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※アンダーラインを引いている部分が今回改訂される箇所になります。 

改訂書面：「パートナーズ FX 取引ガイド」 
改訂日 ：令和 2 年 9 月 19 日改訂 

旧 新 

パートナーズＦＸとは 

●取引金額の一部として証拠金を預託していただくこ

とにより行う取引で、銀行間での外国為替直物取引の商

慣行である通常２営業日後に実行される受渡し期日を、

反対売買等の決済取引を行わない場合には繰り延べす

ることで、決済するまで建玉の継続を可能にした取引を

言います。 

 

パートナーズＦＸとは 

●取引金額の一部として証拠金を預託していただくこ

とにより行う取引で、銀行間での外国為替直物取引の商

慣行である通常１～２営業日後に実行される受渡し期日

を、反対売買等の決済取引を行わない場合には繰り延べ

することで、決済するまで建玉の継続を可能にした取引

を言います。 

 

Ⅰ企業概要 

＜苦情受付窓口＞ 

当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けており

ます。 

コールセンター 

受付時間：月曜日 7：00 から 23：00 まで、火曜日～

金曜日 7：30 から 23：00 まで 

受付方法：電話または E メールで受付をしております。 

電話番号：0120-860-894 

E メール：info@moneypartners.co.jp 

（以下省略） 
 
 

Ⅰ企業概要 

＜苦情受付窓口＞ 

当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けており

ます。 

コールセンター 

受付時間：当社ホームページの「お客様サポート」をご

確認ください。 

受付方法：電話または E メールで受付をしております。 

電話番号：0120-860-894 

E メール：info@moneypartners.co.jp 
（以下省略） 

II 契約の概要 
2.取引口座について 
（3）情報ツール 
 パートナーズＦＸの取引口座を開設いただきますと、情報ツー
ル（各種のニュース・経済指標アラートメール等）を無料でご利
用いただけます。ただし、口座開設後 1 ヶ月を経過した後、建
玉がなく、パートナーズ FX、パートナーズ FXnano、
CFD-Metals および証券口座の純資産合計額に会員残高（未
使用分）を加えた額が 5,000 円に満たない場合、情報ツールの
ご利用を制限させていただくことがあります。 

II 契約の概要 
2.取引口座について 
（3）情報ツール 
 パートナーズＦＸの取引口座を開設いただきますと、情報ツ
ール（各種のニュース・経済指標アラートメール等）を無料でご
利用いただけます 



 2

Ⅱ契約の概要 

4. 売買注文の受付・執行  

 （3）注文の手続 
 （イ）取引対象通貨ペア 
●米ドル／円 ●ユーロ／円 ●ポンド／円 ●豪ドル／円 
●スイスフラン／円 ●カナダドル／円 ●ニュージーランドド
ル／円 【追加】●南アフリカランド／円 ●香港ドル／円 ●
シンガポールドル／円 ●ユーロ／米ドル ●ポンド／米ドル 
●豪ドル／米ドル ●ユーロ/豪ドル ●ユーロ/ポンド ●豪ド
ル/ニュージーランドドル ●ポンド/豪ドル ●ニュージーラン
ドドル/米ドル 
※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円転
機能をご利用でない場合、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ド
ル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場合
には、実現損益・スワップポイント共に米ドルで発生し、米ドル
での預り、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお取引をされた場合
には、実現損益・スワップポイント共に豪ドルで発生し、豪ドル
での預り、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合には、実現損
益・スワップポイント共にポンドで発生し、ポンドでの預り、豪ド
ル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合には、実現損
益・スワップポイント共にニュージーランドドルで発生し、ニュー
ジーランドドルでの預りとなりますのでご注意ください。 

Ⅱ契約の概要 

4. 売買注文の受付・執行  

 （3）注文の手続 
（イ）取引対象通貨ペア 
●米ドル／円 ●ユーロ／円 ●ポンド／円 ●豪ドル／円 
●スイスフラン／円 ●カナダドル／円 ●ニュージーランドド
ル／円 ●トルコリラ/円 ●メキシコペソ/円 ●南アフリカラ
ンド／円 ●香港ドル／円 ●シンガポールドル／円 ●ユー
ロ／米ドル ●ポンド／米ドル ●豪ドル／米ドル ●ユーロ/
豪ドル ●ユーロ/ポンド ●豪ドル/ニュージーランドドル ●
ポンド/豪ドル ●ニュージーランドドル/米ドル ●米ドル/カ
ナダドル ●米ドル/南アフリカランド ●米ドル/トルコリラ ●
米ドル/メキシコペソ 
※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円転
機能をご利用でない場合、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ド
ル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場
合には、実現損益・スワップポイント共に米ドルで発生し、米ド
ルでの預り、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお取引をされた
場合には、実現損益・スワップポイント共に豪ドルで発生し、豪
ドルでの預り、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合には、実
現損益・スワップポイント共にポンドで発生し、ポンドでの預
り、豪ドル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合には、
実現損益・スワップポイント共にニュージーランドドルで発生
し、ニュージーランドドルでの預り、米ドル/カナダドルのお取
引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にカナダド
ルで発生し、カナダドルでの預りとなりますのでご注意くださ
い。 
※米ドル/南アフリカランド、米ドル/トルコリラ、米ドル/メキシ
コペソのお取引をされた場合には、外貨での精算を選択する
事はできず、自動円転のみとなります。 

Ⅱ契約の概要 
7. スワップポイント 
パートナーズＦＸでは、日々ポジションを繰り越す時に異なる通
貨間の金利差が発生し、これを日毎に受け取る（または支払
う）こととなります。これをスワップポイントと呼び、例えば高金
利の通貨を買い持ちしている場合、毎日金利差相当額を受け
取ることができます。逆に高金利通貨を売り持ちしている場合
には毎日金利差額を支払うことになり、結果として損失が生じ
ることとなる可能性があります。スワップポイントは各国の金利
情勢等により変動し、通貨間の金利差やロールオーバーの日
数をもとに当社が計算し、実際に受け払いを行った額はホー
ムページ及び取引画面内で公開しています。スワップポイント
の受け払いはポジション決済時、または「スワップ受取」をご利
用時（受け取りのみ）に行われますが、未決済の建玉に発生し
ているスワップポイントは純資産の計算に組み込まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ契約の概要 
7. スワップポイント 
パートナーズＦＸでは、日々ポジションを繰り越す時に異なる通
貨間の金利差が発生し、これを日毎に受け取る（または支払
う）こととなります。これをスワップポイントと呼び、例えば高金
利の通貨を買い持ちしている場合、毎日金利差相当額を受け
取ることができます。逆に高金利通貨を売り持ちしている場合
には毎日金利差額を支払うことになり、結果として損失が生じ
ることとなる可能性があります。スワップポイントは各国の金
利情勢等により変動し、通貨間の金利差やロールオーバーの
日数をもとに当社が計算し、実際に受け払いを行った額はホ
ームページ及び取引画面内で公開しています。スワップポイン
トの受け払いはポジション決済時、または「スワップ受取」をご
利用時（受け取りのみ）に行われますが、未決済の建玉に発
生しているスワップポイントは純資産の計算に組み込まれま
す。 
なお、スワップポイント受け払いについて、米ドル/南アフリカラ
ンドの受け払い金額は受け払い時の南アフリカランド/円の実
勢レートで円転、米ドル/トルコリラの受け払い金額は受け払
い時のトルコリラ/円の実勢レートで円転、米ドル/メキシコペソ
の受け払い金額は受け払い時のメキシコペソ/円の実勢レー
トで円転され、お取引口座に円貨で反映されます。 
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9. 取引単位・証拠金・入出金 
1）取引単位 
 パートナーズＦＸでは各通貨１万を最低単位とし、取引するた
めに最低必要な建玉必要証拠金は、各通貨ペア毎に下記の
表の金額が適用されます。お客様が行うことができる取引の
金額は、最大で建玉必要証拠金の約 25 倍となります。 
 
◎建玉必要証拠金金額（平成 29 年 5 月 27 日現在) 1 万通貨
あたりの建玉必要証拠金金額 
※EUR/USD、EUR/AUD、EUR/GBP につきましては EUR/JPY
の建玉必要証拠金が、GBP/USD、GBP/AUD につきましては
GBP/ JPY の建玉必要証拠金が、AUD/USD、AUD/NZD につ
きましては AUD/ JPY の建玉必要証拠金が、NZD/USD につき
ましては NZD/JPY の建玉必要証拠金が適用されます。 

9. 取引単位・証拠金・入出金 
1）取引単位 
 パートナーズＦＸでは各通貨１万を最低単位とし、取引するた
めに最低必要な建玉必要証拠金は、各通貨ペア毎に下記の
表の金額が適用されます。お客様が行うことができる取引の
金額は、最大で建玉必要証拠金の約 25 倍となります。 
 
◎建玉必要証拠金金額（令和 2 年 9 月 19 日現在) 1 万通貨あ
たりの建玉必要証拠金金額 
※EUR/USD、EUR/AUD、EUR/GBP につきましては 
EUR/JPY の建玉必要証拠金が、GBP/USD、GBP/AUD に
つきましては GBP/ JPY の建玉必要証拠金が、AUD/USD、
AUD/NZD につきましては AUD/ JPY の建玉必要証拠金
が、NZD/USD につきましては NZD/JPY の建玉必要証拠金
が、USD/CAD、USD/ZAR、USD/TRY、USD/MXN につきまし
ては USD/JPY の建玉必要証拠金が適用されます。 
 

9. 取引単位・証拠金・入出金 
（2）証拠金の預託先・入出金等について 
◎出金手数料 
※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円転
機能をご利用でない場合、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ド
ル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場合
には、実現損益・スワップポイント共に米ドルで発生し、米ドル
での預り、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお取引をされた場合
には、実現損益・スワップポイント共に豪ドルで発生し、豪ドル
での預り、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合には、実現損
益・スワップポイント共にポンドで発生し、ポンドでの預り、豪ド
ル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合には、実現損
益・スワップポイント共にニュージーランドドルで発生し、ニュー
ジーランドドルでの預りとなります。通貨別残高にマイナス残 
高の通貨がある場合、コンバージョン等にてマイナス残高の通
貨をなくさない限り会員残高（未使用分）等への振替・移動およ
び出金ができませんのでご注意ください。  
 
 
 
 
 
 
 

9. 取引単位・証拠金・入出金 
（2）証拠金の預託先・入出金等について 
◎出金手数料 
※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円転
機能をご利用でない場合、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ド
ル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場
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ルでの預り、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお取引をされた
場合には、実現損益・スワップポイント共に豪ドルで発生し、豪
ドルでの預り、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合には、実
現損益・スワップポイント共にポンドで発生し、ポンドでの預
り、豪ドル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合には、
実現損益・スワップポイント共にニュージーランドドルで発生
し、ニュージーランドドルでの預り、米ドル/カナダドルのお取
引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にカナダド
ルで発生し、カナダドルでの預りとなります。通貨別残高にマ
イナス残高の通貨がある場合、コンバージョン等にてマイナス
残高の通貨をなくさない限り会員残高（未使用分）等への振
替・移動および出金ができませんのでご注意ください。 
※米ドル/南アフリカランド、米ドル/トルコリラ、米ドル/メキシ
コペソのお取引をされた場合には、外貨での精算を選択する
事はできず、自動円転のみとなります。 
 

ⅢパートナーズＦＸ用語説明 
◎直物取引（Spot）  
 外国為替の取引が成立してから 2 営業日後に、外貨とその
対価の受渡しが行われる取引。スポット取引。直物相場（スポ
ットレート）での取引で、一般的に外国為替のインターバンクレ
ートとはスポットレートのことを指す。 
 
◎バリュー・デート（Value Date） 
 決済日。スポットでの為替取引（直物取引）における決済日
のことで、通常は取引の２営業日後となる。スワップポイントは
このバリュー・デートの日数により計算されるので、実際にポジ
ションを持っていた日数とは異なる。 
 

ⅢパートナーズＦＸ用語説明 
◎直物取引（Spot）  
 外国為替の取引が成立してから１～２営業日後に、外貨とそ
の対価の受渡しが行われる取引。スポット取引。直物相場（ス
ポットレート）での取引で、一般的に外国為替のインターバンク
レートとはスポットレートのことを指す。 
 
◎バリュー・デート（Value Date） 
 決済日。スポットでの為替取引（直物取引）における決済日
のことで、通常は取引の１～２営業日後となる。スワップポイン
トはこのバリュー・デートの日数により計算されるので、実際に
ポジションを持っていた日数とは異なる。 

パートナーズＦＸ取引ガイド改訂記録 

【追加】 

パートナーズＦＸ取引ガイド改訂記録 

令和 2 年 9 月 19 日改訂 

以上 


