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AVA ミラートレーダー口座 投資顧問契約締結前書面
（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお客様にお渡しする書面です。）
この書面をよくお読み下さい。
商号

アヴァトレード・ジャパン株 式会社
住所
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目 18 番１号 赤坂ヒルサイドビル４階
Tel ： 03-4577-8900
Fax ：03-6888-5480
金融商品取引業者 当社は、第一種金融商品取引業、及び投資助言業を行う金融商品取引
業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号：関東財務局長（金商）第 1662 号
○ 投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）の価値等の分析に基
づく投資判断をお客様に助言する契約です。この契約による助言は、外国為替証拠金取
引にて自動売買を行うためのストラテジー（自動売買プログラム）を当社がお客様に提供
するものです。お客様が任意のストラテジーを選択することにより、選択したストラテジー
から配信される売買シグナルによって自動売買を執行させるものです。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。
当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金
取引）を強制するものではありません。店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）の
結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いませ
ん。
○ 報酬等について
① 投資顧問契約による報酬
当社は、投資顧問契約により、店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）の価値の
分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次のとおり助言を行い、お客様か
ら、助言報酬をいただきます。
対象となる
お客様

「AVA ミラートレーダー」口座（以下「ミラートレーダー口座」といいま
す。）を開設したお客様

投資顧問契
約による報
酬額

投資顧問報酬は、外国為替証拠金取引 1,000 通貨の往復取引につ
き 1 円（消費税込）です。
投資顧問報酬は、お客様がミラートレーダー口座において外国為
替証拠金取引を行う時点にて提示されている取引価格の売値と買
値の差額（以下「スプレッド」といいます。）に含まれています。

1

AVA ミラートレーダー口座 投資顧問契約締結前書面

なお、お客様がミラートレーダー口座において、提供されるシ
グナルを使わずにご自身の裁量にて外国為替証拠金取引を行っ
た場合においても、上記の報酬をお支払頂きます。
助言の方法
等

当社の取引プラットフォーム（ミラートレーダー口座）上の自動売買
プログラムを通じて、助言を行います。

② その他の費用
インターネットの通信回線の費用は、お客様の負担となります。
○ 店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）にかかるリスク
投資顧問契約により助言する店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）についての
リスクは、次のとおりです。
店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）においては、委託した証拠金を担保とし
て、証拠金を上回る多額の取引の取引を行うことがありますので、上記の要因に生じた損
失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがあります。市場環境の変化、
相場・金利動向の変動等により、対象となる通貨の価格が変動し、委託証拠金を割り込む
こと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
その他、マーケットの状況により、流動性の低い通貨の取引を行う際には希望する価格
で取引ができないなどの流動性リスク、システム障害により自動売買プログラムを通じた
助言を受けられない、取引が遅れる又は取引ができないなどのシステムリスク、外国為替
証拠金取引業者の破綻等の信用リスクによる損失を生じることがあり、委託証拠金を割り
込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
○ クーリング・オフ条項（10 日以内の契約の解除）
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱は、以下の通り
です。
（1） クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日（当該契約締結時の書面の受領に代
えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場
合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルへ記録された日）から起算して 10 日を経過するまで
の間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算や取引の精算は、次のとおりとなります。
 契約が解除された場合においても、契約締結日から解除日までに発生した投資
顧問報酬については当社が受領いたします。
 当社は、契約解除を求める書面を受領した時点でお客様の口座に未決済建玉
がある場合、当社の裁量にて口座内の建玉の全てを強制決済できるものとしま
2

AVA ミラートレーダー口座 投資顧問契約締結前書面

す。また、強制決済のタイミングは当社が任意にて決定いたします。強制決済の結
果生じた損益は、全てお客様に帰属いたします。
 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。また、投資顧問報酬の前
払いがある場合には前払い相当額を返還いたします。（前払いの金額から前述の
当社が受領する報酬を差し引いた額が前払い相当額となります。しかし、当サービ
スの投資顧問報酬は取引の都度徴収されるため、原則として報酬の前払いが発
生することはございません。）
（2） クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
① クーリング・オフ期間経過後は、お客様がミラートレーダー口座の口座解約を申し
出ることにより解除できます。但し、未決済建玉については事前にお客様ご自身で
決済していただく必要がございます。口座解約は当社の WEB フォーム、書面、又は
電子メールにて受付いたします。お支払いいただいた報酬はお返しいたしません
が、報酬の前払いがある場合、前払い相当額については返還いたします。
（3） 契約解除後の取引口座の取り扱い
① 上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、契約解除が行なわれた場合、投資顧
問契約だけでなく、外国為替証拠金取引の契約も解除となります。取引口座は解約
となり、口座内の資金については全額出金を行っていただきます。
店頭デリバティブ取引（外国為替証拠金取引）は、クーリング・オフの対象ではありませ
んのでご注意ください。投資顧問契約のみが対象となります。

○ 租税の概要
お客様が外国為替証拠金取引を行う際には、以下の課税が生じ得ます。
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金（売買による差益及びスワップポ
イント収益をいいます。以下、同じ。）は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定
申告をする必要があります。税率は、所得税が 15％、復興特別所得税が所得税額×2.1％
※、地方税が 5％となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算
でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことがで
きます。 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の
計算上、益金の額に算入されます。
※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで（25 年間）の各年分の所得税の額
に 2.1％を乗じた金額（利益に対しては、0.315％）が、追加的に課税されるものです。
金融商品取引業者である当社は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差金等
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決済を行った場合には、原則として、お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調
書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
○ 投資顧問契約期間、及び終了事由
投資顧問契約期間は契約日より一年間であり、当社又はお客様が契約期間満了 1 か月
前までに契約の終了を申し出ない限り、以後自動更新となります。
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了（契約を更新する場合を除きます。）
② お客様がミラートレーダー口座の解約を申し出た場合
③ クーリング・オフ期間内又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面
による契約の解除の申し出があったとき（詳しくは、上記クーリング・オフの適用を参照
下さい。）
④ 当社が、投資助言業を廃業したとき、またはミラートレーダー口座の取り扱いを廃止
したとき
⑤ お客様が本投資顧問契約、外国為替証拠金取引に係る約款、その他当社の取引に
係る規約等に違反する行為を行ったとき
⑥ ミラートレーダー口座が解約された場合
○ 自動売買に関する注意事項
ミラートレーダー口座は、当社がシステム提供元からストラテジーを含むシステムの一切
の提供を受けたうえでお客様に提供するものです。また、システム提供元は、ストラテジー
提供者からストラテジーの提供を受け、それらを当社ミラートレーダー口座へと配信しており
ます。そのため、ミラートレーダー口座における自動売買には次の注意点がございますので
ご留意ください。


自動売買全般について
当サービスは利益を保証するものではなく、ストラテジーの自動売買により損失が発
生する可能性があります。
ミラートレーダー口座に各ストラテジーの成績等は過去のデータであり、将来の収益を
保証するものではございません。相場情況によっては、過去の成績を大きく下回る成績
となり、損失発生の可能性もございます。



ストラテジーの取引履歴
各ストラテジーの取引履歴は、システム提供元において記録された取引を参照したデ
ータです。したがって、「ストラテジーの取引履歴」に表示されている約定値や約定時間
は、ストラテジー提供者やシステム提供元の環境にて当社以外の FX 業者等において取
引されたデータに基づいて構成されています。そのため、お客様の実際のお取引や履
4

AVA ミラートレーダー口座 投資顧問契約締結前書面

歴とは約定価格や時間、収益等は異なります。
（取引環境によって、それぞれ適用される為替レートや取引価格も異なります。）
 ストラテジーの廃止／削除
ミラートレーダーのストラテジーは、当社あるいはシステム提供元の判断により、予告
なく提供の廃止やプラットフォームからの削除をさせていただく場合がございます。また、
ストラテジー提供者からの提供廃止に伴う削除の場合もございます。お客様が削除対
象となったストラテジーをご利用の場合であっても、当該ストラテジーは廃止され、プラッ
トフォーム上から削除されますのでご了承ください。


当社の FX 取引停止時に配信される売買シグナルについて
ミラートレーダーは、システム提供元やストラテジー提供者から売買シグナルの配信を
受け、それを基に当社 FX 取引システムにおいて自動売買を執行いたします。そのため、
当社の FX 取引が停止している場合（取引時間外、メンテナンス、システム障害等）にお
いてもシグナルが配信される可能性があります。当社 FX 取引の停止時に配信されるシ
グナルについては、下記の通り取り扱われます。
<<新規建玉注文のシグナル>>
シグナルは失効いたします。そのため、取引再開後に当シグナルによる注文が入る
こともありません。
<<決済注文のシグナル>>
取引再開後、一定期間内に発注されます。シグナル配信時刻と約定時刻が乖離す
る場合もございます。



シグナルによる発注や約定の成立について
配信されたシグナルは必ず成立するとは限りません。約定しない場合もございます。
前述のとおり、シグナルはシステム提供元およびストラテジー提供者により配信されま
すが、シグナルを受け付ける FX 取引のシステムや取引条件は各 FX 業者によって異な
ります。FX 取引価格やシステム仕様あるいはネットワーク環境の違いに因り、同一のシ
グナルであっても発注や約定が行われない場合や、約定価格・約定時間に相違が生じ
る場合もございます。



システムに付随するリスクについて
ミラートレーダーは電子取引システムを利用したお取引であり、独自のリスクが存在し
ます。電子取引システムでのお取引の場合、注文の受付には人手を介さないため、お
客様が数量の入力やストラテジーの選択等を誤った場合、注文が成立しない、或は意
図しない注文が成立する可能性があります。
また、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、
一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性や、お客様の注文が遅延する可
能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード
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等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することに
より、お客様に損失が発生する可能性があります。

会社の概要
1

資本金
１億円(平成 25 年 7 月現在)

2

役員の氏名
代表取締役 丹羽 広
監査役 荒川 和也
取締役（非常勤） Yoav Keidar
取締役（非常勤） Negev Shekel Nosatzki
取締役（非常勤） Moran Shekel Nosatzki

3

主要株主
AVA Trade Ltd.
Euro American Trust Building POB 3161 Road Town, British Virgin Islands

4

分析者・投資判断者
三木 禎宏

5

助言者
三木 禎宏

6

当社への連絡方法
以下の電話番号、メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号
03-4577-8900
メールアドレス
support@avatrade.co.jp
アヴァトレード・ジャパン株式会社 カスタマーサポート

7

当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人金融先物取引業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自
由にご覧になれます。また管轄の財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8

当社の苦情処理措置について
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（1） 当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様
のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記６の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向
けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
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当社の紛争解決措置について
当社は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、及び第二東京弁護士会（以下、「東京三弁
護士会」という。）による金融 ADR が行うあっせんを、当社とお客様との間の紛争解決措置と
しております。
金融 ADR とは、金融商品取引業者(当社)とお客様の間の紛争等を、専門のあっせん人
（弁護士）が中立・公正な立場にて仲裁し、裁判外にて紛争の解決を目指す仕組みです。金
融 ADR をご利用になる場合には、次の連絡先のいずれかまでお申出下さい。
東京弁護士会 紛争解決センター
住所： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 6 階
電話： 03-3581-0031
受付時間：
月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前 9 時 30 分～午前 12 時／午後 1 時～午後 3 時
第一東京弁護士会 仲裁センター
住所： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 11 階
電話： 03-3595-8588
受付時間：
月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前 10 時～午前 12 時／午後 1 時～午後 4 時
第二東京弁護士会 仲裁センター
住所： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 9 階
電話： 03-3581-2249
受付時間：
月～金（祝日・年末年始を除く）午前 9 時 30 分～午前 12 時／午後 1 時～午後 5 時
東京三弁護士会が行うあっせんの手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、各
弁護士会にご照会下さい。
① お客様からの申立書の提出
② 申立書受理とあっせん委員の選任
7

AVA ミラートレーダー口座 投資顧問契約締結前書面

③ あっせん人によるお客様、会員業者への事情聴取
④ あっせん案の提示、受託
10

当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、第一種金融商品取引業を行っております。
平成 26 年 12 月 25 日 一部改定
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