 午前0 時00 分～ 
日曜日 

午後12 時00 分 午後12 時00 分 

※ニューヨークのサマータイムは、3 月第2 日曜日～11 月第1 日曜日 

※Oh! FX口座からOh!  FX 積立口座に振り替えていただく必要があります。Oh!  FX 口座への入金

のみでは、Oh! FX 積立口座には入金されませんので、ご注意ください。 

（2） Oh! FX 積立からの出金方法 

Oh! FX 積立取引画面より振替指示をいただきますと、Oh! FX 口座へ証拠金を振替えますの

で、その後Oh! FX 口座より出金指示をいただいた後、代表口座円普通預金へ入金します。

出金可能額の範囲内での出金指示が可能です。 

証拠金の出金可能時間帯は、下表のとおりです（Oh! FX に準ずる）。 
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曜日 

ニューヨークサマータイム（＊） 

以外の期間 

ニューヨークサマータイム（＊） 

の期間 

 

月曜日 
午前0 時00 分～ 

翌暦日午前6 時25 分 

午前0 時00 分～ 

翌暦日午前5 時25 分 

 

火曜日～金曜日 
午前7 時00 分～ 

翌暦日午前6 時25 分 

午前6 時00 分～ 

翌暦日午前5 時25 分 

 

土曜日 
午前7 時00 分～ 

午後12 時00 分 

午前6 時00 分～ 

午後12 時00 分 

 

日曜日 
午前0 時00 分～ 

午後12 時00 分 

午前0 時00 分～ 

午後12 時00 分 

 

（＊）ニューヨークのサマータイムは、3 月第2 日曜日～11 月第1 日曜日 

証拠金口座の解約 代表口座の解約時にOh! FX 積立口座を解約します。 

課税関係（個人） 個人が行った店頭における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

ワップポイント収益）は、雑所得として所得税 15％、住民税 5％の税率による申告分離課

税となります。ただし、2013 年1 月1 日～2037 年12 月31 日までは、復興特別所得税とし

て、所得税の額に 2.1%を乗じた金額（利益に対しては、0.315％）が追加的に課税されま

す。 

損益は、株価指数先物取引や商品先物取引など他の先物取引との損益通算が可能で

す。確定申告をした年に控除し切れない損失については、翌年から 3 年間にわたり繰 

越控除を受けることができます。詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。 

当社の苦情処理措置及

び紛争解決措置 

一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センタ

ーを利用 

一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室

電話番号 0570-017109 または03-5252-3772 

 

証券・金融商品あっせん相談センター連絡先

電話番号 0120-64-5005 
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＜用語集＞ 

項目 項目説明 

預託証拠金率 実質証拠金額を証拠金必要額で除した比率 

証拠金必要額 現在の建玉に対して取引証拠金として使用している預託証拠金の額 

証拠金必要額＝購入平均価格×通貨の数量÷投資効率 

実質証拠金額 預託証拠金額＋未振替損益＋評価損 

預託額 預託証拠金額＋未振替損益＋評価損益－出金依頼金額（※） 

※出金依頼金額とは、出金のご依頼を受け手続きが終了していない金額を指します。 

預託証拠金額 預託されている証拠金の総額（当日の入出金額を含む総額） 

未振替損益 決済日が到来していない為替差損益とスワップポイントの合計金額。 

決済注文の取引成立に伴い発生する為替差損益、およびロールオーバー取引に伴い発 

生する為替差損益、スワップポイントが未振替損益に該当します。 

評価損益 未決済建玉の評価損益の合計 

出金可能額 預託証拠金額＋未振替損＋評価損－証拠金必要額－新規注文証拠金額 

建玉余力 取引証拠金として使用できる預託証拠金の額 

建玉余力＝実質証拠金額－証拠金必要額－新規注文証拠金額 

新規注文証拠金額 発注中の新規注文に必要な証拠金額で、発注時に必要になります。 

新規注文証拠金額＝購入予定価格×購入予定の通貨の数量÷投資効率 

総建玉限度額 お客さまが保有する建玉の評価金額の限度額。 

取引日直近のロールオーバー時点のレートを利用して算出します。 

ロールオーバー 建玉の決済日の前営業日に、決済日の翌営業日を決済日とする建玉に乗り換え、結果とし

て決済日を1 日繰延べる処理。繰延べた1 日分の金利差から計算されるスワップポイントの

受払いが発生します。ただし、土日や各国の休日等により決済日を数日繰延べる場 

合もあります。 

スワップポイント ロールオーバーを行うことにより発生する、2 種の通貨間の金利差に起因して生じる差損

益。 

営業日 原則として、銀行法上に定める銀行営業日とします。土曜日・日曜日・祝日等の休日は除 

かれます。外貨については、該当通貨国・都市における銀行営業日とします。 

為替取引営業日 Oh! FX 積立の取引ができる以下の各日をいいます。米国の夏時間は月曜日のみ日本時間

午前7:00～翌午前5:30、火曜日から金曜日は各日本時間午前6:00～翌午前5:30 をいいま

す。米国の冬時間は、月曜日から金曜日の各日本時間午前7:00～翌午前6:30 をいいます。

土曜日、日曜日、1 月1 日（1 月1 日が日曜日の場合は1 月2 日）は、為替取引営業日 

には該当しません。 

取引日 取引日とは、Oh! FX 積立の取引ができる日をいいます。月曜日から金曜日までは、原則、為

替取引営業日と同じとします。月曜日から金曜日が祝日（海外の祝日は含まず）の場合は、

前取引日から継続して1 取引日として扱います。 

実質証拠金額水準 照会時点の為替レートにて換算した建玉の取引金額（想定元本）÷預託額 

不足預託証拠金額 預託額の不足額。 

預託額－為替取引営業日終了時点に適用する為替レートにて換算した取引金額（想定元

本）の 4％（個人のお客さまの場合。なお、法人のお客さまの場合、2％を適用します。）の金

額 

 


