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EZインベスト証券(株) 

「取引説明書 店頭外国為替証拠金取引 ～EZ MT4～」改定の概要 

 

平成 29 年 6 月 12 日付「取引説明書 店頭外国為替証拠金取引 ～EZ MT4～」の改定の要旨は下記のとおりです。なお、詳細な変更箇所

につきましては、新旧対照表にてご確認ください。 

 

【主な変更箇所】 

・「Chapter 2-2」の「1. 取引通貨ペア」にて、通貨ペアを追加いたしました（AUD/NZD及び GBP/NZDを追加。）。 

・「Chapter 2-4」の「1. 注文の種類」にて、注文方法に関する説明を拡充いたしました。（価格の決定方法、約定可能な数量、及び当社

MT４のスリッページ設定が利用不可である旨について追記しました。）。 

・「Chapter 4」にて、資本金の額を更新いたしました。 

 

※各変更箇所の詳細につきましては、次頁以降の新旧対照表をご参照ください。 
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「取引説明書 店頭外国為替証拠金取引 ～EZ MT4～」の改定に係る新旧対照表 

平成 29年 6月 12日改定 

改定後（新） 改定前（旧） 

Chapter 2-2. 取引通貨・取引レート・スワップポイ

ント 

1. 取引通貨ペア  

取引可能な通貨ペアは、AUD/CAD、AUD/JPY、AUD/USD、

AUD/NZD、CAD/JPY、CHF/JPY、EUR/AUD、EUR/CAD、

EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/NZD、EUR/USD、

GBP/AUD、GBP/NZD、GBP/CAD、GBP/JPY、GBP/USD、

NZD/JPY、NZD/USD、USD/CAD、USD/CHF、USD/HKD、

USD/JPY、USD/SGD、及び USD/ZAR です。なお、政情の急変

その他の理由により、取引通貨ペアが追加・変更・廃止される場

合があり、その場合も当社 WEB サイトで告知します。  

 

 

Chapter 2-4. 注文 

1. 注文の種類  

  注文には、次の種類があります。  

注文の種類 説明 

成行注文  お客様が通貨ペアの別、取引の数量、及び注文の種

Chapter 2-2. 取引通貨・取引レート・スワップポイ

ント 

1. 取引通貨ペア  

取引可能な通貨ペアは、AUD/CAD、AUD/JPY、AUD/USD、

CAD/JPY、CHF/JPY、EUR/AUD、EUR/CAD、EUR/CHF、

EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/NZD、EUR/USD、GBP/AUD、

GBP/CAD、GBP/JPY、GBP/USD、NZD/JPY、NZD/USD、

USD/CAD、USD/CHF、USD/HKD、USD/JPY、USD/SGD、及

び USD/ZARです。なお、政情の急変その他の理由により、取引

通貨ペアが追加・変更・廃止される場合があり、その場合も当社

WEB サイトで告知します。  

 

 

Chapter 2-4. 注文 

1. 注文の種類  

  注文には、次の種類があります。  

注文の種類 説明 

成行注文  お客様が通貨ペアの別、取引の数量、及び注文の種
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類（売買の別）のみ指定し、価格を指定せずに、任

意のタイミングで売買する注文であり、当社システ

ムで受付けた（受注）順に執行します。約定は、実

際に注文を約定処理する時点において当社が約定に

用いる価格（当社がカバー先から配信を受けた価格

を基準とする価格であり、お客様へ配信する価格*と

同じです。以下「当社基準価格」）にて行われます。

となります。 

*当社がカバー取引先から配信を受ける価格は、カバ

ー取引先が取引を行なう複数の金融機関等が提示す

る価格から形成されており、最新かつ最良の価格を

基に生成されています。（以下「最良価格」といいま

す。以下同じです。） 

*お客様への配信価格は、当社システムより配信され

てから、お客様の端末にて実際に画面に表示される

までの間には、通信に伴う時間差が生じます。 

 

《約定の数量について》 

お客様の注文数量が、最良価格にて約定可能な数量

を超える場合は、注文は、当該約定可能な数量まで

はこの最良価格において約定し、余った数量に関し

類（売買の別）のみ指定し、価格を指定せずに、任

意のタイミングで売買する注文であり、当社システ

ムで受付けた（受注）順に執行します。約定は、実

際に注文を約定処理する時点において当社が約定に

用いる価格（当社がカバー先から配信を受けた価格

を基準とする価格であり、お客様へ配信する価格*と

同じです。以下「当社基準価格」）にて行われます。

となります。 

*（新設） 

 

 

 

 

*お客様への配信価格は、当社システムより配信され

てから、お客様の端末にて実際に画面に表示される

までの間には、通信に伴う時間差が生じます。 

 

（新設） 
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ては、その次の最良価格にて約定されます。その次

の最良価格帯における約定可能数量を以ってしても

注文数量の全部が約定しない場合は、さらにその次

の最良価格帯における約定が行われ、以降順次これ

を繰り返します（以下同じです。） 

 

《スリッページについて》 

お客様が成行注文を行う際、お客様の発注時に取引

画面に表示している価格と、実際の約定価格との間

に価格差が生じる場合があります。この価格差は、

お客様の端末と当社システムとの間の通信に伴う時

間、及び当社システムにおいて約定処理にかかる時

間によって生じ、お客様に有利になる場合もあれば、

不利になる場合もあります。相場急変時には、スリ

ッページ幅が通常より大きくなる場合もあり、お客

様にとって意図しないスリッページが発生する可能

性もございます。 

EZ MT4 では、スリッページの許容幅の設定は出来

ず*、お客様からの注文は全て、当社システムへ到達

後に約定処理される時点における当社基準価格（最

良価格）にて約定処理されます。 

 

 

 

 

 

 

（スリッページについて） 

お客様が成行注文を行う際、お客様の発注時に取引

画面に表示している価格と、実際の約定価格との間

に価格差が生じる場合があります。この価格差は、

お客様の端末と当社システムとの間の通信に伴う時

間、及び当社システムにおいて約定処理にかかる時

間によって生じ、お客様に有利になる場合もあれば、

不利になる場合もあります。相場急変時には、スリ

ッページ幅が通常より大きくなる場合もあり、お客

様にとって意図しないスリッページが発生する可能

性もございます。 

EZ MT4 では、スリッページの許容幅の設定は出来

ず*、お客様からの注文は全て、当社システムへ到達

後に約定処理される時点における当社基準価格（最

良価格）にて約定処理されます。 
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* 欄外脚注の《ご注意！》も必ずご参照ください。 

指値注文  （略） 

逆指値注文  指値注文と同様に価格を指定して行う注文ですが、

指値注文とは異なり買いたい場合は現在の価格より

高い価格を指定し、売りたい場合は現在の価格より

低い価格を指定します。逆指値注文は、提示価格（当

社基準価格）が指定価格の範囲に達した時点で成行

注文が発注されます（当社基準価格がお客様の指定

した価格に達した時点をトリガーとして、成行注文

が発注されます。）。したがって、成行注文及び指値

注文と同様に、スリッページが生じる場合がござい

ます。 

※為替相場が急変する時や、週明け月曜日の始値に

は特にご注意ください。 

※お客様にとって有利又は不利となるスリッページ

が発生する可能性があります。 

※為替相場急変時や、週末終値と週初始値の乖離に

は特にご注意ください。 

※EZMT4 では、スリッページの許容幅の設定は出来

ず*、お客様からの注文は全て、当社システムへ到達

後に約定処理される時点における当社基準価格（最

 

指値注文  （略） 

逆指値注文  指値注文と同様に価格を指定して行う注文ですが、

指値注文とは異なり買いたい場合は現在の価格より

高い価格を指定し、売りたい場合は現在の価格より

低い価格を指定します。逆指値注文は、提示価格（当

社基準価格）が指定価格の範囲に達した時点で成行

注文が発注されます（当社基準価格がお客様の指定

した価格に達した時点をトリガーとして、成行注文

が発注されます。）。したがって、成行注文及び指値

注文と同様に、スリッページが生じる場合がござい

ます。 

※為替相場が急変する時や、週明け月曜日の始値に

は特にご注意ください。 

※お客様にとって有利又は不利となるスリッページ

が発生する可能性があります。 

※為替相場急変時や、週末終値と週初始値の乖離に

は特にご注意ください。 

※EZMT4 では、スリッページの許容幅の設定は出来

ず*、お客様からの注文は全て、当社システムへ到達

後に約定処理される時点における当社基準価格（最
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良価格）にて約定処理されます。 

* 欄外脚注の《ご注意！》も必ずご参照ください。 

※成行、指値、逆指値等の注文は、お客様の端末において提示され

たとおりの価格にて約定することが保証されているものではなく、

市場の急変又は約定処理若しくは通信上のタイミングによって、提

示価格と約定価格とに差（スリッページ）が生じる場合があります。  

《ご注意！》 

EZ MT４の取引プラットフォームには、メニューバー「ツール」⇒

「取引」タブ⇒「価格誤差のデフォルト」欄に、「デフォルトを指

定」のチェックボックスとプルダウンがありますが、この機能は使

えません。この箇所にて数値を指定して「OK」を押下しても、「OK」

ボタンは作動しますが、スリッページの許容幅等は指定されません

のでご注意ください。 

 

 

■Chapter 4. 会社概要 

【資本金】  

  3 億 550 万円 （平成 29 年 6 月 12 日現在） 

 

 

良価格）にて約定処理されます。 

 

※成行、指値、逆指値等の注文は、お客様の端末において提示され

たとおりの価格にて約定することが保証されているものではなく、

市場の急変又は約定処理若しくは通信上のタイミングによって、提

示価格と約定価格とに差（スリッページ）が生じる場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Chapter 4. 会社概要 

【資本金】  

  5 億 150 万円 （平成 28 年 9 月 26 日現在） 
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制定 平成 28 年 9月 12 日 

平成 29 年 1月 23 日 一部改定 

平成 29 年 2月 27 日 一部改定 

平成 29 年 6月 12 日 一部改定 

 

制定 平成 28 年 9月 12 日 

平成 29 年 1月 23 日 一部改定 

平成 29 年 2月 27 日 一部改定 

 
 

 


