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「みんなのオプション」へログインするには、まずホームページからマイページにログインして
いただく必要があります。

ログイン
みんなのシストレホームページ
http://www.min-st.jp/右上の「ログイン」
をクリックします。
※インターネットブラウザは「Google 
Chrome最新版」をお使いください

ログインID・パスワード
⼝座開設時にお送りした書類に記載された、
ログインID（メールアドレス)・パスワード
を⼊⼒し、「ログイン」をクリックします。

パスワードお忘れの⽅はこちら
パスワードが不明となった場合、ご登録
メールアドレスへ送信してお知らせします。
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オプション
マイページにログインし、画⾯上部の「オ
プション」をクリックすると、「みんなの
オプション」の取引画⾯が表⽰されます。

1.ログイン



２-1.取引画⾯概要

２.取引画⾯

各種ボタン
各取引システムへの切替えや「みんなのオプション」の取引タイプ、通貨ペアの切替えをする
ことができます。

チャートグラフ
各通貨ペアのチャートを表⽰します。現在時刻のレートをチャート上で確認できます。

プライスボード
⽬標レート、チケット価格、注⽂数量など取引に関する各種項⽬を表⽰します。
表⽰⽅法は「シングル」タイプと「マルチ」タイプから選択できます。

⼝座状況
購⼊⾦額や評価損益の合計を表⽰します。

取引照会
「ポジション」、「取引履歴」、「判定価格履歴」を表⽰します。

3

トップ画⾯の概要をご説明します。



２.取引画⾯
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２-2.各種ボタン

取引画⾯上部にある各種項⽬の説明をします。

シストレ
「シストレ」をクリックすると、マイページを表⽰します。

ＦＸ
「ＦＸ」をクリックすると、ウェブトレーダーを表⽰します。

お客様⽒名
お客様のご登録⽒名を表⽰します。

ログアウト
「みんなのオプション」からログアウトし、会員ログイン画⾯を表⽰します。



２.取引画⾯
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選択した⽬標レートに対して、判定時刻における為替レートが上がるか、下がるかを
予測する取引です。

取引種類
「ラダー」にカーソルを合わせると、「ラダー」と「レンジ」に切替えるボタンを表⽰します。
こちらから取引タイプを選択することが可能です。

【ラダー】

判定時刻における為替レートが、⼆つの⽬標レートの中に収まる「レンジイン」か、
収まらない「レンジアウト」を予測する取引です。

【レンジ】

■レンジアウト■レンジイン

目標レート

HIGH

LOW

判定時刻

判定時刻 判定時刻

目標レート【上】

目標レート【下】

目標レート【上】

目標レート【下】

OUT

IN

OUT
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通貨ペア
通貨ペアにカーソルを合わせると、各取引通貨ペアを表⽰します。
選択した通貨ペアのチャートとレートを表⽰します。

判定時間
判定時刻にカーソルを合わせると、現在から過去の判定時刻を表⽰します。
選択した判定時刻におけるチャートとレートを表⽰します。

チケット購⼊受付時間
現在時刻からチケット購⼊終了までの残り時間を表⽰します。

注⽂初期設定
「注⽂初期設定」をクリックすると、注⽂の初期設定画⾯や操作マニュアル等のリンクを表⽰し
ます。（注⽂初期設定の操作⽅法はＰ．26をご参照ください。）

資⾦振替
「資⾦振替」をクリックすると、「マイページ」の資⾦振替画⾯を表⽰します。
各取引⼝座から「オプション⼝座」への資⾦振替が可能です。
詳細は、マイページ操作マニュアル（http://www.min-st.jp/manual/manual_mypage.pdf）
「資⾦振替」をご覧ください。

２.取引画⾯



２-3.プライスボード
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プライスボードの各項⽬についてご説明します。

プライス表⽰切替タブ
「シングル」と「マルチ」でプライスの表⽰⽅
法を切替えることが可能です。

【マルチ】
開催中の取引の⽬標レート(もしくは⽬標レン
ジ）とチケット価格を全て表⽰します。

【シングル】
開催中の取引の⽬標レート(もしくは⽬標レン
ジ)１つと、その⽬標レートに対するチケット
価格を表⽰します。

２.取引画⾯



≪ワンクリック注⽂についてのご注意≫
・「ワンクリックで今すぐ注⽂」のチェックボックスにチェックが⼊っている状態で注⽂すると、注⽂確認

画⾯が表⽰されず、ワンクリックで注⽂されます。
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⽬標レート・⽬標レンジ
「ラダー」を選択している場合は、選択中
の通貨ペアの5つの異なるレートを表⽰しま
す。「レンジ」を選択している場合は、4つ
の⽬標レンジを表⽰します。

チケット購⼊価格・売却価格
「ラダー」を選択している場合は、各⽬標
レートごとに、対円通貨ペアだと円⾼ (⾚
⾊)および円安(⻘⾊)⽅向のチケット価格を
表⽰します。 通貨ペアが「EURUSD」だと
ドル⾼(⾚⾊)およびドル安(⻘⾊)⽅向のチ
ケット価格を表⽰します。

「レンジ」を選択している場合は、レンジ
アウト(⾚⾊)およびレンジイン(⻘⾊)⽅向の
チケット価格を表⽰します。
()内の価格は、途中売却する場合の価格です。

数量
1回の注⽂あたりの注⽂数量を設定します。

ボタンもしくは ボタ
ンにて数量を⼊⼒します。

のいずれかをクリックした場
合は、表⽰している「数量」にそれぞれ選
択した数字が追加されます。 をクリ
ックすると「注⽂初期設定」で設定されて
いる初期数量を表⽰します。（「注⽂初期
設定」についてはＰ．26をご覧ください。
）
※1回の最⼤注⽂数量は50Lotとなります。
また、1回号における保有チケットの上限は
、全通貨ペア、「ラダー」・「レンジ」取
引合わせて合計で300Lotとなります。

購⼊⾦額
1回の注⽂あたりの合計購⼊⾦額を表⽰しま
す。

ペイアウト
予測が当たった場合の、1回の注⽂あたりの
ペイアウト⾦額を表⽰します。
1Lotあたりのペイアウト⾦額は1,000円と
なります。

倍率
1回の注⽂あたりの購⼊単価に対する利益率を
表⽰します。

ワンクリック注⽂
チェックを⼊れると「購⼊」ボタンをクリック
するだけで購⼊を完了することができます。
※注⽂確認画⾯は出てまいりません。

「注⽂初期設定」の「確認画⾯省略」項⽬でも
設定が可能です。（「注⽂初期設定」について
はＰ．26をご覧ください。）

【注⽂確認画⾯】

２.取引画⾯



２-4.チャートグラフ

9

チャートグラフの各項⽬についてご説明します。

購⼊開始時刻
チケット購⼊開始時刻をチャート上で確認できます。

画⾯の拡⼤・縮⼩
チャートのレート表⽰範囲を拡⼤・縮⼩します。

購⼊終了時刻
チケット購⼊終了時刻をチャート上で確認できます。

判定時刻
チケット購⼊終了後、判定価格が出る時刻を⽰しています。

⽬標レート
「ラダー」の場合は⽬標レート、「レンジ」の場合は⽬標レンジをチャート上に表⽰します。
価格をクリックすると、⽬標レートもしくは⽬標レンジにおける現在値の位置を視覚的に確認
できます。

現在レート
リアルタイムのレートが表⽰されます。

２.取引画⾯



２-5.⼝座状況
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「みんなのオプション」⼝座の資⾦状況についてご説明します。

購⼊可能⾦額
「みんなのオプション」⼝座の預託⾦を表⽰します。

購⼊⾦額合計
保有しているポジションの購⼊⾦額の合計額を表⽰します。

評価損益合計
保有しているポジションをリアルタイムで評価した⾦額の合計額を表⽰します。

本⽇の確定損益
当該取引⽇の確定している損益合計額を表⽰します。

２.取引画⾯



3-1.チケット購⼊
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取引タイプ・チケットの購⼊についてご説明します。

■ラダータイプ

取引タイプ
「ラダー」を選択します。

通貨ペア
取引する通貨ペアを選択します。
通貨ペアは「USDJPY」、「EURJPY」、「GBPJPY」、「EURUSD」から選択できます。

チケット選択
5つの⽬標レートの中から、対円通貨ペアを選択している場合は、それぞれ円⾼(⾚)もしくは
円安(⻘)⽅向のチケットを選択します。 「EURUSD」を選択している場合は、それぞれドル
⾼(⾚)もしくはドル安(⻘)⽅向のチケットを選択します。

数量
注⽂数量を決定します。 ボタンもしくは ボタンにて数量を⼊⼒
します。 のいずれかをクリックした場合は、表⽰している「数量」にそれぞれ選
択した数字が追加されます。 をクリックすると「注⽂初期設定」で設定されている初期
数量を表⽰します。 （ 「注⽂初期設定」についてはＰ．26をご覧ください。）
※1回の最⼤注⽂数量は50Lotとなります。また、1回号における保有チケットの上限は、全通
貨ペア、「ラダー」・「レンジ」取引合わせて合計で300Lotとなります。

購⼊
注⽂を発注します。
※「ワンクリックで今すぐ注⽂」にチェックが⼊っている場合は、注⽂確認画⾯は表⽰されず、

ワンクリックで注⽂が完了します。

3.取引
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≪取引についてのご注意≫
・注⽂成⽴後の取消はできません。
・お客様の注⽂が当社に到達した後の最新の購⼊価格、及び売却価格で取引が成⽴します。

購⼊価格、及び売却価格は表⽰価格と⽐べてお客様に有利、または不利な価格となる場合があります。
また当社の判定によりお客様の注⽂の⼀部、または全部が不成⽴となることがあります。

・システム障害（Bad Tick）等により取引を継続することができないと判断したときは取引を停⽌します。
当該回号の全ての取引を停⽌し、状況において購⼊⾦額の返⾦を実施します。

・ コールオプション(対円通貨ペアの場合は円安、通貨ペアが「EURUSD」の場合はドル安)を購⼊した場合、各回号にお
いて判定価格が「権利⾏使価格以上」になっていた場合にペイアウト⾦額が⽀払われます。プットオプション(対円通貨
ペアの場合は円⾼、通貨ペアが「EURUSD」の場合はドル⾼)を購⼊した場合は、各回号において判定価格が「権利⾏
使価格未満」になっていた場合にペイアウト⾦額が⽀払われます。

■注⽂完了画⾯

注⽂が完了すると取引画⾯の右上に、注⽂結果を表⽰します。

購⼊確定

注⽂内容を確認し、購⼊確定ボタンを押すと
注⽂完了となります。

※注⽂確認画⾯を表⽰せず、ワンクリックで
注⽂することも可能です。
設定⽅法は、注⽂画⾯の「購⼊ボタン」下に
ある「ワンクリックで今すぐ注⽂」にチェッ
クをするか、「注⽂初期設定」の「確認画⾯
省略」項⽬でも設定が可能です。（詳しくは
Ｐ．8もしくはＰ．26をご覧ください。）

■注⽂確認画⾯

3.取引



取引タイプ
「レンジ」を選択します。

通貨ペア
取引する通貨ペアを選択します。
通貨ペアは「USDJPY」、「EURJPY」、「GBPJPY」、「EURUSD」から選択できます。

チケット選択
4つの⽬標レンジの中から、それぞれレンジイン(⻘)・レンジアウト(⾚)⽅向のチケットを選択し
ます。
「レンジイン」は、⽬標レンジの下限⽬標レート以上かつ上限⽬標レート未満を⽰します。
「レンジアウト」は、 ⽬標レンジの下限⽬標レート未満または、上限⽬標レート以上を⽰します。

数量
注⽂数量を決定します。 ボタンもしくは ボタンにて数量を⼊⼒
します。 のいずれかをクリックした場合は、表⽰している「数量」にそれぞれ選択
した数字が追加されます。 をクリックすると「注⽂初期設定」で設定されている初期数量
を表⽰します。 （ 「注⽂初期設定」についてはＰ．26をご覧ください。）
※1回の最⼤注⽂数量は50Lotとなります。また、1回号における保有チケットの上限は、全通貨
ペア、「ラダー」・「レンジ」取引合わせて合計で300Lotとなります。

購⼊
注⽂を発注します。
※「ワンクリックで今すぐ注⽂」にチェックが⼊っている場合は、注⽂確認画⾯は表⽰されず、

ワンクリックで注⽂が完了します。

■レンジタイプ
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3.取引
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■注⽂完了画⾯

取引画⾯の右上に、注⽂結果を表⽰します。

≪取引についてのご注意≫
・注⽂成⽴後の取消はできません。
・お客様の注⽂が当社に到達した後の最新の購⼊価格、及び売却価格で取引が成⽴します。

購⼊価格、及び売却価格は表⽰価格と⽐べてお客様に有利、または不利な価格となる場合があります。
また当社の判定によりお客様の注⽂の⼀部、または全部が不成⽴となることがあります。

・システム障害（Bad Tick）等により取引を継続することができないと判断したときは取引を停⽌します。
当該回号の全ての取引を停⽌し、状況において購⼊⾦額の返⾦を実施します。

・レンジインオプションを購⼊した場合、各回号において判定価格が「下限の権利⾏使価格以上かつ上限の権利⾏使価格
未満」になっていた場合にペイアウト⾦額が⽀払われます。レンジアウトオプションを購⼊した場合は、各回号におい
て判定価格が「下限の権利⾏使価格未満若しくは上限の権利⾏使価格以上」になっていた場合にペイアウト⾦額が⽀払
われます。

■注⽂確認画⾯

購⼊確定

注⽂内容を確認し、購⼊確定ボタンを押すと
注⽂完了となります。

※注⽂確認画⾯を表⽰せず、ワンクリックで
注⽂することも可能です。
設定⽅法は、注⽂画⾯の「購⼊ボタン」下に
ある「ワンクリックで今すぐ注⽂」にチェッ
クをするか、「注⽂初期設定」の「確認画⾯
省略」項⽬でも設定が可能です。（詳しくは
Ｐ．8もしくはＰ．26をご覧ください。）

3.取引



3-2.ポジション照会・売却
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取引画⾯の「ポジション」タブをクリックすると、保有しているポジション(チケット)の閲覧ができ
ます。各回号の取引時間内であれば保有しているポジション(チケット)の売却もできます。

タイプ
注⽂中の取引タイプを表⽰します。注⽂タ
イプは「ラダー」、「レンジイン」、「レ
ンジアウト」の中から表⽰します。

通貨ペア
注⽂中の取引の通貨ペアを表⽰します。

判定⽇時
注⽂した回号の判定時刻を表⽰します。

条件
注⽂したチケットの⽬標レート、もしくは
⽬標レンジを表⽰します。

数量
1回の注⽂あたりの注⽂数量がLot単位で表
⽰されます。

購⼊価格
1Lotあたりのチケット価格を表⽰します。

購⼊⾦額
1回の注⽂あたりの総取引⾦額です。
数量×購⼊価格＝購⼊⾦額となります。

評価損益
購⼊⾦額－売却価格＝評価損益となります。
売却が成⽴すると損益が確定します。

売却価格
1回の注⽂あたりの売却価格です。

売却
「売却」ボタンをクリックすると売却が成
⽴し、損益が確定します。

3.取引
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3.取引

■売却完了画⾯

「売却」ボタンを押すと売却が完了します。
取引画⾯の右上に、売却成⽴結果を表⽰します。



タイプ
取引タイプを「全て」、「ラダー」、「レンジイン」、
「レンジアウト」から絞り込みできます。

通貨ペア
通貨ペアを「全て」、「USDJPY」、「EURJPY」、
「GBPJPY」、「EURUSD」から絞り込みできます。

取引種別
取引の種類を「全て」、「購⼊」、「売却」、「権利⾏
使」、「権利放棄」から絞り込みできます。
※【権利⾏使】ペイアウト⾦額が発⽣した場合

【権利放棄】ペイアウト⾦額が発⽣しなかった場合

期間
検索期間の開始⽇と終了⽇を指定します。⽇付部分をク
リックするとカレンダーが表⽰されます。カレンダーの
⽇付を選択すると対象期間を表⽰します。

4-1.取引履歴

17

取引画⾯の「取引履歴」タブをクリックすると、判定を迎えた取引の履歴を閲覧できます。

4.履歴



数量
1回の注⽂数量を表⽰します。

約定価格
注⽂・売却が成⽴した価格を表⽰します。

取引⾦額
1回の注⽂あたりの総取引⾦額です。
購⼊価格×数量＝取引⾦額となります。

損益
売却が成⽴した注⽂・判定時刻を迎えた注
⽂の損益を表⽰します。

約定⽇時
チケットの購⼊・売却が成⽴した⽇時を表
⽰します。判定時刻を迎えた注⽂の場合は、
判定時刻を表⽰します。

決済対象
売却をした注⽂の対象となる注⽂番号を表
⽰します。

表⽰件数
1ページあたりの注⽂の表⽰数を設定しま
す。表⽰数は「10」、「20」、「30」か
ら選択できます。

検索
指定した条件で取引履歴を検索します。

ＣＳＶ出⼒
検索した取引結果⼀覧をＣＳＶファイルに
て表⽰できます。

注⽂番号
各注⽂の注⽂番号を表⽰します。

タイプ
指定した取引タイプを表⽰します。

通貨ペア
指定した取引の通貨ペアを表⽰します。

取引種別
指定した取引種別を表⽰します。

条件
注⽂したチケットの⽬標レートもしくは⽬
標レンジを表⽰します。
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4.履歴



4-2.判定価格履歴
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取引画⾯の「判定価格履歴」タブをクリックすると、各回号の判定価格履歴を閲覧できます。

通貨ペア
通貨ペアを「全て」、「USDJPY」、
「EURJPY」、「GBPJPY」、「EURUSD」から
絞り込みできます。

期間
検索期間の開始⽇と終了⽇を指定します。⽇付部
分をクリックするとカレンダーが表⽰されます。
カレンダーの⽇付を選択すると対象期間を表⽰し
ます。

表⽰件数
1ページあたりの判定を迎えた回号の表⽰数を設
定します。表⽰数は「10」、「15」、「20」か
ら選択できます。

検索
指定した条件で判定価格履歴を検索します。

ＣＳＶ出⼒
検索した判定価格履歴⼀覧をＣＳＶファイルにて
表⽰できます。

4.履歴



開始価格
各回号のチケット購⼊開始時の価格を表⽰
します。

判定価格
各回号の判定時刻における価格を表⽰しま
す。

変動幅
開始価格と判定価格の値幅をpips単位で表
⽰します。

⽇付
指定した取引の⽇付を表⽰します。

通貨ペア
指定した取引の通貨ペアを表⽰します。

判定⽇時
各回号の判定価格が出る時刻を表⽰します。
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4.履歴



≪⼊⾦についてのご注意≫
・お振込⼈名義はみんなのシストレでご登録いただいた⼝座と同⼀名義に限ります。
・ダイレクト⼊⾦利⽤時、お振込み完了後は必ず「終了を⽰すアイコン」をクリックしてください。ご⼊⾦完了後に画⾯

右上の閉じるボタンを押して終了すると、リアルタイムで⼊⾦が反映されません。夜間等の場合、ご⼊⾦の反映が翌営
業⽇以降になります。予めご了承ください。

・またダイレクト⼊⾦は即時⼊⾦を保証するものではございません。当社および提携⾦融機関のシステムトラブルやお客
様の誤操作等により⼊⾦が翌営業⽇以降になることがございます。この場合にお客様に⽣じた損失・機会利益の逸失、
費⽤負担についてはお客様のご負担となります。

5.⼊⾦・振替
「みんなのオプション」で取引を⾏っていただくためには、マイページでダイレクト⼊⾦をする
か、銀⾏振込みをしていただいた後、オプション⼝座へ資⾦振替を⾏う必要があります。
詳細は、マイページ操作マニュアル（http://www.min-st.jp/manual/manual_mypage.pdf）
「⼊⾦」をご覧ください。

5-1.⼊⾦
マイページの「ダイレクト⼊⾦実⾏」にて、ダイレクト⼊⾦ができます。また、銀⾏振込みの際の
振込先⼝座の確認も可能です。
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「シストレ」をクリックすると、「マイ
ページ」を表⽰します。

「⼊⾦」をクリックし、⼊⾦画⾯を表⽰し
ます。
「ダイレクト⼊⾦実⾏」にて、ダイレクト
⼊⾦ができます。また、銀⾏振込みの際の
振込先⼝座の確認も可能です。



「⼊出⾦⼝座」⇔「オプション⼝座」にて資⾦振替を⾏います。
詳細は、マイページ操作マニュアル（http://www.min-st.jp/manual/manual_mypage.pdf）
「資⾦振替」をご覧ください。

5.⼊⾦・振替

5-2.資⾦振替
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「振替」をクリックすると、振替画⾯を表
⽰します。

「シストレ」をクリックすると、「マイ
ページ」を表⽰します。



「みんなのオプション」で取引した資⾦を出⾦をするにはまず、マイページで⼊出⾦⼝座への資⾦
振替と、出⾦先となる⾦融機関の登録を⾏ってから、出⾦予約をしていただきます。
詳細は、マイページ操作マニュアル（http://www.min-st.jp/manual/manual_mypage.pdf）
「出⾦」をご覧ください。

10.出⾦

6-1.資⾦振替
オプション⼝座から⼊出⾦⼝座へ振替が必要です。マイページの「振替」にて⾏います。

6.出⾦
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「振替」をクリックすると、振替画⾯を表
⽰します。

「シストレ」をクリックすると、「マイ
ページ」を表⽰します。



10.出⾦6.出⾦

6-2.出⾦先⼝座登録

マイページの「出⾦先⼝座登録・変更」にて、出⾦先の銀⾏⼝座登録が必要です。

メニューボタンから「出⾦」をクリックし、
「出⾦先⼝座登録・変更」から出⾦先の⼝
座情報を登録します。
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「シストレ」をクリックすると、「マイ
ページ」を表⽰します。



10.出⾦6.出⾦

6-3.出⾦予約

マイページの「出⾦依頼実⾏」にて、出⾦予約を⾏います。
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「シストレ」をクリックすると、「マイ
ページ」を表⽰します。

メニューボタンから「出⾦」をクリックし、
「出⾦予約実⾏」から出⾦予約を⾏います。



初期値(注⽂数量)
各通貨ペアごとに、注⽂画⾯の初期設定で
表⽰される数量をLotで設定します。各通貨
ペアの をクリックすると表⽰してい
る数量が固定され、注⽂画⾯での数量変更
ができなくなります。

注⽂画⾯での数量変更可能な状態

注⽂画⾯での数量変更不可の状態

なお、各通貨ペアごとの設定可能な注⽂数
量は1〜50Lotとなります。

確認画⾯省略
「確認画⾯省略」の をクリックにす
ると、注⽂確認画⾯を表⽰せず、ワンク
リックで注⽂を完了することができます。

注⽂確認画⾯を表⽰する状態

注⽂確認画⾯を表⽰しない状態
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注⽂数量や確認画⾯の初期設定をすることができます。

7.注⽂初期設定

表⽰通貨ペア
ログイン直後に表⽰させる初期通貨ペアを
選択できます。

設定
「設定」ボタンをクリックすると設定が完
了します。

取引マニュアル
「みんなのオプション」取引マニュアルを
表⽰します。

取引チュートリアル
「みんなのオプション」をお取引いただく
上での取引概要を説明いたします。

よくあるご質問
「みんなのシストレ」ホームページ上のよ
くある質問を表⽰します。
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8.報告書
「みんなのオプション」での取引や⼊出⾦の履歴を記載した報告書を出⼒します。
詳細は、マイページ操作マニュアル（http://www.min-st.jp/manual/manual_mypage.pdf）
「報告書」をご覧ください。

報告書

メニューボタンから「報告書」をクリック
し、報告書取得画⾯を表⽰します。

「シストレ」をクリックすると、「マイ
ページ」を表⽰します。
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9.注意事項

■店頭外国為替証拠⾦取引「みんなのシストレ」及び店頭外国為替オプション取引「みんなのオ
プション」は⾦融商品取引法に規定される店頭デリバティブ取引です。本取引は元本や利益を保
証するものではなく、相場の変動等により損失が⽣ずる場合がございます。お取引にあたっては
契約締結前交付書⾯及び約款を⼗分にご理解頂き、ご⾃⾝の責任と判断にてお願いいたします。
■証拠⾦必要額は、各通貨のレートを基に、個⼈のお客様はお取引額の4％（レバレッジ25倍）、
法⼈のお客様はお取引額の1％（レバレッジ100倍）となります。
■レバレッジの効果により預託する証拠⾦の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠⾦
の額を上回る損失が発⽣するおそれがございます。
■みんなのシストレ、みんなのオプションの取引⼿数料および⼝座管理費は無料です。
■みんなのシストレのシストレ⼝座は、投資助⾔報酬は⽚道0.1Pip（税込）でありスプレッドに
含まれております。
■スワップポイントは⾦利情勢等に応じて⽇々変化するため、受取⼜は⽀払の⾦額が変動したり、
受け払いの⽅向が逆転する可能性がございます。
■当社が提⽰する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）がございます。お客様の約定結
果による実質的なスプレッドは当社が広告で表⽰している「みんなのシストレ」のスプレッドと
必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表⽰しているスプレッド
を保証するものではありません。
■ロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預
託した証拠⾦以上の損失が発⽣するおそれがございます。
■「みんなのオプション」は満期⽇が到来すると⾃動⾏使されるヨーロピアンタイプのバイナ
リーオプション取引です。オプション料を⽀払うことで将来の⼀定の権利を購⼊する取引である
ことから、その権利が消滅した場合、⽀払ったオプション料の全額を失うこととなります。購⼊
⾦額は１Lotあたり50円から990円となります。
■オプション購⼊後の注⽂取消は⾏う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。
ただし、売却価格と購⼊価格には価格差（スプレッド）があり、売却時に損失を被る可能性があ
ります。
■相場の変動により当社が提⽰する購⼊⾦額（チケット）よりもお客様に不利な⾦額で購⼊が成
⽴する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注⽂の⼀部もしくは全部を受
け付けられない場合がございます

取引に関する注意事項


