
非トレーディング取引に対する規程、およびKYC（お客様の本

人確認手続） / AMLポリシー（反マネーロンダリング規程） 

発効日 

01.02.2017 

更新日 

04.04.2019 

目次： 

1. 初めに 
2. 疑わしい非トレーディング取引の検知基準と属性 
3. 非トレーディング取引に関する支払いおよび一般規程 
4. お客様の口座への入金 
5. お客様の口座に入金する方法 
6. お客様の口座からの出金 
7. お客様の口座から出金する方法 
8. ワン・クリック・サービスの利用約款 

1. 一般規程 

1.1.この規定（「本規程」）は、FATF（マネーロンダリングに関する金融行動特別委員会）

の勧告を実施する一環として策定されたものであり、その目的は、金融上の不正行為や法律

違反の特定および防止、マネーロンダリングとテロ資金に関する法律の遵守、お客様の口座

への入金、お客様の口座からの出金、およびその他の非トレーディング取引に関する手続を

確立することです。本規程は、当社、ならびに決済代理人および法人顧客を含む当社の全パ

ートナーを対象としています。 

1.2.お客様は、ご自身が、当社の口座に入金された資金の法的出所、法的所有権、および使

用・管理に関する権利を有していることを保証します。 

1.3.お客様は、以下の義務を負います： 

1.3.1. 違法取引、金融詐欺、およびマネーロンダリングとの闘いを目的とした、国際法を

含む法的規範を遵守すること； 

1.3.2. 違法な財務活動やその他の違法取引における直接的または間接的な関与を回避する

こと； 



1.3.3.  国際法や法的規範に反する金融詐欺やその他の行為に対する直接的または間接的な

関与を回避すること； 

1.3.4. 直接か間接かを問わず、マネーロンダリングと闘う取組みに害を及ぼす可能性のあ

る行為や活動に、当社サービスが利用されることを回避すること。 

1.4.当社は、本規程第2条に定める不審な非トレーディング取引の性質を調査し、その発生

理由が判明し調査が終了するまで、それらの取引を中断させる権利を有します。 

1.5. 当社は、調査の間、本規程の本条に従って、お客様に、身分証明文書（パスポート、

身分証明書、運転免許証など）、居住地を確認する書類、資金に関する法的所有権と法的出

所を確認する為の支払文書および他の文書ならびに銀行カード、お客様の財政状態を確認す

る文書、適用ある法的規制および法律（国際法を含む）を遵守する為に当社が要求するその

他一切の文書を提出するように依頼する権利を有します。 

1.6.当社は、疑わしい非トレーディング操作が検知された場合は、お客様と相談することな

く直ちに以下を行う権利を有します： 

・お客様の為にそれらを実行することを拒否すること； 

・当社の裁量に基づき、何らかの方法でお客様の口座からの出金を制限すること； 

・以前に入金された資金を、お客様の口座から入金元へ返還すること； 

・お客様の口座を閉じて、サービスの継続を拒否すること； 

・ 疑わしい非トレーディング取引に関連した全ての手数料およびその他の費用を、お客様

の口座から引き落とすこと； 

・お客様のオープン・ポジション（トレード）をクローズし、財務結果を記録すること； 

・お客様に与えたボーナスを、お客様の口座から引き落とすこと； 

・トレーディング端末上のトランザクションを全てブロックすること； 

・お客様との契約を解除すること； 

•本規程ならびに適用される法規制および法律を遵守する為に必要かつ十分であると当社が

考えるその他の行為をすること。 

このリストは全てをカバーしたものではなく、当社の判断で拡張される場合があります。 

1.7.当社が疑わしい非トレーディング取引の実行を拒否しても、また疑わしい非トレーディ

ング取引を当社が特定し、その為にお客様との契約を解除しても、それらは、契約違反によ

る当社の民事責任を構成しないものとします。 

1.8.お客様が12ヶ月連続して口座で取引を行っておらず、かつ口座に資金が無い場合、当社

は、お客様の口座を閉鎖する権利を有します。 

1.9.本規程は公開されており、当社とお客様の間との基本契約における重要な構成部分を成

します。本規程の内容は、いかなる関係者が要求した場合でも、制限なく開示されます。ま



た、適用法および本規程で規定されている場合を除き、当社は、犯罪収益の合法化（ロンダ

リング）、テロ行為関連の資金調達、および大量破壊兵器拡散の為の資金調達に対抗する目

的で講じられた措置について、お客様および他の個人に対して通知することはありません。 

1.10.非トレーディング操作の観点から、本規程の或る条項が、基本契約の一定の条項およ

びその重要な部分を遵守していない場合、責務の本質的な趣旨が異ならない限り、本規程の

条項が適用されるものとします。しかし、そのような状況でも、それらの文書の他の条項は

無効にならないものとします。 

２. 疑わしい非トレーディング取引の検知基準と属性 

2.1.以下の場合、当社は、非トレーディング操作の可能性があると見なします： 

・トレーディング口座に一切トレーディング取引が無いにも拘わらず、（お客様の口座への

入金、引き落とし等の）送金の悪用が発見された場合； 

・経済的な意味を成さない、または明確に正当な目的を持たない異常な性質のトランザクシ

ョン（取引）が発見された場合； 

・マネーロンダリングまたはテロ資金調達の目的で行われた取引を示唆する状況が発見され

た場合； 

・お客様が、当社の指定する身分証明情報を提出しない場合、不正確な情報を提出した場合

、および／またはお客様の指示した住所および電話番号で連絡がつかない場合； 

・お客様が受益者の識別情報を提出しなかった場合。ここで受益者とは、（特に、非トレー

ディング取引の執行に関する代理人契約、委託契約、コミッション管理契約、および受託者

管理契約に基づいて）お客様がその者の利益の為に行為をする場合の受益者を意味します； 

・偽造文書、または無効な文書および標準以下の品質の文書（白黒、判読不能など）が提出

された場合； 

・お客様が、当社の要請にも拘わらず、お客様の実質的所有者に関する身分証明情報を提出

しなかった場合； 

・お客様が、お客様の財政状態に関する情報を含む、当社から要求された情報を提出しなか

った場合； 

•お客様が国際指名手配リストや他の指名手配リストに登録されている場合。または検証プ

ロセスを通して当社が受け取ったお客様に関するデータ、および／またはお客様の資金源の

データが、お客様が資金源を合法的に所有していないことを示唆した場合。 

2.2.本規程の本条文で指定されている疑わしい取引の特定および属性の基準は、全てをカバ

ーしたものではありません。当社は、本規定の本条文に正式な基準や属性の記述が無い場合

でも、取引の性質,その構成要素、付帯状況、およびお客様（またはお客様の代理人）との

やり取りの分析に基づき、その非トレーディング取引を疑わしい取引であると判断する場合

があります。 



2.3.疑わしい非トレーディング取引が発見された場合、当社は、 お客様、お客様の口座、

およびお客様の取引および非トレーディング取引に対するその後の行動について、独自の裁

量で決定します。 

3. 非トレーディング取引に関する支払いおよび一般規程 

3.1.お客様は、いつでも、お客様の非トレーディング取引に関して当社が受諾する国の通貨

で、お客様の口座に資金を入金することができます。お客様の資金は、当社の資金とは別の

、当社の口座（お客様の資金を保持する為に当社の名前で開設された隔離口座を含む）に保

持されます。当社は、全ての支払いおよび支払い情報の転送を、支払いセキュリティに関す

る業界標準と、国際的な支払いシステムの要件に従って、暗号化された通信チャネル上で行

います。当社は、支払いカード業界のセキュリティ基準審議会の勧告に従って、お客様のデ

ータを保護する目的で、送金段階での暗号化の為に TLS 1.3を、またアプリケーション・レ

ベルでは AESアルゴリズムを使用します。 

3.2.お客様の口座への入金、および出金の取引は、本規程に準拠して行います。 

3.3.お客様は、自分が行った支払いの正確性に対して責任を負います。当社の銀行情報が変

更された場合、お客様は、新情報がトレーディング端末に掲載された後は新しい銀行情報に

基づいて支払いを行うものとします。 

3.4.お客様の非トレーディング取引は、それぞれ、対応するセクションのトレーディング端

末記録によって確認されます。お客様は、非トレーディング取引に関する情報および口座残

高の額の正確性を独自に監視し、またトレーディング端末の関連セクションに記載されるそ

の他の情報の正確性を監視する義務を負います。お客様が、口座残高またはその他の情報の

いずれかに関連して、ご自身の非トレーディング取引記録に誤りを見つけた場合、当社のウ

ェブサイトの連絡先情報を使用して、できるだけ早く当社に通知するものとします。お客様

はまた、基本契約の要件に従って苦情を申し立てる権利を有します。 

3.5.お客様が、6ヶ月間、トレーディング端末で口座残高を変化させる取引を行っていない

場合、当社は、トレーディング端末へのアクセス提供に対して、サブスクリプション・フィ

ー（コミッション）を導入する権利を有します。サブスクリプション・フィーの引落しの額

と手続きは、当社の裁量で決定します。 

4. お客様の口座への入金 

4.1.基本契約に規定されている場合を除き、お客様は、お客様の口座にある資金から費用を

払う以外の方法では、当社サービスを受けることはできません。お客様の口座は、当社の口

座または当社が認定する決済代理人の口座へ資金を振り込むことによって補充することがで

きます。当社は、当社が認定する決済代理人と、彼らの銀行情報の一覧をトレーディング端

末に投稿することができます。 

4.2.お客様から当社の口座への送金は、要件を遵守しつつ、かつ送金が行われる法域の適用

法およびその他の法令が課す制約を考慮に入れて行わなければなりません。 



4.3.当社は、本規程の諸条項をお客様が遵守していることを条件として、当社がお客様から

受領した金額を、お客様の口座に入金します。 

4.4.資金は、送金が行われた通貨に関係なく、お客様の口座通貨で、お客様の口座に入金さ

れます。送金通貨がお客様の口座通貨と異なる場合、送金金額は、当社の口座で支払いを受

け取った時点の為替レートで、お客様の口座通貨に転換されます。外貨換算レートは、当社

が設定します。決済サービス提供業者が特に認めた場合、 資金は、お客様の外部口座の通

貨とは異なる通貨で、お客様の外部口座から出金することが可能です。 

4.5.当社がお客様の口座への送金を受諾する通貨は、お客様の口座通貨と入金方法によって

異なりますが、それはお客様のトレーディング端末に掲示さます。 

4.6.当社は、送金手法および送金通貨によって、異なる制約を 小額および 大額として課

す権利を有します。 

4.7.報酬支払いに直接関連しない、お客様の口座への入金は、 以下の場合に発生します： 

a）お客様が送金した金額を、当社の口座で受領した場合； 

b）問題を解決する為にお客様に迅速な連絡をつけることができないために、前もってお客

様に送金されていた資金が、当社の口座に返還された場合。 

4.8.資金は、当社の口座で資金を受け取ってから１営業日以内に、お客様の口座に入金され

ます。 

4.9.お客様から送金された資金が5営業日以内にお客様の口座に振り込まれなかった場合、

お客様は、当社に対して、当該送金に関して調査するよう要求する権利を有します。資金に

関する調査を希望する場合、お客様は、基本契約に基づいて要求を行い、送金を確認する為

の文書を当社に提出しなければなりません。 

5. お客様の口座に入金する方法 

5.1.銀行送金。 

5.1.1.送金時に当社が銀行送金の方法を採用している限り、お客様は、いつでも銀行送金で

入金することができます。 

5.1.2.当社は、自身の裁量に基づいて、お客様と相談することなく提出書類一式を決定しま

す。お客様は、かかる書類を提出するまでは、その送金方法を利用することはできません。 

5.1.3.お客様は、ご自身の銀行口座からのみ、ダッシュボードで指定された当社の銀行口座

に銀行振込をすることができます。また、銀行口座を開設することなく、自分自身名義の口

座からのみ送金できます。第三者による支払いは受諾されません。送金が、基本契約の

1.4.6条項、または本規程の条項に違反して行われた場合、当社は、当社の口座で受け取っ

た資金を拒否する権利を有します。また、そのような違反が検知された場合、当社は、お客

様と相談することなく基本契約を終了し、お客様へのさらなるサービスを拒否する権利を有

します。 



5.1.4.お客様は、銀行送金を行う前に、ダッシュボードで当社の銀行情報と支払い目的を確

認しなければなりません。指定された支払い目的で送金できない場合、お客様は、個別に問

題を解決する為に当社に連絡しなければなりません。 

5.1.5.当社は、ダッシュボードで指定された目的とは異なる目的の送金や第三者による代理

送金を当社の銀行口座で受け取った場合でも、かかる送金を拒否する権利を有します。この

場合、当社は、送金元の銀行口座に資金を戻します（返金）。この返金に要する一切の費用

は、お客様が負担します。 

5.1.6.お客様は、銀行送金に要する時間に対して当社が一切責任を負わないことを理解し、

それに同意するものとします。 

5.2.電子送金。 

5.2.1.送金時に当社が電子送金の方法を採用している限り、お客様は、いつでも電子送金で

入金することができます。 

5.2.2.お客様は、ご自身の個人的な電子財布からのみ、当社の口座に電子送金することがで

きます。送金が基本契約または本規程の条項に違反して行われた場合、当社は、当社の口座

で受け取った資金を拒否する権利を有します。当社はまた、そのような違反が検知された場

合、お客様と相談することなく基本契約を解除し、お客様へのさらなるサービスを拒否する

権利を有します。 

5.2.3.電子送金をする前に、お客様は当社の口座情報を確認しなければなりません。 

5.2.4.お客様は、 電子送金に要する時間に対して当社が責任を負わないこと、および、送

金に、当社の原因ではなく、電子決済システム上の技術的な不具合が原因で問題が発生した

場合でも当社が責任を負わないことを理解し、それに同意するものとします。 

5.3.処理センターを通した、銀行カードからの送金。 

5.3.1.送金時に当社が銀行送金の方法を採用している限り、お客様は、いつでも銀行送金で

入金することができます。 

5.3.2.お客様は、ダッシュボードで指定されている国際決済システムの種類を使用して、銀

行カードから送金することができます。 

5.3.3.お客様は、ご自身の名前で登録されている銀行カード以外のカードからは送金するこ

とができません。送金が基本契約または本規程の条項に違反して行われた場合、当社は、当

社の口座で受け取った資金を拒否する権利を有します。当社はまた、そのような違反が検知

された場合、お客様と相談することなく基本契約を解除し、お客様へのさらなるサービスを

拒否する権利を有します。 

5.3.4.送金が第三者（代理人）によって行われた場合、当社は、処理センターの当社の口座

に受領した資金を、拒否する権利を有します。その場合、当社は、送金元の銀行口座に資金

を戻します（返金）。この返金に要する一切の費用は、お客様が負担します。 



5.3.5.お客様は、 送金に要する時間に対して当社が責任を負わないこと、および、送金に

、当社が原因ではなく、処理センターまたは国際決済システム上の技術的な不具合の結果問

題が発生した場合でも当社が責任を負わないことを理解し、それに同意するものとします。 

6. お客様の口座からの出金 

6.1.以下の条件に該当している限り、お客様は、お客様の口座から資金を出金する指示を記

載した出金依頼を当社に送って、いつでもご自身の口座の資金の全部（または一部）を管理

することができます： 

a）当社は、注文が執行された時点のお客様の口座残高の範囲内でのみ、お客様の取引口座

で注文を執行すること。出金する金額（本規程で定める支払手数料およびその他の費用を含

む）がお客様の口座残高を超える場合、当社は注文を拒否する権利を有します。 

b）ご自身の口座から出金するお客様の指示は、諸要件を遵守し、かつ送金の行われる法域

の適用法およびその他の法令が課す制約を考慮しなければならないこと。 

c）ご自身の口座から出金するというお客様の指示は、要件を遵守しつつ、本規程および当

社のその他の文書が課す制約を考慮しつつ行わなければならないこと。 

d）お客様が入金していた資金から出金する場合、当社は、お客様の口座にある残高の範囲

内に、その支払手段による出金の額を制限することができます。当社が独自の裁量で本規程

に例外を設けた場合に限り、お客様はご自身の資金を他の支払手段で引き出すことができま

す。当社は、いつでも他の支払手段の詳細をお客様に要求する権利を有します。その場合、

お客様は、要求された支払い手段の詳細を、当社に知らせなければなりません。 

6.2.当社が認定する代理人は、お客様の外部口座への送金による出金依頼を実行することが

できます。 

6.3.お客様は、口座通貨で出金依頼を作成するものとします。口座通貨が送金通貨と異なる

場合、当社は、お客様の口座が引き落とされる時に、当社が定めた換算レートで送金資金を

送金通貨に転換するものとします。 

6.4.当社がお客様の外部口座に送金する場合の通貨は、お客様の口座通貨と引落し方法によ

って異なります。それは、お客様のダッシュボードに掲示されます。 

6.5.当社は、資金の引落としの方法ごとに、転換為替レート、手数料額、およびその他の費

用を設定します。また、当社は、自身の裁量に基づいて、いつでもそれらを変更する権利を

有します。転換レートは、政府当局によって確立された為替レートとも、また、それぞれの

通貨の市場におけるその時点の為替レートとも異なる可能性があります。 決済サービス提

供業者が特に認めた場合、資金は、お客様の外部口座の通貨とは異なる通貨で、お客様の外

部口座に入金することが可能です。 

6.6.当社は、引き落とし方法によって、異なる制約を 小額および 大額として課す権利を

有します。これらの制約は、お客様が出金依頼を提出する時に、お客様のダッシュボード画

面に表示されます。 



6.7.注文がお客様のダッシュボードで作成された場合、その注文は当社によって承認された

ものと見なされます。当社は、決して、本条で指定されている方法以外の方法で提出または

送信された注文の執行を承認することはありません。 

6.8.当社は、お客様の口座から出金する意思決定を、5営業日以内に下します。但し、以下

の場合は、例外になります。すなわち、 

 - 操作が、本規程に記載されている疑わしい取引である場合。 

 - 当社の迅速な決定を妨げるような技術的な不具合、またはその他の状況が存在する場合

。 

6.9.出金依頼に従って会社から送金された資金が、本規程の6.8条に基づく決定日から5営業

日以内にお客様の外部口座に入金されない場合、お客様は、送金に関する調査を当社に要求

する権利を有します。 

6.10.出金依頼の口座情報に間違いがあり、それが理由でお客様の外部口座に資金が入金さ

れなかった場合、解決する為の費用は、お客様が負担するものとします。 

6.11.お客様が入金した額を上回るお客様の利益は、お客様の外部口座に送金することがで

きます。但し、当社とお客様との合意に基づいて行われるものとします。 

6.12.お客様が或る明確な方法でご自身の口座に資金を補充し、そして、出金手続が本規程

6.8条項の定める手続とは異なる場合、当社は、お客様と相談することなく自身の裁量で定

めた条件の範囲内で、お客様が入金した方法と同じ方法で出金する権利を有します。 

お客様の口座から出金する方法 

7.1.銀行送金。 

7.1.1.請求時に当社が銀行送金の方法を採用している限り、お客様は、いつでもダッシュボ

ードから出金依頼を送信して、銀行送金で資金を受け取ることができます。 

7.1.2.お客様は、ご自身の名前で開設された銀行口座以外に宛てた出金依頼を送ることはで

きません。出金依頼が基本契約または本規程の条項に違反して行われた場合、当社は、お客

様の出金依頼を拒否する権利を有します。当社はまた、そのような違反が検知された場合、

お客様と相談することなく基本契約を解除し、お客様へのさらなるサービスを拒否する権利

を有します。 

7.1.3.本規程第7.1.2項の条件が満たされる場合、当社は、出金依頼に指定された銀行情報

に従って、お客様の銀行口座に資金を送金します。したがって、当社は、その口座がお客様

のものであると見なします。 

7.1.4.お客様は、銀行送金に要する時間に対して当社が一切責任を負わないことを理解し、

それに同意するものとします。 

7.2.電子送金。 



7.2.1.請求時に当社が電子送金の方法を採用している限り、お客様は、いつでもダッシュボ

ードから出金依頼を送信して、電子送金で資金を受け取ることができます。 

7.2.2.お客様は、ご自身の個人的な電子口座以外に宛てて出金依頼を送ることはできません

。出金依頼が基本契約または本規程の条項に違反して行われた場合、当社は、お客様の出金

依頼を拒否する権利を有します。当社はまた、そのような違反が検知された場合、お客様と

相談することなく基本契約を解除し、お客様へのさらなるサービスを拒否する権利を有しま

す。また、当社は、当該電子口座がお客様のものであると見なします。 

7.2.3.本規程7.2.2の条件が満たされている限り、当社は、出金依頼で指定された電子情報

に従って、お客様の銀行口座に資金を送金します。 

7.2.4.お客様は、 電子送金に要する時間に対して当社が責任を負わないこと、および送金

に当社の原因ではない技術的な不具合の結果問題が発生した場合にも、当社が責任を負わな

いことを理解し、それに同意するものとします。 

7.3.処理センターを通した、銀行カードへの送金。 

7.3.1.送金時に当社が銀行カードへの送金の方法を採用している限り、お客様は、いつでも

ダッシュボードから出金依頼を送信して、処理センターを通した銀行カードへの送金を受け

取ることができます。 

7.3.2.お客様は、ダッシュボードで指定されている国際決済システムの銀行カード以外に宛

てて出金依頼を送ることはできません。 

7.3.3.お客様は、ご自身の名前で登録された銀行口座以外に、出金依頼を送ることはできま

せん。出金依頼が基本契約または本規程の条項に違反して行われた場合、当社は、お客様の

出金依頼を拒否する権利を有します。当社はまた、そのような違反が検知された場合、お客

様と相談することなく基本契約を解除し、お客様へのさらなるサービスを拒否する権利を有

します。 

7.3.4.お客様は、 送金に要する時間に対して当社が責任を負わないこと、および、送金に

、当社が原因ではなく、処理センターまたは国際決済システム上の技術的な不具合の結果問

題が発生した場合でも当社が責任を負わないことを理解し、それに同意するものとします。 

7.4.当社は、当社自身の裁量に基づき、お客様の口座から資金を引き出す他の方法をお客様

に申し出ることができます。この情報はダッシュボードに表示されます。 

8. ワン・クリック・サービスの利用約款 

8.1.お客様は、支払いフォームに銀行カード情報（決済情報）を記入し、「カードを保存す

る」のチェックボックスにチェックを入れ、支払い確認ボタンをクリックすることによって

、ワン・クリック・サービス（反復的な支払い）サービスの利用約款に完全に同意したもの

と見なされます。また、お客様は、お客様からの依頼に基づき、追加承認なしに、またワン

・クリック・サービスの定めた日までに銀行カード情報（決済情報）を再入力することなし

に、当社にあるお客様の口座残高を補充する目的で、お客様の決定した資金をお客様の銀行

口座から自動的に引き落とす（決済）権限を決済サービス提供業者に対して付与します。 



8.2.お客様は2営業日以内に、ワン・クリック・サービスの利用確認がお客様のメールアド

レスに送られることを承諾し、それに同意するものとします。 

8.3.ワン・クリック・サービスを利用することによって、お客様は、お客様ご自身が銀行カ

ードの所有者（認可ユーザー）である事実と、ワン・クリック・サービスの提供に使用され

る情報が正しいことを承認します。また、当社にあるお客様の口座の残高を補充する目的で

銀行カードを使用することに対し、異議を申し立てる措置を取らないことを承諾します。 

8.4.ワン・クリック・サービスを利用することにより、お客様は、このサービスの利用に関

連する全ての費用および全ての追加費用（必要な場合）を負担することに同意します。これ

には、全ての種類の税金、関税などが含まれますが、必ずしもこれらに限りません。 

8.5.お客様は、当社におけるお客様の口座の残高を補充する為にお客様が行った全ての支払

いに全責任を負うものとします。会社や決済サービス提供業者は、お客様によって示された

金額の支払いサービスのみを提供し、上記のお客様による追加金額の支払いに対しては責任

を負いません。 

8.6.支払いは、支払い確認ボタンがクリックされたら処理されたものと見なされ、取消不能

の形で執行されます。支払い確認ボタンをクリックすると、お客様は支払いを取消すことが

できないこと、また撤回要求することもできないことに同意します。お客様は、支払いフォ

ームに記入することによって、ご自身がどの国の現在の法律にも違反していないことを宣誓

します。お客様は、支払いフォームに記入し、このセクションの条件に同意することによっ

て、銀行（支払い）カードの所有者として、会社が提供するサービスを利用する権限を有し

ていることを宣誓します。 

8.7.お客様は、ウェブサイトやトレーディング端末を使い始めることによって、ウェブサイ

トおよび/またはトレーディング端末が使用されている国の法律の遵守に対して法的責任を

負います。お客様は、ウェブサイトが使用されている法域において、法的に認められている

成人年齢以上の年齢であることを宣誓します。お客様は、ウェブサイトおよび/またはトレ

ーディング端末の使用に関する禁止事項違反（違法、無権限を含む）に対して、決済サービ

ス提供業者が一切責任を負わないことを承諾します。お客様は、ウェブサイトやトレーディ

ング端末のサービス利用に同意することによって、全ての決済が決済サービス提供業者によ

って処理されること、および引落し済みの資金や商品の返還を求める法的権利を有しないこ

と、またその他の支払い取消権を有しないことを承諾します。お客様は、ご自身の口座から

資金を引き落とす意思がある場合には、トレーディング端末を使うことができます。 

8.8.お客様は、ご自身が解約するまで、ワン・クリック・サービスが有効であることを承諾

します。ワン・クリック・サービスを解約したい場合、お客様は、保存されたカードのリス

トから、ご自身の銀行カード（支払いカード）のデータを削除することによって、ダッシュ

ボードで本サービスを解約することができます。 

8.9.銀行カード（支払いカード）を発行した銀行が、お客様の支払いカードに関する情報を

処理することを拒否した場合、もしくは処理する能力が無かった場合、または、お客様の銀

行カード（支払いカード）を利用して決済を行うことを許可しなかった場合、決済サービス

・プロバイダは責任を負いません。決済サービス提供業者は、ウェブサイト上で提供される

当社のサービスの品質または範囲について責任を負いません。お客様は、お客様の口座に入



金する際に当社が定めた規則および要件を遵守する義務を負います。決済サービス提供業者

は支払いをするだけであり、いかなる価格設定、一般価格、および/または合計金額に対し

ても責任を負いません。 

8.10.お客様は、当社のウェブサイトに掲載されているワン・クリック・サービスの利用規

約の改訂および更新を自身の責任で追跡する責任を負います。 

8.11.お客様は、当事者間の情報交換がダッシュボードを通して行われることに同意します

。例外的なケースの場合には、help@olymptrade.com に宛ててメールでご連絡ください 

8.12.これらの条件に同意しない場合、お客様は、支払いを速やかにキャンセルし、必要に

応じて当社に連絡するものとします。 


