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入金不要ボーナス - 一般的な利用規約 

 
A. 前置き 

 
1. OX Securities は、Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, St. 
Vincent and the Grenadines にあるRegistrar or International Business Companies
により、セントビンセント・グレナディーンで設立された国際事業会社（25509 BC 
2019）です。(以下、「当社」という。) 

 
2. “入金不要ボーナス” 「Ox Securities の一般利用規約」の一部であり、ここに記載された
規定は、全ての「Ox Securities の取引条件」の付属書とみなされます。 

 
B. ボーナス対象者の条件 

 
1. 本キャンペーンは、他の全ての取引条件に影響を与えることなく、以下の条件を満たした 
OX SECURITIES の顧客（以下「顧客」）に提供されます。. 

 
2. “入金不要ボーナス” は、Ox Securities に実際の取引口座を開設した顧客に対し、Ox 
Securities が特定のウェブサイトやソーシャルネットワークサイト上で随時実施するプロ
モーションやアンケートに関連して、その顧客が特定のウェブサイトやソーシャルネット
ワークサイトを介してOx Securities に紹介された場合に、提供されることがあります。 

 
3. 居住国で適用される法律に基づき、法的拘束力のある契約を結ぶことができる者のみが、
“入金不要ボーナス”制度に参加することができる。上記を制限することなく、18 歳未満
または居住国の法律上の年齢に達していない者（以下「未成年者」といいます）は、“入
金不要ボーナス”制度に参加することはできません。 

 
4. 「仲介者および関係者」の“入金不要ボーナス”制度への参加は禁止されています。“入金
不要ボーナス”制度の参加者の登録情報が、“入金不要ボーナス”制度の他の参加者の登録
情報と一致した場合、OX SECURITIES は、この顧客に対し直ちに資格喪失の理由とみな
す権利を有します。本規約において、「仲介者／関係者」という用語は、文脈上別段の要
求がない限り、“入金不要ボーナス”制度の参加者と関係のある個人または団体を含む意味
で使用されます。 
を含みますが、これに限定されるものではありません。 
a. 兄弟、姉妹、配偶者、直系・傍系の子孫などの家族 
b. “入金不要ボーナス”制度の参加者が、直接的または間接的に、1 つ以上の仲介者を介
して支配している、または、直接的または間接的に、1 つ以上の仲介者を介して、“入
金不要ボーナス”制度の参加者に支配されている、または共通支配下にある個人また
は事業体をいいます。本定義の目的上、“入金不要ボーナス”制度の参加者に関して使
用される「支配」という用語（「支配されている」および「共通の支配下にある」と
いう用語を相関的な意味で含む）は、議決権証券の所有を通じてであれ、その他の方
法であれ、1 つまたは複数の仲介者を通じて直接的または間接的に、当該個人または
団体の経営方針を指示したり、指示させたりする力を持つことを意味します。 
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5. また、同様に、Ox Securities や、Ox Securities が「入金不要取引ボーナス」制度への
アクセスを提供している特定のプロモーション、コンテスト、調査を随時行っている特定
のウェブサイトやソーシャルネットワークサイトに、何らかの形で関与している人物は、
コンテストに参加することはできません。 

 
C. 入金不要ボーナスの条件 

 
1. “入金不要ボーナス”制度の条件は、Ox Securities の新規顧客にのみ適用されます。こ
のボーナスは、取引目的にのみ使用することができ、ボーナス分の出金はできません。 

 
2. すべての適格なクライアントは、1つのユニークな IPアドレスにつき、1つの 
「ノーデポジット取引ボーナス」アカウントのみを保持することができます。 
(固有の IPアドレスにつき、1つの「無入金取引ボーナス」アカウントのみを保持することができま
す。同一の IPアドレスからの複数の登録は許可されていません。また、同一の個人情報で複数の「ノ
ーデポジット・トレーディング・ボーナス」アカウントを登録することもできません。 

 
3. “入金不要ボーナス”制度での取引から得た利益は、関連する実際の取引口座での取引量
が少なくとも1.5 標準ロットに達し、少なくとも5回のラウンドターン取引が完了して
いれば、いつでも引き出すことができます。取引されたロット数および実現されたラウ
ンドターントレードの数は、アカウントにログインして「アカウント履歴」タブで確認
するか、クライアントポータルにログインして確認することができます。l. 

 
4. 本規約に従って顧客のライブ取引口座に適用される“入金不要ボーナス”制度は、Ox 
Securities のライブ取引口座間で移動することはできません。 

 
5. “入金不要ボーナス”制度を利用して得られた利益は、当社の出金手続きに従って出金す
ることができます。 

 
D. 規約 

 
1. ここに定める基準をすべて満たした適格顧客の口座に“入金不要ボーナス”制度が追加さ
れるまでに、最大48時間かかる場合がありますのでご注意ください。 

 
2. “入金不要ボーナス”制度は、本規約に基づいて Ox Securities にリアル口座を開設した
全てのお客様に適用され、付与されたトレーディング・ボーナスは、トレーディング目
的にのみ使用することができ、引き出すことはできません。 

 
3. Ox Securities の顧客リアルアカウントからの資金の引き出しは、それまでに付与され
た全てのトレーディングボーナスを直ちに無効とし、かつそれまでに付与された全ての
トレーディングボーナスを Ox Securities の各顧客リアルアカウントから引き出しま
す。. 
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4. Ox Securities の取引口座間で資金の内部振替が行われた場合、送信元の口座に計上さ
れていたトレーディング・ボーナスは削除されます。 

 
5. 取引ボーナスは、顧客の Ox Securities の実際の取引口座同士の間で、またはそこから個別に転送する
ことはできません。 

 
6. Ox Securities は、その合理的な裁量により、以下の権利を有します。 

 
i. “入金不要ボーナス”制度への参加者の登録を拒否すること、および 
ii. “入金不要ボーナス”制度の運営に手を加えたり、手を加えようとしたり、本規約や Ox 

Securitiesのウェブサイトに記載されている「OX SECURITIES Business Terms and 
Policies」のいずれかに違反した“入金不要ボーナス”制度の参加者は、資格を失いま
す。 

 
いかなる状況においても、Ox Securitiesは、ストップアウトによる注文のクローズを含みますが
それに限定されない、取引ボーナスのキャンセルまたは辞退の結果について責任を負いません。 

 
7. Ox Securities は、その合理的な判断により、この“入金不要ボーナス”制度の提供を中
止する権利を有します。もし万が一そのような際、お客様には、メールにてお知らせ
いたします。 

 
8. お客様は、ご希望に応じて“入金不要ボーナス”制度から辞退することができます。その
際は、以下のメールアドレスにご連絡ください。mnakae@oxsecurities.com。担当
部署がお客様のご要望を処理し、適宜お知らせいたします。  

 
9. Ox Securities は、“入金不要ボーナス”制度またはその一部を、いつでも変更、修正、
終了する権利を有します。このような変更は、お客様に事前に通知され、Ox 
Securities はその変更をウェブサイトに掲載します。“入金不要ボーナス”制度の参加者
は、定期的にOx Securities のウェブサイトで本規約を確認することをお勧めします。
なお、“入金不要ボーナス”制度に参加された場合は、そのような変更、修正、および変
更に従うことに同意されたことになります。 

 
10. 裁定取引（リスクフリー・プロフィットを含むがこれに限定されない）、不正行為（参
加者が市場での取引や市場リスクを取ることに純粋に興味を持たずに、取引ボーナスか
ら金銭的な利益を得ることだけを目的としていることを示す参加者の取引活動パターン
を含むがこれに限定されない）のいかなる兆候または疑いも、当社の合理的な裁量によ
り認められます。詐欺、操作、取引ボーナスに関連するキャッシュバックアービトラー
ジ、またはその他の形態の詐欺的または不正な活動が発覚した場合は、顧客の Ox 
Securities の実際の取引口座に以前に入金された全ての取引ボーナス、およびそこで行
われた全ての取引および/または利益または損失を無効にします。このような状況にお
いて、 Ox Securities は、その合理的な裁量により、当該顧客の Ox Securities のリア
ル取引口座を一時的または永続的に閉鎖または停止し、全ての注文をキャンセルし、当
該参加者の全ての利益を無効にする権利を有します。この場合、Ox Securities は、ス
トップアウトによる注文のクローズを含みますがこれに限定されない、取引ボーナスの
キャンセルの結果について、一切の責任を負いません。 

 
11. アカウントが休眠状態になった場合、過去に付与された全てのトレーディングボーナス
は、Ox Securities の各適格顧客のリアルアカウントから直ちに引き落とされます。 

 
12. ボーナスの取引分に関しまして、パートナー様への報酬発生はありません。. 
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13. 本キャンペーンのご利用は、対象となるお客様1名につき1回のみとさせていただきます。 

 
14. “入金不要ボーナス”制度に参加した場合、本規約及びOx Securities のウェブサイトに
記載されている取引条件・ポリシーに同意したものとみなされます。 

 
15. この“入金不要ボーナス”制度の規約が英語以外の言語に翻訳された場合、矛盾がある場
合は英語版の規約が優先されるものとします。 

 
E. リスクに関しての警告 

 
1. FXおよびCFD取引は、お客様の投資資金に大きなリスクを伴います。Ox Securities
のウェブサイトに掲載されている「リスク・ディスクロージャー」をお読みいただき、
十分にご理解いただきますようお願いいたします。 


