
FOREX.com EAホスティングサービス 利用規約 Beeksパック 

 

ストーンエックスフィナンシャル株式会社（以下、「当社」といいます。）は、

「FOREX.com MetaTrader 4 EA ホスティングサービス」（以下、「本サービス」といい

ます。）を提供するにあたり以下の通り、利用規約（以下、「本規約」といいます。）を

定めます。会員は、本規約の規定に従うものとします。 

第１章 本規約について 

第１条（本規約の変更）  

1.当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、その場合、会員は、

変更後の規約に従うものとします。2.前項の場合において、当社が別途定める場合を除い

て、変更後の規約を当社のウェブサイト上に掲載した時点より変更後の規約が有効になる

ものとします。 

第2条（権利の譲渡）  

会員は、会員たる地位及び会員IDを第三者に譲渡、貸与、使用、承継させ、または担保に

供するほか、一切の処分をしてはならないものとします。全ての会員向けサービスは、当

社が独自に採用した条件に合わせるものとし、第三者に利用させることはできないものと

します。またサービス提供に基づく使用基準に関しては事前の予告なく変更もしくは終了

する場合があります。 

第3条（会員ID等の適切な管理）  

1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもって、当社から付与された会員ID等を管理する

ものとします。2.会員は、会員ID等を失念、漏洩し、または盗用された場合は、直ちに当

社に届け出を行い、当社の指示に従うものとします。3.会員は、会員ID等を用いて会員向

けサービスが利用された場合、前項の通知の有無にかかわらず、当該会員自身の利用とみ

なされることに同意するものとします。ただし、当社故意または重大なる過失による場合

は、この限りではありません。4.当社は、ID等の漏洩、盗用等により会員、その他第三者

に生じた損害、その他一切の結果について何らの責任も負わないものとします。 

第4条（会員情報の変更届出） 



1.会員は、当社へ届け出た会員情報に変更や誤りがあった場合、当社の定める方法によ

り、遅滞なく届出事項の変更の申請を行うものとします。 2.会員は、当社へ届け出た会員

情報のうち、自然人の会員においては姓名、法人会員においては商号、組織名を変更する

ことはできないものとします。ただし、以下の各号の場合を除きます。 1.自然人の会員に

おいて、婚姻等の事由による姓名の変更があった場合 2.法人会員において、商号の変更が

あった場合 3.その他、当社が会員向けサービスを提供するに当たり特に必要と認めた場合 

3.法人会員において、合併その他その地位の全部を継承する事由が生じたときは、その地

位を継承した法人は、特段の意思表示がない限り当該会員の地位を継承するものとしま

す。 4.前項の場合において、会員の地位を継承した者は、継承時点において本規約及び関

連サービスの利用に関する規約に同意したものとします。また、当社の定める方法によ

り、遅滞なく当社に届出事項の変更の申請を行うものとします。 5.当社は、会員が本条に

定める届出を行わず、または届出が遅延したことにより生じたいかなる不利益に対して

も、一切責任を負いません。  

第5条（会員情報の保護）  

当社は、会員の個人情報を及び当社が別途定めて公表する「個人情報保護方針」に従い取

り扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。  

第6条（FOREX.com MetaTrader 4 EA ホスティングサービス）  

1.本サービスとは、本サービスのサーバー運営会社が提供しているWindowsデスクトップ

サービスの一部を借り受け、当社のMetaTrader 4口座保有顧客で、当社が承認した会員に

対して提供するサービスで、会員が、当社が別途指定する方法によって隔地にあるコンピ

ューターに接続することを可能とするサービスをいい、その詳細は別途定めるところによ

ります。なお、本条において、接続元となるコンピューターをクライアント、接続先とな

るコンピューターをホスト、といいます。 2.当社は、会員に対して本サービスを提供する

ときは、会員に対して、ホストへの接続のために必要なＩＤ、パスワードその他の情報

（以下、本条において「接続情報」といいます。）を交付します。 3.会員は、前項の接続

情報を、第三者に譲渡、承継、又は、交付された接続情報を用いたＩＤ等の発行、複製等

を行ってはならないものとします。 4.当社は、会員が前項に違反したときは、本サービス

の利用停止、退会等の措置、その他当社が適当と認める基準により算定した利用料金の請

求、損害賠償の請求その他必要な措置をとることができるものとします。 5.当社は、ホス

トへの接続、接続して行った行為及びその結果、又はホストに接続できないこと又は接続

が切断されたことその他、本サービス利用に関して会員に生じる損害、結果については、

何ら責任を一切負わないものとします。  



6.本サービスにおけるテクニカルサポートはサーバー運営会社であるBeeks Financial 

Cloud社（以下Beeks）が提供します。  

第2章 サービス提供上の細則  

第7条（自己責任の原則）  

1.会員は、本サービスを通じて、会員が発信し、発信した、または保存、登録等する情報

につき一切の責任を負うものとし、当社に対していかなる迷惑及び損害を与えないものと

します。また、会員が発信し、または発信した情報により当社及びが損害を被った場合

に、会員は、その損害を賠償するものとします。 2.会員が、本サービスの利用に関して、

当社またはBeeksの他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の

費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社またはBeeksは一切の責任を

負わないものとします。 3.会員は、本サービスの利用に関して、Beeksの他の会員または

第三者との間で紛争が生じた場合、当該会員は自己の費用負担と責任において当該紛争を

解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。  

第8条（禁止行為）  

1.会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないもの

とします。 1.他の会員、第三者、当社、または本サービスのサーバーを運営する会社が保

有する著作権、その他の知的財産権およびその他の権利を侵害する行為、またはそのおそ

れのある行為 2.他の会員、第三者、当社、または本サービスのサーバーを運営する会社が

保有する財産またはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 3.他

の会員、第三者、当社、または本サービスのサーバーを運営する会社に不利益または損害

を与える行為、またはそのおそれのある行為 4.他の会員または第三者の個人情報の売買ま

たは譲受に当たる行為、またはそのおそれのある行為 5公序良俗に反する行為、またはそ

のおそれのある行為、またはそれを助長する行為、または助長するおそれのある行為 6.公

序良俗に反する情報を他の会員または第三者に提供する行為 7.法令に違反する行為や犯罪

行為、そのおそれのある行為、または、それを教唆、幇助等する行為 8.事実に反する、ま

たはそのおそれのある情報を提供する行為 9.他の会員、当社、本サービスのサーバーを運

営する会社、または第三者が入力した情報を不正に改竄する行為  



10.会員以外の他人になりすまして本サービスを利用する行為、または、情報を送信、受信

または表示する行為 11.IPアドレス、アカウント、パスワード、およびドメイン名を不正

に使用する行為、または、不正目的をもって使用する行為 12.コンピューターウイルス等

有害なプログラムを本サービスを通じて、または、本サービスに関連して使用する行為、

または、提供する行為 13.本サービス、当社及び本サービスのサーバーを運営する会社が

提供する他のサービスの運営を妨げる行為、または、そのおそれのある行為 14.当社、及

び本サービスを提供する会社が提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為、また

は、そのおそれのある行為 15.選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに

類似する行為 16.会員が本サービスを利用して、当社の許諾なしに本サービスと同様のサ

ービス、関連サービス、またはその他会社が提供するサービスと同様のサービスを提供す

る行為、または再販売する行為 17.本サービスを利用して、事前に承認していない多数の

送信先に対する情報の配信行為、または事前の承認があるかないかにかかわらず、一定期

間に大量のメール等を配信する行為 18.本規約、準拠する関連法規制又は当社が定める規

約、規定等に違反する行為、又は違反する虞のある行為 19.その他、当社が不適切と判断

する行為 20.会員は、本サービスを利用して、以下の各号に定める、いわゆるアダルトサ

イト等の運営行為およびその恐れのある行為を行ってはならないものとします。 21.風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）（以下、「風俗

営業法」という。）の定める性風俗関連特殊営業を行う行為、または第三者にこれを行わ

せる行為、または風俗営業法の定める性風俗関連特殊営業に関する情報を第三者の閲覧、

利用のために供する行為、または第三者にそれを行わせる行為 22.前号に定めるもののほ

か、文字、画像、音声またはその他の何らかの方法により、性的な好奇心を煽る情報を、

他の会員、または第三者に閲覧させる目的または配布する目的で掲載する行為、第三者に

それを行わせる行為、またはそれに類似する行為 23.会員が本条各項各号のいずれかに該

当する行為を行い、当社、他の会員または第三者に対して訴訟、クレームその他請求がな

され、又は、損害を与えたときは、当該会員の費用負担と責任をもってこれらの紛争を解

決し、又は、損害を賠償するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとし

ます。  

第9条（IPアドレス、ID、パスワードおよびドメイン名の管理義務）  

1.会員は、本サービスを利用するにあたって当社から付与された、基本プラン等のIPアド

レス、ID、パスワード、およびドメイン名について、定められた会員ID等と同様に、善良

な管理者としての注意義務をもって、管理、保管するものとします。  



2.前項に定めるIPアドレス、ID、パスワードおよびドメイン名の管理不十分、使用上の過

誤、またはその他会員の責めに帰すべき事由により、当社、ネットワークおよび第三者に

損害を与えた場合は当該会員がその損害を賠償するものとし、当社は一切責任を負いませ

ん。 3.IPアドレス、ID、パスワードおよびドメイン名を紛失、盗用、第三者による不正使

用等があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、当社及び本サービス

提供にかかる会社は、これらの事由から会員に生じた損害について一切責任を負わないも

のとします。  

第10条（本サービスに関する情報の取扱）  

1.会員は、いかなる方法および態様においても、本サービスに関して提供されるすべての

情報について、当社は権利者の許諾を得ることなく著作権法その他の法律で定める私的使

用の範囲を超えて使用することはできないものとします。 2.会員は、いかなる方法および

態様においても、本サービスに関して提供されるすべての情報について、当社は権利者の

許諾を得ないで会員以外の者に使用、公開すること、または使用、公開させることはでき

ないものとします。 3.会員が本条の規定に違反したことにより紛争が発生した場合は、当

該会員の費用負担と責任において解決するものとし、当社になんらの迷惑または損害も与

えないものとします。また、当社が、第三者に対し、損害賠償等を行った場合、会員は、

当社に対し、訴訟費用等を含む損害を賠償するものとします。  

第11条（情報の削除）  

1.当社は、以下の各号に該当する場合（その虞がある場合を含む）には、会員に通知する

ことなく、会員が、本サービスを利用して公開・登録・蓄積する情報を削除することがで

きるものとします。 1.情報が、第8条1項に定める禁止行為に該当する場合 2.登録、蓄積

された情報の容量が当社所定の容量を超過した場合 3.第三者から情報の削除、損害賠償、

クレーム等がなされたとき 4.その他、当該情報を削除する必要があると判断した場合 2.

会員が本サービスを利用して公開等する情報に関するすべての責任は当該会員にあり、前

項に関して、情報を監視・削除する義務を負わず、また、当社が前項に定める削除を行

い、又は、行わなかったことにより会員または第三者が被った損害について、当社は一切

責任を負わないものとします。  

第12条（利用制限）  

1.当社が提供する「FOREX.com MetaTrader 4 EA ホスティングサービス」のサービスは

会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員の本

サービスの利用の停止、利用契約の解除、会員資格の取消等の措置とることがあります。  



1.ウイルスの感染、不特定多数への送信目的など、その行為が会員の故意であるかどうか

にかかわらず、本サービスを介して通常の使用限度を超えた数の電子メールを発信した場

合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合 2.本サービス、および、関連サービス

を含む会員向けサービスまたは、その他のサービスの全部または一部の運用に影響を及ぼ

す行為があった場合、またはそのおそれがある場合 3.第8条1項各号および第8条2項各号

のいずれかに該当する内容や目的で本サービスを利用する行為、またはそれに類似する行

為が認められた場合 4.会員宛に発送した郵便物等が、理由の如何を問わず、当社に返送さ

れ、その他電話、メール、FAX等によっても連絡が取れない場合 5.上記各号の他、本サー

ビスの利用を制限する緊急性が高いと当社が判断した場合 2.当社が前項の措置を実施した

ことにより、当該会員が本サービスを使用できず、または、会員に損害が発生したとして

も、当社は一切責任を負わないものとします。  

第13条（サービスの停止）  

1.当社は、以下の各号に該当する場合には、当社の任意の判断に基づき、会員に事前に連

絡することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとしま

す。 1.天災、事変、その他当社の責によらない非常事態が発生し、または発生するおそれ

があり、電気通信事業法第8条に定める処置を行う場合 2.前号の法律上の要請の如何にか

かわらず、天災、事変、その他の当社の責によらない非常事態が発生した場合、または発

生するおそれがある場合 3.電気通信設備の保守上または工事、障害その他やむをえない事

由が生じた場合 4.法令等による規制が行なわれた場合 5.本規約または当社との間で同意

した顧客取引契約並びに取引前の重要説明事項に違反した場合 6.当社が独自の裁量を以

て、サービスの継続が、カバー先、提携先及び他の会員および顧客に対し直接的並びに間

接的損害を与えると判断した場合 7.前項においてカバー先、提携先及び他の会員および顧

客に対し直接的並びに間接的損害が発生した場合、当社は会員に当該損害に対して弁済請

求権を有するものとします。 2.当社は、前項各号に基づき本サービスの提供の一部または

全部が停止されたことによって生じた会員の損害については一切責任を負いません。  

第14条（サーバー設備の修理または復旧）  

1.本サービスの利用中に会員が本サービスのサーバーの設備または本サービスの異常を発

見したときは、会員自身の設備等に故障がないことを会員の費用と負担において確認のう

え、当社を通じて本サービスのサーバーを運営する関連会社に修理または復旧を行う旨を

請求するものとし 



ます。 2.レンタルサーバー設備またはサービスに障害を生じた場合、またはその設備が毀

滅したことを知った場合は、当社及び本サーバーを運営する関連会社は、速やかにその設

備を修理・復旧するよう努めるものとします。  

第15条（サービス内容の変更・廃止）  

1.当社は、理由の如何を問わず、会員に、事前に通知することなく、本サービスの内容の

一部または全部の変更、追加および廃止を行うことができるものとします。 2.当社は、第

1項の変更等により、会員に生じた一切の損害について、一切責任を負わないものとしま

す。  

第16条（免責事項）  

1.当社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その

完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。 2.本サービスの提供の遅

延、変更、中止または廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失または毀

滅等、その他本サービスの利用に関連して会員に損害が発生した場合は、当社は、一切の

責任を負わないものとします。  

第17条（準拠法）  

本規約の成立、効力、その履行および各条項の解釈に関しては、日本法を適用するものと

します。  

第18条（協議および管轄裁判所）  

1.本サービスおよび本規約に関連して、会員と当社との間で紛争が生じた場合には、会員と

当社との間で誠意をもって協議するものとします。 2.前項の紛争に関しては、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

（附則） 本規約は、2017 年 7 月 1 日から実施します。 

 

【お取引に関する注意事項】 

当社の FX 取引、CFD 取引及びオプション取引（以下、「すべての取引」といいます。）

は、元本および収益が保証されているものではありません。FX 取引及び CFD 取引はレバ

レッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、相場の変動によ

る価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合があります。取

引に必要な証拠金は、FX 取引の場合、個人は売買代金の 4％、法人の場合は金融先物取引

業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額（＝法定

レバレッジで計算した必要証拠金額）以上の証拠金額が必要となります。株価指数 CFD

取引の場合、必要な証拠金は、個人は 10％です。法人は 0.5％からですが、取引量に応じ

て証拠金率が増加する方式を採用しています。但し、FX 取引及び CFD 取引において、リ

スク管理のため、特定の通貨ペア又は銘柄には上記より高い証拠金率（＝低いレバレッ

ジ）が適用されています。オプション取引の場合、予測と反対方向に外国為替市場が動き



原資産価格がノックアウトレベルに達すると価値はゼロとなります。想定した前提と異な

る場合や金利調整額、円転レートの変動により、口座残高がマイナスとなるリスクがあり

ます。すべての取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカット、注文形態、

価格配信の停止・再開により発注レートと約定レートが大きく乖離したり、停止時と再開

時の配信価格にギャップが生じる等の理由で預け入れた資金以上の損失が生じる可能性が

あります。すべての取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要

説明事項」「顧客取引契約書」等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、

危険性等をご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任にてお取引ください。 各書類に

つきましては当社ウェブサイトのダウンロードセンターをご確認ください。FX 取引及び

CFD 取引の取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプ

レッド）があります。オプション取引の場合、スプレッドがあり、取引時に最大損失額が

オプション料として生じます。主要国政策金利の極端な変更や雇用統計など重要経済指標

の発表前後、為替市場の流動性が著しく低下した場合(年末年始・クリスマス時期など）や

相場急変時(震災などの天変地異や戦争など)においては、スプレッドが拡大することがあ

ります。すべての取引において、市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワー

クの不具合、システム障害等、予期せぬ事象の発生などにより、取引ができなくなること

および損失が生じることがあります。本メールが当社より誤って送信されたと考えられる

情報を受け取られた場合は、当社にご一報の上、削除していただければ幸いです。本メー

ルの使用により生じたいかなる損失に対しても、当社は責任を負いません。 

 

 

今後ともフォレックス・ドットコムをよろしくお願い申し上げます。 

ご不明な点は下記までお気軽にお問合せください。 

 

------------------------------------------------------------ 

フォレックス・ドットコム クライアントサービス 

フリーダイヤル 0120-288-168 

携帯電話からは 03-6868-2123 をご利用ください。 

受付時間：平日 9:00-17:00 

チャット:受付時間：平日 9:00-17:30 

メールでのお問い合わせはこちら 

JPinfo@forex.com 

 

ストーンエックス フィナンシャル株式会社 

金融商品取引業：関東財務局長(金商)第 291 号 

加入協会等：一般社団法人 金融先物取引業協会 会員番号 1539、日本証券業協会 

mailto:JPinfo@forex.com


 

当社でのお取引に関するご注意事項 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/about-gain-capital-japan/ 

 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/about-gain-capital-japan/

