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VIPキャッシュバック報酬 利用条件規約 

*日本語訳は、英文記載の内容をご理解頂く為の補完的書類としてご利用下さいませ。  

 

2018 年 3 月 16 日より有効 

 

A. ご紹介並びに概要 

 

1. 運用名をトレーダーズ・トラスト（TTCM）とする、Traders Capital Limited (以下、 "会社"もしくは、"弊社" 

と称します。) は、登記住所を5th Floor,Andrew’ s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, 

Bermudaとして、バミューダ共和国 法人設立規約、セクション14並びに、6/132C (1)法人規約条項 Act1981に基

づき設立され、法人登記番号No.54135としてバミューダ共和国にて登記しております。 

 

2. 本、“日次VIPキャッシュバック報酬” 利用条件規約は、ウェブサイト掲載の、“弊社利用条件並びにポリシー” の一部として

機能し、本利用規約において何かしらの修正変更等があった場合は、新規に制定される“弊社利用条件並びにポリシ  ー” 

に準拠するものとし、2018年3月19日～2023年06月30日の期間開催されます。 

 

3. 本、“日次VIPキャッシュバック報酬” （以下、 “プロモーション“と、称します。）は、TTCM Capital Markets Limited 

（以下、「トレーダーズ・トラスト（TTCM）」もしくは、「弊社」と称します。）が作成し開催致します。  

 

B. 利用条件 

 

1. 弊社ご利用のお客様で、弊社にてお取引可能な商品をお取引頂く場合、本、“日次VIPキャッシュバック報酬”    利用条件

を満たしている事を条件として、記載のテーブルに基づき  “日次VIPキャッシュバック報酬” をお受取り頂けます。 

 

2. 本、プロモーションにて “日次VIPキャッシュバック報酬” をお受取り頂くには、お客様のプロフィールは弊社にて認証されてい

る必要がございます。 

 

又、本プロモーション、“日次VIPキャッシュバック報酬”  は、クラシック口座もしくはプロ口座でのお取引が対象となりま

す。 

 

日次での取引量は、口座毎に計算・算出される為、複数の口座でお取引頂いた場合口座毎の取引量に応じて算出さ

れ、お客様にお持ち頂いている複数の口座で “日次VIPキャッシュバック報酬” をお受取り頂けます。 

 

3. 本、“日次VIPキャッシュバック報酬”  は、上記記載の利用条件を満たし、算出期間（日次）でのクローズ決済に対して算

出後お支払いさせて頂きます。 

 

4. 本、“日次VIPキャッシュバック報酬”   は、翌営業日にお客様の運用口座へ直接資金が反映される形でお支払いさせて

頂きます。 

 

5. すべての計算は、上記のリベート計算期間内に利用可能な現在の為替レートを使用して実施されます。  

 

6. VIPキャッシュバックリベート報酬算出期間中に、口座残高がネガティブもしくはマイナスとなり、ネガティブ

残高修正をご利用頂いた場合、当該期間中に発生したキャッシュバックリベート報酬はお受取りの対象とはなり

ませんのでご注意下さい。 
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C. その他・雑則 

 

1. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、ご利用者の一部もしくは全体へ周知する事無く、本プロモーションの早期終了、条件の   変

更や改定を実施する権利を有します。 

 

万が一、個人もしくはグループでの不正行為やアビューズ行為に該当する行為として疑わしきと判断する場合、弊社の独自の判

断並びに裁量にて、本、“日次VIPキャッシュバック報酬” プロモーションの早期終了や、条件の変更並びに改定を実施させて頂き

ますのでご了承下さい。 

 

2. 本、“日次VIPキャッシュバック報酬”  利用条件日本語訳は、あくまで英文での記載を補完するものであり、英文記載内

容との間に乖離や意訳が生じる場合は英文が優先されるものとします。 

 

3. 本、“日次VIPキャッシュバック報酬”     ご利用に関して、何かご不明点やご質問などございましたらお気軽に弊社カスタマー

サポート（support.int@ttcm.com / jsupport@ttcm.com) まで、ご連絡頂けます様お願い申し上げます。 

 

D. リスク警告 

 

1. 高リスク警告：“日次VIPキャッシュバック報酬”  プロモーションへの、参加並びに、“日次VIPキャッシュバック報酬”  プロモーション

獲得要件を満たすお客様は、トレーダーズ・トラスト（TTCM）にて提供するサービスは、高いレベルのリスクが伴う金融商品取

引である事を理解している必要があります。弊社では、外国為替証拠金取引（FX通貨ペア）・CFD 商品・先物・株価指数

商品など、高いレベルのリスクが伴う金融派生商品をお取引頂けますが、当該金融商品は、全ての投資家に適する金融商品で  は

ございません。 

 

2. 加えて、弊社 [金融サービス・投資サービスにおけるリスク開示] に関する書類をご一読の上、リスクについて十分にご理解頂いた

上でご利用下さいませ。 

file:///C:/Users/Admin/OneDrive/Documents/TTCM/Translation/T&C/support.int@ttcm.com
mailto:jsupport@ttcm.com
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Daily VIP Rebate Promotion 
TERMS AND CONDITIONS 

 
 

Valid as of 16.03.2018 

 

A. Introduction 

1. Traders Capital Limited (herein "Company") operating under trading name TTCM is a limited 
liability Company, incorporated in Bermuda under section 14 and 6/132C(1) of the Companies Act 1981 
and registered with the Registrar of Companies under Company number 54135, with registered address 
5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda (hereinafter called the 
“Company”). 

 
2. The “Daily VIP Rebate” Promotion Terms and Conditions is an integral part of the “TTCM Client 

Agreement – Terms & Conditions of Business” and provisions set herein are considered as an annex of 
all “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” and will run from 19.03.2018 – 
31.12.2022 (inclusive). 

 
3. The Promotion is created and held by TTCM Capital Markets Limited (hereinafter referred to as 

‘TTCM’). 
 
 

B. Conditions 
 

1. All participating Clients have the possibility to trade any of the instruments tradable through the 
TTCM platform, on which they will receive a Cashback Rebate according to the table, provided that all 
conditions are met. 

 

2. To participate in this Promotion, Clients are required to have a verified profile with TTCM and trade 
on a Classic or Pro account type. The daily volume is calculated per individual account. Clients can 
trade in several accounts. The volume of each account will be calculated separately. Clients can 
receive the promotion in several Classic or Pro trading accounts. 

 
3. Cashback rebates are paid for closed trades that meet the above criteria and are made within the 

specified period. 
 

4. Cashback rebates will be credited to all participating live trading accounts the following working day. 
 

5. All calculations will be made using the current exchange rates available within the above period of 
rebate calculation. 

 
6. During the calculated period, all trading accounts with a negative balance/equity or accounts that 

have received balance adjustments due to negative balances will be exempt from receiving the 
cashback rebate. 

 

 

C. Miscellaneous 
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1. TTCM reserves the right to terminate this Promotion or amend its terms at any time for any or all 
participants without notice. This may include cases of fraud or manipulation from any individual or 
group of individuals. Any termination or amendments made are determined at the sole discretion of 
TTCM. 

2. In the event of any translation issues, the English text shall prevail. 

3. Should you require further assistance or wish to submit a complaint, please send an email to 
support.int@ttcm.com . 

 

D. Risk Warning 

 
1. Our products are traded on margin and carry a high level of risk; thus, it is highly possible to lose all your 

capital. These products may not be suitable for everyone, and you should ensure that you understand 
the risks involved. Forex and CFD trading involve a significant risk to your invested capital. 

2. Please read and ensure you fully understand the risks involved. 

mailto:support.int@ttcm.com
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