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楽天 FX取引ルール 

1. 取引日及び取引時間 

取引日は、原則、土曜日、日曜日及び 1 月 1 日以外を取引日とします。また、取引時間は、次に掲げる表のと

おりとしております。ただし、クリスマス時期など世界的な休日によりインターバンク市場が東京時間のみ開

いている場合などは、当社の判断において取引の終了時間を繰り上げる場合があります。 

取引日と取引時間 月曜日 火曜日～金曜日 取引停止時間 

通常期間の１取引日における

取引時間 

午前 7 時 00 分 

～ 

翌日午前 6 時 54 分 59 秒 

午前 7 時 10 分 

～ 

翌日午前 6 時 54 分 59 秒 

午前 6 時 55 分 

～ 

午前 7 時 9 分 59 秒 

米国サマータイム期間の１取

引日における取引時間 

午前 7 時 00 分 

～ 

翌日午前 5 時 54 分 59 秒 

午前 6 時 10 分 

～ 

翌日午前 5 時 54 分 59 秒 

午前 5 時 55 分 

～ 

午前 6 時 9 分 59 秒 

2. 取引通貨ペア及び必要証拠金等 

取引通貨ペア 英語表記 取引数量の最低単位 必要証拠金(証拠金率) 
レートの呼値の

最低単位 
現地通貨 

ドル/円 USD/JPY 1,000 ドル 

個人のお客様の場合 

一律 4.0% 

 

法人のお客様の場合 

過去の相場変動に基づ

き当社が定めた額 

 

計算式 

取引数量の最低単位×

現在のビッドとアスク

の中心値×証拠金率×取

引数量÷1,000（小数点

以下切り上げ） 

0.1 銭 日本円 

ユーロ/円 EUR/JPY 1,000 ユーロ 0.1 銭 日本円 

英ポンド/円 GBP/JPY 1,000 英ポンド 0.1 銭 日本円 

豪ドル/円 AUD/JPY 1,000 豪ドル 0.1 銭 日本円 

NZ ドル/円 NZD/JPY 1,000 NZ ドル 0.1 銭 日本円 

ランド/円 ZAR/JPY 1,000 ランド 0.1 銭 日本円 

カナダドル/円 CAD/JPY 1,000 カナダドル 0.1 銭 日本円 

スイス/円 CHF/JPY 1,000 スイス 0.1 銭 日本円 

香港ドル/円 HKD/JPY 1,000 香港ドル 0.1 銭 日本円 

SG ドル/円 SGD/JPY 1,000 SG ドル 0.1 銭 日本円 

ユーロ/ドル EUR/USD 1,000 ユーロ 0.00001 ドル ドル 

ポンド/ドル GBP/USD 1,000 英ポンド 0.00001 ドル ドル 

豪ドル/ドル AUD/USD 1,000 豪ドル 0.00001 ドル ドル 

NZ ドル/ドル NZD/USD 1,000 NZ ドル 0.00001 ドル ドル 

ドル/スイス USD/CHF 1,000 ドル 0.00001 スイス スイス 

ポンド/スイス GBP/CHF 1,000 英ポンド 0.00001 スイス スイス 

ユーロ/ポンド EUR/GBP 1,000 ユーロ 0.00001英ポンド 英ポンド 

ユーロ/スイス EUR/CHF 1,000 ユーロ 0.00001 スイス スイス 

豪ドル/スイス AUD/CHF 1,000 豪ドル 0.00001 スイス スイス 

NZ ドル/スイス NZD/CHF 1,000 NZ ドル 0.00001 スイス スイス 

豪ドル/NZ ドル AUD/NZD 1,000 豪ドル 0.00001NZ ドル NZ ドル 

N クローネ/円 NOK/JPY 1,000 N クローネ 0.1 銭 日本円 

※トルコリラ/円の相場急変リスクを鑑み、当面の間、トルコリラ/円(TRY/JPY)の必要証拠金（証拠金率）は、

5％となっております。 
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トルコリラ/円 TRY/JPY 1,000 トルコリラ 0.1 銭 日本円 

人民元/円 CNH/JPY 1,000 人民元 0.1 銭 日本円 

メキシコペソ /

円 

MXN/JPY 1,000 メキシコペソ 0.1 銭 日本円 

ドル /カナダド

ル 

USD/CAD 1,000 ドル 0.00001カナダド

ル 

カナダドル 

ユーロ/豪ドル EUR/AUD 1,000 ユーロ 0.00001 豪ドル 豪ドル 

ポンド/豪ドル GBP/AUD 1,000 英ポンド 0.00001 豪ドル 豪ドル 

※上記の表において「ドル」とだけ記載されている通貨は、「米ドル」を、「スイス」と記載されている通貨は、「ス

イスフラン」を指します。 

 

3. 取引数量の上限 

1 取引あたりの発注上限 通貨ペアに関係なく一律 200 万通貨 

建玉及び注文の最大合計額 

建玉及び注文の最大合計額が 100 億円相当額(リアルタイムで円換算された金額)を

超える新規建玉はできません。また、各通貨ペアごとの建玉上限は当社が別途定め

るものとします。詳細は当社ウェブページをご参照ください。 

 

 

4. 注文方法 

注文方法 説明 

AS ストリーミング注

文 

AS とは、Auto Select（オートセレクト）の略称であり、リアルタイムで提示されている

レートにて売買が発注された注文をシステムが自動的に新規・決済の判断を行う注文方

法です。なお、AS ストリーミング注文をご利用になる場合、あらかじめ取引画面から次

の設定を行っていただく必要がございます。 

 

≪AS ストリーミング注文に関する設定≫ 

① AS ストリーミング注文の利用の可否 

AS ストリーミング注文を「利用する」に設定してください。 

② 建玉を決済する順番 

建玉を決済する順番は次の 4 種類の決済パターンの中からお客様が事前に指定された方

式により決済建玉をシステムが自動的に選択いたします。 

◆ LIFO 順：Last In First Out（ラスト・イン・ファースト・アウト） 

新しい建玉から順番に決済 

◆ FIFO 順：First In First Out（ファースト・イン・ファースト・アウト） 

古い建玉から順番に決済 

◆ P&L 損順：Profit and Loss（プロフィット・アンド・ロス） 

取引単位あたりの損失額が大きい（又は利益額が小さい）ものから決済 （なお、ス

ワップポイントは計算に含みません）。 

◆ P&L 益順：Profit and Loss（プロフィット・アンド・ロス） 

取引単位あたりの利益額が大きい（又は損失額が小さい）ものから決済（なお、ス

ワップポイントは計算に含みません）。 
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③ 約定していない注文の自動キャンセルルール 

AS ストリーミング注文を発注された場合、既に発注済みの指値、逆指値等の注文を取り

消す範囲を次の 2 種類からお客様が事前に指定された方法にてシステムが自動的に取り

消します。 

◆ 通貨ペアにかかわらず、約定していない指値・逆指値（複合注文を含む）注文を全

て取り消す 

◆ AS ストリーミング注文にて発注した通貨ペアのみを対象とする指値・逆指値（複合

注文を含む）のみを取り消す。 

 

≪AS ストリーミング注文に関する注意事項≫ 

◆ 両建て(同一通貨ペアで売りと買いの両方の新規建玉を保有すること)となる注文は

できません 

◆ 既に建玉がある場合、その建玉の反対の売買注文は自動的に決済注文となります。 

ストリーミング注文 リアルタイムで提示されているレートにて売買する注文方法です。AS ストリーミング注

文と異なり、新規、決済の別をご選択いただく必要があります。 

ストリーミング注文では、新規注文と同時に決済注文を発注することができます。決済

注文の発注は新規注文の約定レートからの値幅を指定して行います。その際、利益幅の

みを指定した場合は指値注文、損失幅のみを指定した場合は逆指値注文、トレール幅の

みを指定した場合はトレール注文、利益幅および損失幅（またはトレール幅）を指定し

た場合は OCO 注文として扱われます。 

指値注文 レートを指定して発注する注文です。買い注文時は発注時のビッドレートより低く、売

り注文時は発注時のアスクレートよりも高いレートを指定していただく必要がありま

す。したがいまして、指値注文を発注する時点でのビッドレート又はアスクレートと同

一の注文レートやスプレッドの範囲内のレートでの注文は発注できませんのでご注意く

ださい。  

なお、指値注文は、当社の提示レートが当該注文のレートに達した時点で当該注文レー

トにて約定します。ただし、有効期限が「本日中」以外の指値注文を発注し、その指値

注文が翌取引日以降に持ち越され、取引時間の開始と同時に当社の提示レートが、当該

指値注文のレートに達し、又は超えている場合は、当該提示レートで約定します。 

逆指値注文 レートを指定して発注する注文です。買い注文時は発注時のアスクレートよりも高く、

売り注文時は発注時のビッドレートよりも低いレートを指定していただく必要がありま

す。逆指値注文は、当社の提示レートが発注した逆指値注文のレートに達した場合、又

は超えた場合、その当社の提示レートで約定します。 

トレール注文 当社の提示レートからの値幅（トレール幅）を指定し、相場がお客様にとって有利な方

向に動いた場合、指定したトレール幅を保ちながら注文レートが自動的に更新される、

決済の逆指値注文です。 

（例）買いの建玉に対してトレール注文（売り）を発注した場合、当社の提示レートが

上昇した場合にトレール注文のレートが自動で引き上がっていきますが、相場が下落し

た場合は相場に追従しません。そして指定したトレール幅以上に相場がお客様にとって

不利な方向に進んだ時点で、その時の当社提示レートで約定します（買い注文時はその

逆です）。 
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通貨別全決済注文 

（※）通貨別全決済注

文の対象となる建玉が

300 万通貨を超える場

合は、ご利用になれま

せん。 

保有するすべての未決済の建玉のうち、通貨ペア別にすべての建玉をレートを指定せず

に一度の操作で決済する場合の注文方法です。一度の操作で発注できますので、相場急

変時にも時間をかけずに複数の建玉を同時に発注できます。通貨別全決済注文はレート

を指定せず発注されますので、発注したときのレートで約定するとは限りません。また、

通貨別全決済注文を発注した場合、その対象となった通貨ペアのうち既に発注済の決済

注文は全て取り消されますが、新規注文がある場合、当該新規注文は取り消されません

のでご注意ください。 

全決済注文 

（※）全決済注文の対

象となる建玉のうち

300 万通貨を超える通

貨ペアを保有している

場合は、ご利用になれ

ません。 

保有するすべての未決済の建玉を通貨ペアにかかわらずすべての建玉をレートを指定せ

ずに一度の操作で決済する場合の注文方法です。一度の操作で発注できますので、相場

急変時にも時間をかけずに複数の建玉を同時に発注できます。全決済注文はレートを指

定せず発注されますので、発注したときのレートで約定するとは限りません。また、全

決済注文を発注した場合、既に発注されていた決済注文は全て取り消されますが、新規

注文がある場合、当該新規注文は取り消されませんのでご注意ください。 

IFD 注文 IFD とは、If-Done（イフ・ダン）の略です。新規注文(一次注文)とそれを対象とした決

済注文(二次注文)をセットで発注する注文方法です。一次注文は指値注文および逆指値注

文を選択することができ、二次注文は、指値注文、逆指値注文、トレール注文から選択

することができます。最初は一次注文だけが有効であり、これが約定した場合に決済す

るための二次注文が自動的に有効になります。 

OCO 注文 OCO とは、One Cancel Other（ワン・キャンセル・アザー）の略です。2 つの注文（新

規注文の場合は指値注文、逆指値注文から、決済注文の場合は、指値注文、逆指値注文、

トレール注文から選択）を同時に出し、どちらか一方の注文が約定した場合、もう一方

の注文を自動的に取消する注文方法です。 

IFO 注文 IFD 注文と OCO 注文を組み合わせた注文方法です。新規注文（一次注文）の指値（逆指

値）が約定すると、決済注文（二次注文）の OCO 注文が自動的に有効になります。 

 

5. 注文の有効期限の訂正が可能な期間 

訂正前の有効期限 訂正後の有効期限 訂正できる期間 

本日中 今週中 発注時点からの期間に係らず訂正できます。 

本日中 期限なし 発注時点からの期間に係らず訂正できます。 

今週中 本日中 発注当日のみ訂正が可能です。 

今週中 期限なし 発注時点からの期間に係らず訂正できます。 

期限なし 本日中 発注当日のみ訂正が可能です。 

期限なし 今週中 発注した週のみ訂正が可能です 

 

6. レバレッジコースの種類と変更時のご注意 

レバレッジコースとは、あらかじめ定められたレバレッジコースにおいて、取引数量に対する必要証拠金とロ

スカット水準を選択できるサービスです。 
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■レバレッジコースの種類 

コース名称 追加証拠金の有無 ロスカット水準 

スタンダード 25倍コース 有り 50～95%[5%刻み]任意設定 

レバレッジ 10倍コース 無し 40～95%[5%刻み]任意設定 

レバレッジ 5倍コース 無し 20～95%[5%刻み]任意設定 

レバレッジ 2倍コース 無し 20～95%[5%刻み]任意設定 

レバレッジ 1倍コース 無し 20～95%[5%刻み]任意設定 

法人口座 有り 50% 

※口座開設当初は「スタンダード 25倍コース・ロスカット水準 50%」が設定されています。 

※スタンダード 25倍コースは証拠金維持率が 100%を割り込んだ時点で追加証拠金が発生します。 

 

■レバレッジコース変更時のご注意 

①建玉・注文無しの場合 

全てのレバレッジコース及びロスカット水準の選択が可能です。 

※法人口座は変更できません。 

②建玉・注文有りの場合 

選択できるレバレッジコースやロスカット水準は以下の通りです。 

レバレッジコース ロスカット水準 変更の可否 

レバレッジ倍率を高

くする 

上げる 一部変更可能 

※設定変更による強制ロスカットの発動を防ぐため、「現在のロ

スカット水準×（設定後レバレッジ÷現在レバレッジ）」を超え

るロスカット水準を選択した場合はコース変更ができません。 

下げる、変更無し 変更可能 

レバレッジ倍率を低

くする 

上げる、下げる、変

更無し 

変更不可 

建玉及び注文が無い状態で変更してください。 

変更無し 上げる 変更不可 

建玉及び注文が無い状態で変更してください。 

下げる 変更可能 

変更を行った時点で、新たなロスカット水準が適用されます。 

※法人口座は変更できません。 

 

7. 追加証拠金の発生時間と解消方法 

毎取引日の取引時間終了時点における提示レートの中心値を基準に算出された証拠金維持率が 100%を下回っ

た場合、追加証拠金が発生いたします。原則、毎取引日の取引時間終了時点に属する日の午後 6 時までに、そ

の下回った額以上の証拠金を入金するか、あるいは建玉の全部又は一部を決済し、追加証拠金を解消する必要

があります。ただし、取引時間終了時点に属する日が取引日に該当しない場合は、次の取引日の午後 6 時まで

とします。(注) 

なお、追加証拠金が発生した後、相場の変動等によりお客様の証拠金率が 100％を回復した場合でも追加証拠
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金の解消とはなりませんのでご注意ください。 

 

 追加証拠金発生時間 追加証拠金解消期限 

火曜日～金曜日 午前 6 時 55 分（午前 5 時 55 分） 同日午後 6 時(注) 

土曜日 午前 6 時 55 分（午前 5 時 55 分） 翌月曜日の午後 6 時(注) 

※「追加証拠金発生時間」の項目の括弧の中は米国がサマータイムの場合 

(注)当該日が取引日でない場合は翌取引日 

 

8. プレアラート通知、アラート通知 

選択のコースおよび選択のロスカット水準によって、以下の表のとおりプレアラート、アラートの通知する設

定される証拠金維持率が異なります。 

 スタンダード25倍コー

ス 

レバレッジ10倍コース レバレッジ 5 倍コース 

レバレッジ 2 倍コース 

レバレッジ 1 倍コース 

法人口座 

選択ロス

カット率 

プレアラ

ート 

アラート プレアラ

ート 

アラート プレアラ

ート 

アラート プレアラ

ート 

アラート 

95% 145% 115% 145% 115% 145% 115% － － 

90% 140% 110% 140% 110% 140% 110% － － 

85% 135% 105% 135% 105% 135% 105% － － 

80% 130% 100% 130% 100% 130% 100% － － 

75% 125% 95% 125% 95% 125% 95% － － 

70% 120% 90% 120% 90% 120% 90% － － 

65% 115% 85% 115% 85% 115% 85% － － 

60% 110% 80% 110% 80% 110% 80% － － 

55% 105% 75% 105% 75% 105% 75% － － 

50% 100% 70% 100% 70% 100% 70% 100% 70% 

45% － － 95% 65% 95% 65% － － 

40% － － 90% 60% 90% 60% － － 

35% － － － － 85% 55% － － 

30% － － － － 80% 50% － － 

25% － － － － 75% 45% － － 

20% － － － － 70% 40% － － 

送信回数 原則、1 取引日に 1 回となります。ただし、既に 1 回送信を受けた場合でも、その後、ロスカット又

は強制決済となり、それ以降に新規建玉を行いプレアラート通知、アラート通知の基準に達した場合

は、その時点で再度 1 回のみ送信されます。また、建玉された時点でプレアラート通知又はアラート

通知の基準値を下回った場合でも配信されます。 

（2022 年 5 月） 

 


