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マネーパートナーズは、すべらない！

４年連続 「約定力」 No.１！
ユーロ/ドルの実質スプレッドも最安に
（株）矢野経済研究所実施の『FX サービスパフォーマンステスト』において

株式会社マネーパートナーズ（本社：東京都港区 代表：奥山泰全）は、株式会社矢野経済研究所
（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越 孝）が 2012 年 12 月に実施した、主要ＦＸ会社 6 社にお
ける FX サービスパフォーマンステストにおいて、スリッページ及び約定拒否が発生せずに注文が成立
する（約定する）率（※）で「100％」を獲得致しました。
その結果、今回で 4 年目となる本調査において、当社の「約定力」は 4 年連続で単独「No.1」となりまし
たことをお知らせいたします。
※投資家の意図するタイミングや価格で取引を実現する力、すなわち「約定力」を表す

◆ スリッページ及び約定拒否が発生せずに注文が成立する（約定する）率ランキング
スリッページ及び約定拒否が

順位

業社

1

マネーパートナーズ

100%

2

A社

92%

3

B社

89%

4

C社

82%

5

D社

72%

6

E社

70%

発生せずに約定する率

（株）矢野経済研究所による、主要ＦＸ会社 6 社における FX サービスパフォーマンステストより （2012 年 12 月時点）

スリッページ ： 注文した価格からすべって（スリップして）異なる価格で成立すること
約定拒否
： 注文が成立しないこと

FX 取引では、利用する FX 会社・FX サービス等によって、スリッページや約定拒否が発生し、投資家の
意図するタイミングや価格で約定が成立しない場合がございます。
なお、各社のスリッページ発生時の注文が投資家に不利な価格で約定した率は以下の通りです。
◆ スリッページ発生時、注文が投資家に不利な価格で約定した率ランキング
注文が投資家に

順位

業社

1

マネーパートナーズ

0%

2

F社

44%

3

G社

55%

4

H社

93%

5

I社

96%

6

J社

100%

不利な価格で約定した率

（株）矢野経済研究所による、主要ＦＸ会社 6 社における FX サービスパフォーマンステストより （2012 年 12 月時点）

上記の通り、スリッページや約定拒否が発生した場合、提示された価格より不利な価格で約定して想
定以上のコストが発生するだけでなく、収益機会そのものを逃してしまう可能性や、大きな損失を生じ
てしまう危険性があり、「業者都合による価格変動コスト、機会損失のリスク」をお客様が負担すること
になります。
このリスクを排除・軽減する為、「投資家の意図するタイミング・価格での取引が可能か否か」が、FX 会
社・FX サービス選定の最重要ポイントの一つとなっておりますが、この点において、本調査結果から当
社の優位性が証明される形となりました。

また、各社の公表スプレッドにスリッページ及び約定拒否発生分のコストを加算して算出した「実質取
引コスト（＝実質スプレッド）」において、当社のユーロ/ドル（EUR/USD）スプレッドが「最安」になりまし
たことも合わせてお知らせ致します。

◆ ユーロ/ドル実質取引コスト（＝実質スプレッド）ランキング
スリッページ及び

実質取引コスト

約定拒否で発生したコスト ※1

（＝実質スプレッド） ※2

マネーパートナーズ

±0 pip

0.500 pip

2

K社

＋0.032 pip

0.632 pip

3

L社

＋0.096 pip

0.696 pip

4

M社

＋0.080 pip

0.780 pip

5

N社

－0.002 pip

0.798 pip

6

O社

＋0.280 pip

1.280 pip

順位

業社

1

（株）矢野経済研究所による、主要ＦＸ会社 6 社における FX サービスパフォーマンステストより （2012 年 12 月時点）
※1 「スリッページ」発生によるコストは、注文価格と約定価格の乖離実数値を、投資家に有利な場合を－コスト、不利な場合を
＋コストとして扱い、「約定拒否」発生によるコストは、本調査のスリッページ許容設定「1pip」以上の注文価格と約定価格の乖離
があったと見なし、「1pip」の＋コストとして扱い、その合算値をスプレッド換算（合算値÷100（約定回数）×2）して算出しておりま
す。
※2 各社ホームページ等で公表しているスプレッド＋上記「スリッページ及び約定拒否で発生したコスト」

当社では今後もお客様の意図した価格での取引を実現する力「約定力」を重視し、公平かつ価格の透
明性の高い FX サービスを提供し続けることで、お客様にとって不可抗力である「業社側の都合による
約定価格の変動、機会損失のリスク」を排除すると共に、お客様の更なる利便性を追求し、取引環境
の改善を行ってまいります。

また、本調査による 4 年連続「約定力」No.1 の獲得を記念して、
投資家の皆様に当社約定力を体感して頂く為の「約定力体感！のりかえ応援 口座開設キャンペー
ン」を実施いたします。
【キャンペーン概要】
キャンペーン名： 約定力体感！のりかえ応援 口座開設キャンペーン
実施期間
： 2013 年 2 月 1 日（金）～3 月 31 日（日）
概
要
： パートナーズ FX（10,000 通貨単位の FX 取引）口座において、条件クリアでもれなく
最大 100 万円をキャッシュバック！更に、抽選で 3 名様に Nexus7 が当たる！
詳細につきましては、当社ホームページをご確認下さい。
http://www.moneypartners.co.jp/ campaign/2013/newopen_02.html （2013 年 2 月より公開予定）

--------------------------------------------------------------------------【2012 年 FX サービスパフォーマンステスト調査要綱】
（1）調査の目的
・主要ＦＸ会社 FX サービスのスリッページ発生率・約定率等の調査
（2）調査日程
・2012 年 12 月（2 日間）
（3）調査時間
・日本時間の 21 時～22 時の 1 時間程度
（4）調査対象通貨ぺア
主要２通貨ペア
・1 日目：USD/JPY
・2 日目：EUR/USD
（5）調査対象
・矢野経済研究所「2012 年版 FX(外国為替証拠金取引)市場の動向と展望」より
2011 年度（2011 年 4 月～2012 年 3 月） FX 口座数・預り高・取引高上位企業の中から主要 6 社を選定
（6）調査の方法
・マーケット注文（ストリーミング）で、買（新規）⇒売（決済）を繰り返す
・1 日 50 売買の 100 約定×2 日＝200 約定
・発注単位は 1 万通貨単位
・スリッページ許容設定のある会社は、「1pip」に設定
・調査の精度を向上させるため、同スペックの PC、インターネット回線を使用

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社マネーパートナーズ
マーケティング部・広報担当 前島
TEL. 03-4540-3850 FAX. 03-4540-3909 mailto:market@moneypartners.co.jp

【会社概要】
社名

株式会社マネーパートナーズ

所在地

東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー16 階

URL

http://www.moneypartners.co.jp/

代表

代表取締役社長

設立

2008 年5 月9 日

事業内容

1．金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引、有価証券関連業務及びこれに付随する一切の業務

奥山 泰全 （おくやま たいぜん）

2．外国通貨の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理、その他これに付随する業務
3．金融商品取引業及びこれに付随する業務
資本金

31 億円 （2012 年3 月31 日現在）

従業員数

78 名 （2012 年3 月31 日現在）

パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイント
は支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあ
ります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格と
には差額（スプレッド）があります。
取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXについては、受渡取引に限り、1通貨単位あたり最大0.40円の手数料をいただきます。
パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の 4%以上の額で、証拠金の約25 倍までの取引が可
能です。法人コース（パートナーズFXのみ）の場合は、取引の額の0.5%以上の額で、証拠金の約200倍までの取引が可能です。
CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。
国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の 2.625％の手数料（消費税込み）、最低手数料は取引形態等により異なり
最大で2,625円（消費税込み）をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格
の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因と
して損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）があります。
取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。
〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者）
〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長（金商）第2028 号
〈加入協会〉日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

