利用規約
客様は、このウェブサイトの利用規約の英語版が便宜上他の言語に翻訳されていることを銘記し
な ければなりません。利用規約の英語版と翻訳版の間に矛盾が生じた場合、英語版での条件が
適用され ます。
1. 弊社によって提供されるサービスを使用することにより、このサイトによって提供され
る取引を 締結するためにお客様はここに述べられたすべての利用規約の承諾が取消不能
であること、そ れを遵守すること、またお客様が完全で限界のない無制限の法的能力で
あることに同意します。お客様は、該当する個人情報が完全で最新、正確であることを
ここに宣言します。
2. 弊社は事前の通知を要せずそれが適当であればこれらの規約の条項をいつでも改正、修
正、訂 正、変更する権利を留保し、お客様はこのサイトに公開されている現行版に準拠
することに同意 します。お客様は、このサイトで取引されるオプションでの資産を選択
するために、弊社がいつ でも独占権、単独裁量権を留保し、その計算方法もまたいつで
も変更する権利があることに同意 します。
3. 男性形を使用した本利用規約の文言及び表現は女性形にも当てはまり、人物を使用した
文言及び 表現は社団法人も含むこととします。
4. このサイトで表される時間及び/または活動については、GMT タイムゾーンに基づくもの
としま す。
5. 内容、情報、特許権、商標、著作権、モジュール、技術、ノウハウ、アルゴリズム、営
業方法、 ユーザーインターフェース(UI)、グラフィックデザイン、ルック&フィール、
ソフトウェアを含む がそれに限定されないすべての知的財産と、そのすべての開発、デ
リバティブ、改良は、登録の 如何に関わらず(“IP”または“知的財産”)、弊社及び/または
そのような IP を使用するための弊 社ライセンスを与えられた第三者団体によってすべ
て所有されています。
6. お客様は、このサイトのみで提供されるサービスに関して、私的、非商業的、譲渡不能
な利用の ためにこのサイトに含まれる IP を使用する限られた非独占権を与えられます。
本規約において別 段の記述がない限り、弊社はお客様へのその他の IP 権またはライセン
スを認めません。お客様 は、書面による事前の同意なしに、複製または譲渡しないこと
、当サイトからいかなる素材も変 更、編集または削除しないことを約束します。前述か
ら逸脱することなしに、お客様は私的利用 のために当サイトから 1 部のみ複写をプリン
トすることを許可されます。

7. 弊社は当サイトに第三者団体の財務内容も含め、情報、データ、リンク、キャンペーン
オファー またはその他のいかなる形態のコンテンツも含むことがあります。そのような
コンテンツはお客 様の便宜上のためのみに追加サービスとして提供され、助言とはみな
されません。そのようなコ ンテンツに関して、弊社はいかなる場合にも責任を負わず、
また表明したとはみなされません。
8. お客様は、インターネットやワールド・ワイド・ウェブ(ウェブ)が一般的には信頼性があ
るが、 技術的問題やその他の状態がウェブサイトへのアクセスを遅延させたり妨げたり
することを理解 するものとします。弊社は、いかなる技術的問題、システム障害や故障
、通信回線障害、機械・ ソフトウェア障害または故障、システムアクセスの問題、シス
テム容量の問題、インターネット トラフィックの高い需要、セキュリティー違反、不正
アクセス、その他の類似したコンピュータ ーの問題と欠陥に対して責任を負わないこと
とし、お客様は、弊社または弊社代理店またはサー ビスプロバイダーに責任を負わせな
いことまたは責任を求めないことに同意します。弊社は、お 客様が選択された時間また
は場所で当サイトへのアクセスまたは使用が可能であること、また当 サイトを総括して
またはいかなる場所のために適正能力があることを、表明、保証または担保し ません。
弊社は、当サイトが連続的で誤りのないサービスを提供することを表明、保証または担
保しません。弊社は、当サイトとそのコンテンツに関して、商品性または特定目的適合
性のため の保証を含むがそれに限定されない、いかなる保証または担保もしません。
9. お客様は、注文または取引がひとたび遂行されたらそれをキャンセルする方法がないこ
とをここ に受諾します。前述の声明を損なうことなく、お客様は取引アイコンを押すこ
とによってそのよ うな制限を理解することとします。
10. お客様は、後述についてここに表明し保証します(表明と保証は当サイトを介して取引が
行わ れる各日に、お客様によって繰り返されるものとみなされます)。
a. お客様は、これらの利用規 約、それに関連するそれぞれの取引とその他の文書によ
って拘束されることに全面的な権限を有 し、その規約の下それぞれの取引で義務を
履行し、そのような実行、交付、遂行を認可するため にすべての必要な行動がなさ
れていることとします。
b. いかなる実行、交付、遂行も、お客様に 適用される法律、定款または訓令の条目、
信託証明、契約またはその他の法律文書またはお客様 に適用、拘束、影響する契約
上の制限、資産または担保権、リーエンまたは負担を生じさせる義 務に違反または
争議しません。
c. お客様によって提供されたすべての情報は、すべての点におい て真実で正確です。

d. 当サイトに関してお客様によって取得される必要のあるすべての政府の規 制、その
他の同意は、そのように取得され、完全に効力を持ち、そのような同意のすべての条
項 は遵守されることとします。
e. これらの利用規約に基づくお客様の義務は、それぞれの条件に従 って強制可能な、
法的に有効で拘束力のある義務を構成します。
f. お客様は、すべての法、規 則、規制、そしてその時々で弊社、お客様、お客様の投
資に関して適用する関連管轄、取引所、 市場または規制当局の開示要求を遵守しま
す。
g. お客様は、お客様の口座または当サイトに関連 して述べられた義務の遵守を支援ま
たは達成することを可能にするために、弊社から妥当に要求 された場合、早急にそ
のような情報と支援を提供(または提供できるように)します。
h. 弊社が執行 に限定したサービスを提供するなかで、お客様は利用規約と(弊社が推奨
するかどうかに関わら ず)ここに締結された各取引のリスクを評価、理解する能力が
あることとし、お客様はそれらの利 用規約を受諾し(財政的またはその他の形で)それ
らのリスクを負担することとします。
i.

お客様 は、当サイトでのいかなる取引、それに従うそれぞれの処理において「本人
」として行動しま す。

j. お客様がこれらの利用規約に不履行の場合は、そのような発生に気づいた時点で早急
に通知 しなければなりません。
11. 弊社は、一方の当事者から他方の当事者に書面で提供された情報および/または注文にの
み拘 束されます。お客様は、弊社サイトが管轄において違法となる可能性があるハイリ
スクの投機的 投資を提供することを認識していることとします。したがって、お客様は
このウェブサイトに関 しての行動の有効性と合法性のすべての責任を負担します。弊社
ウェブサイトによって提供され 得るようなバイナリーオプション及び/またはその他のオ
プションでの取引は、非常に投機的な投 資となり得るとみなされます。この種の投資は
お客様の資本を失うリスクを抱えており、これに よってお客様は関連する潜在的リスク
を完全に理解し、独自のアドバイスを求めなければならな いことを宣言します。
12. 有限責任の取引を始める前に、お客様は弊社から、各取引における損失範囲は取引を開
始す る前に同意した金額に制限されることを確認する正式な書面での声明を取得しなけ
ればなりませ ん。有限責任の取引で損失できる金額は、所定の損失限度のない他のマー
ジン取引より少ないも のとします。それにもかかわらず、たとえ損失範囲が合意された
限度の対象となろうとも、お客 様は比較的短時間で損失を被るかもしれないことを認め
ます。お客様の損失は有限かもしれませ んが、合意した金額に対しての全損失へのリス
クは相当なものとなります。

13. お客様によって被った損害を賠償する弊社の責任は、お客様が最終判定によって証明で
きる 直接損害(お客様が自己の弊社口座に入金した金額の最大額まで)に限定されるもの
とします。い かなる場合にも、契約、不法行為、またはその他のいかなる法的理論に基
づくか否かを問わず、 弊社はお客様または第三者に生じた結果的または特別損害(利益の
損失を含む)の責任を負わない ものとします。お客様は、お客様による法的必要条件また
はこれらの条項に違反することを含む がそれに限定されない、これらのサイトの使用に
関連する責任および/または請求で、弊社、あら ゆる弊社関連会社、従業員、代理店およ
び/または役員(以下、代表)を補償し免責することととし ます。
14. 弊社は、相手方当事者、仲介ブローカー、銀行、カストディアン、サブ・カストディア
ン、 市場、市場オペレーター、取引所、クリアリング・ハウス、事業を共にする預託ま
たはその他の 第三者のいかなる義務の違反または不履行にも責任を負いません。弊社は
、そのような損失が弊 社の過失、故意の不履行または詐欺から直接的に生じない限り、
お客様によって被った当サイト に関連する損失の責任を負いません。お客様は、弊社に
支払われるべきすべての手数料、その他 の料金、お客様の指示に従って購入されたオプ
ションのプレミアム、お客様の口座の借方残高ま たは本規約に含まれるいかなる口座も
満たすためにまたはそれに向けて弊社がいつでも要求する 可能性がある合計額、いかな
る取引からも生じるかもしれないあらゆる取引損失額、弊社に支払 われるべき口座の金
利、サービス料、そのような金額を徴収するうえで生じる合理的費用、法的 費用を、請
求次第弊社に支払うこととします。すべての支払いは同日になされることとし、その 通
貨で自由に資金を移動でき、時折指定する可能性のある銀行へ支払われます。さらに、
お客様 は、弊社、弊社代理店、従業員の過失、故意の不履行または詐欺でない限り、我
々が当サイトに 従ってまたは関連して発生したすべての費用、負担、責任、経費に対し
、弊社、弊社代理店、従 業員を完全かつ有効に補償しなければなりません。この条項は
、弊社とお客様の間のいかなる契 約の解除の後も存続するものとします。
15. 弊社は、損失、経費、費用または責任(合わせて以下“損失”)が弊社の過失、故意の不履行
、 間接的または結果的損失、(利益の損失、ビジネスまたはその他の損失かに関わらない
)損害、本 契約からまたはそれに関連して起こったいかなる結果的補償(原因に関わらず)
のための費用、経 費またはその他の要求によって発生したものでない限り、またはその
範囲内で、お客様によって 被ったいかなる損失、またはお客様によってなされた注文、
指示、または情報の誤りによる結果 としてまたはお客様からとされる注文または指示に
従った結果として被った損失に対して一切の 責任を負わないものとします。 お客様は、
お客様による作為、不作為の結果として弊社に対してなされた請求の結果として弊社 が
被ったいかなる請求、費用、経費に対して補償します。

16. 弊社は、弊社が制御不能な不可抗力事態が発生した場合によるいかなる損害にも責任を
負わ ないこととします。
17. お客様は、マージン通貨取引が金融市場で利用できる投資の最も危険な形式のひとつで
あ り、洗練された個人と機関にのみ適することを認めます。マージン通貨取引の価格は
極めて不安 定です。口座が保有するポジションが値 2％の値の変動を持つ場合、最大レ
バレッジで取引できる 口座の資金は完全に失われることがあります。投資全体の損失の
可能性がある場合、外国為替市 場における投機は、失われたとしても個人または機関の
財務福利に大きな影響を及ぼさないリス クキャピタルファンドでのみ行われるべきです
。お客様は、当サイトで利用する資金は純粋にリ スクキャピタルであり、お客様の投資
の損失が生活様式を危険にさらしたり将来の退職計画を削 ぐことのないことを確認しま
す。加えて、お客様は通貨と通貨オプション投資の性質とリスクを 十分に理解し、投資
の損失をこうむってもお客様の他者への義務は無視されません。
18. クレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード（V プリカなど）による円
口座への入金の際、為替手数料が発生することがあります。その手数料は弊社負担とし
、お客様は弊社あてに返金手続を行うことができます。
19. 口座からのお客様の出金依頼は、以下のどちらかによって実行されることとします。
a. 本人 のクレジットカードの払い戻し(入金がなされたカードのみで入金額が正確
に同じもの)
b. 本人 の銀行口座の銀行振込(入金がなされた口座のみ)。これらはお客様が依頼し
た方法によって、身 分証明書が本人によって届けられることを条件として、また
弊社の裁量に単独で従いそのような 依頼を実行するために最善の努力を払うもの
とします。出金は、当サイトの手順に従って行わ れ、銀行営業 14 日間以内に、
または当サイトの支払いサービスプロバイダーによって決められた 日にちで処理
されます(両者のうち長い方)。お客様が出金依頼のキャンセルを望む場合、処理
が 完了しておらず、出金確認が未送信で、依頼がすでに実行されていることのな
い出金依頼に関し てのみ、キャンセルすることができます。お客様によって 2 件
以上の出金依頼が送信された場合、 お客様がその後に一部またはすべての出金依
頼のキャンセルを依頼するなら、早い方の出金依頼 がまずキャンセルされます。
20. 基本資産の精算がなされる間にお客様がそのようなオプションで実行中の取引がある場
合、 基本資産に関してなされた精算によってオプションの価格が調整されることとしま
す。お客様 は、弊社がいかなる資産の末尾の桁をも丸める独占権を有することをここに
同意します。
21. 弊社はその単独裁量権において、お客様への事前の通知なしにボーナス、キャンペーン
オフ ァー、その他お客様に対してのあらゆる種類の利益の提供を行うこと、条件の設定

および/または それらの変更をすることを(義務ではないが)決定することがあります。弊
社は、その決定を理由 にしてお客様の将来の取引において同様のことを行うことを強制
されないものとします。ボーナ スがお客様の口座に付与/認可されると、入金額の少なく
とも 10 倍の金額で取引を実行することが 条件となり、最低入金額、及び/または最低取
引量、及び/または一定の制限時間にも従う可能性 があります。金銭的ボーナスもまた、
お客様がこれらの規約を全面的に遵守することを条件とします。
22. トレーダーは、同じ資産、方向、有効期限を進む特定の契約では 2 分ごとに 1 つの取引
を開始 することのみが許可されています。また、契約の終了は、各契約ごとに 1 回許可
されています。ト レーダーがこの規則に違反した場合、故意であろうとなかろうと、弊
社は取引を取消しプレミア ムの契約を戻すためにすべての完全な権利を破棄します。そ
の自らの裁量により、弊社は技術的 問題を故意に悪用したいかなるトレーダーに対して
も行動を起こし、弊社から永久的に追放する ことがあります。
23. お客様は、法規制のために弊社があらゆる種類のいかなる課税の支払をも保留または控
除 し、本利用規約で提供されたサービスを制限し、正式な法的指示または手段に従って
、または関 連する規制によって決定される法的機関またはその他当局によって要求され
るその他の措置また は制限に従って口座を凍結する可能性があることを理解すると宣言
します。お客様はそのような 措置において、弊社とその従業員、代表を補償し免責し、
そのような法的指示または手段を満た すために弊社が適するとみなすような、そのよう
な措置を差し止める権利を有しません。
24. お客様は、第三者からユーザー名とパスワードを安全に保管し、口座または個人情報の
悪用 が疑われる場合、弊社に通知することを保証することを宣言します。お客様の保護
のため、すべ てのログイン情報は機密保持しなければなりません。お客様が第三者にロ
グイン情報を提供した 場合、それをもって弊社はお客様の口座の資金のための責任を受
諾することができなくなりま す。
25. お客様は、技術的困難がウェブサイトへアクセスまたはこのウェブサイトでの特定の行
動を 実行する能力を妨げるという事実を認識することをここに宣言します。弊社はその
時々で起こる そのような事象に対していかなる責任も負わないものとします。いかなる
状況下でも、弊社はサ ーバ、帯域幅、ソフトウェアシステムに対しての責任を負いませ
ん。
26. お客様は、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続の障害を含むがそれに限
定さ れない、インターネットベースの取引実行取引システムの利用に関連したリスクが
あることを認 めます。弊社がシグナルの強さ、その受付、インターネット経由のルーテ
ィング、機器の設定、 その接続の信頼性を制御しないことから、弊社は当サイトを介し
ての取引時の通信障害、ゆがみ または遅延に対して責任を負いません。

27. お客様は、弊社によって要求されるかもしれない正式な銀行照会状、公共料金請求書と
その 他の種類の正式な身分証明書の提供を含む、その管轄に関連したすべてのアンチマ
ネーロンダリング(AML)規制と「顧客熟知」(KYC) 手順を確認しここに同意します。こ
れは当サイトの使用に対 する先行条件です。
28. この契約に基づくお客様から弊社へのすべての現金担保とその他の支払は、そのような
通貨 で自由に譲渡可能な資金であり、弊社が随時指定する銀行口座になされます。お客
様が法律によ って控除または課税に関しての源泉徴収またはその他の形で要求される場
合、お客様はそのよう な控除または源泉徴収が要求されなかった場合に受け取ったであ
ろう金額の総額に等しい正味金 額を弊社が受け取るという結果になるよう、そのような
金額の支払いを弊社にする責任を負いま す。この契約に従ってお客様から弊社に支払わ
れる総計(該当する付加価値税を含む)は、そのよ うな金額の払い戻しに適用されるかも
しれない利益を得るために事前の通知なしに口座から控除 することができます。お客様
はこれらの利用規約の下に、手数料、振替手数料、登録手数料、税 金、義務、その他の
金融負債および弊社によって適切に支払われるべきまたは負担されるその他 すべての責
任と費用に対して責任をおうこととします。
29. これらの利用規約はお客様と弊社 Global View International Services Ltd (弊社または
我々)との 間の関係をここに管理することとします。
30. これらの規約は期間無制限ですが、弊社は書面によってそれを終了する権利を有します
。そ のような場合、お客様は弊社からの事前の書面による承認なしに新規の口座を開設
したり新規の 取引を実行することを禁止されます。
31. お客様が以下のいずれかを犯した場合、
a. これらの規約に基づくお客様の義務の違反している、
b. 破産、支払い不能、支払い不能・更 生・破産手続き中、または類似した手続き中で
ある、または単独裁量権において、お客様の作 為、不作為に関わらず発生する可能
性のあるいかなる損害からも弊社を保護するために弊社が必 要と考える場合、その
単独裁量権でいかなる時でもお客様への事前の通知なしに、弊社は以下の ことを行
う可能性があります：
i. 口座の残高および/または証券を譲渡、抵当、または売却する
ii. いかなる実行中の取引も取消し、解除および/または終了する
iii. 生じたいかなる損害も相殺する、または (4) お客様の違反を救済する
ために適切と考えられる行動を起こす 12 か月間、口座にいかなる取
引もない場合、弊社はお客様に 5 日間の書面での通知を行った後に口
座を閉める権利を有することとします。弊社は、事前の通知なしに本
サイトでの一部またはすべ ての取引活動を停止または制限することが

あります。お客様は、実行された取引であろうと実行 されるべき取引
であろうと、そのような取消しによって引き起こされたとされる損害
のすべての 補償請求または権利をここに放棄するものとします。
32. 詐欺的な取引活動、システムの裁定、その他の搾取の疑いが生じた場合、弊社は 45 日以
内に 調査を開始する権利を留保します。弊社は、上記のいかなる活動をも故意に犯した
トレーダーを 永久的に禁止し、場合によってはそれを関連団体に報告する権利を留保し
ます。
33. 弊社は、本利用規約に記されるいかなる権利も、完全にまたは一部を第三者に譲渡、付
与ま たは再許諾する完全な権利を有します。お客様は、他サイトの顧客またはその他に
行うかどうか 関わらず、本利用規約に記されたお客様の権利に関して上記のいかなるこ
とも行う権利は決して ないものとします。
34. 本利用規約のいかなる条項も、適切な管轄権を有する裁判所によって無効とみなされる
場 合、そのような条項は取り除かれるものとし、本利用規約の残りのいかなる条項の効
力および/ま たは有効性をいかなる形でも無効または損なうことはないこととします。こ
れらの規約の違反お よび/または本利用規約に記された行使の不履行に対する弊社の黙認
は、弊社の法的権利や救済手 段に影響を与えることはなく、行使または同様のことを求
めることを妨げおよび/または禁ずるも のではないこととします。
35. お客様は、弊社が警告音の使用なしに電話の会話を録音することができ、紛争の際には
証拠 としてその録音を使用することができることを認めます。弊社は、その時点での通
常の破壊方針 (現在 3 年)に従って録音や記録を適切に破棄します。
36. 本契約の当事者に与えられる本利用規約に基づいて要求または許可されたすべての通知
およ びその他の通信は、書面で行われるものとします。お客様への通知は、口座開設過
程で本人によ って提供された連絡先になされ、本人によって弊社に書面で通知すること
によって修正すること ができます。お客様へ送られるすべての書状と通知は、
a. 手渡しによって、
b. お客様のメー ルアドレスへ、
c. ファックスで送られた場合は、配信時に、(2)郵便で配信された場合は 5 営業日
以内に、受領されたとみなされます。お客様によって弊社に送られるすべての書
状と通知は、弊 社によって実際に受領され、その書面によるそのような確認を条
件とした上でのみ受領されたと みなされます。
37. 満了レートは、満了時間に最も近い価格提示の売値(BID)と買値(ASK)の価格((Bid +
Ask)/2)から 計算されます。計算された最後の桁が 5 以上の場合は切り上げられ、それ
以外の場合には切り 捨てられます。

38. お客様は 2 つ以上の資金口座を持つことを許可されていません。同じ名前の下複数の口
座を登録して いるお客様は、経営陣の決定に基づき 1 つまたはすべての口座を閉鎖する
可能性があります。さら に、複数の投資が複数の名前および/または出所で行われている
複数の口座を有するお客様は、すべ ての口座を閉鎖し、経営陣の決定に応じて投資を返
却する可能性があります。1 つの口座のみを開設 し、自身の資金で投資することが最も
賢明です。
39. さらに、弊社は現在そして今後も米国、カナダ、フランス、ベルギーの顧客を受け入れ
をしておりません。
In addition, the company does not and will not accept U.S., Canadian, French
and Belgian clients.

