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パートナーロイヤルティプログラム 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。

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、“パートナーロイヤルティプログラム” 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” に準拠するものと致します。

B. パートナーロイヤルティプログラム 利用条件

1. 本、“パートナーロイヤルティプログラム” は、トレーダーズ・トラスト（TTCM）にて規定する全ての取引条件やポリシ 
ー・方針などを害する事無く、以下に記載される要件や獲得条件を満たす全てのお客様（以下、 “パートナー様” 
と称します。）に、2022年7月1日から2023年06月30日までの間ご利用頂けます。

2. 本、“パートナーロイヤルティプログラム” における月間取引量は、VIP口座を除く、全てのクラシック口座（クラシック・

インターナショナル並びにクラシック・ジャパン）及びプロ口座のお取引量に基づき算出されます。

3. 本、“パートナーロイヤルティプログラム” における月間取引量は、パートナー様ご紹介用リンクを通じて直接トレーダー

ズ・トラスト（TTCM）に口座開設頂きましたトレーダーの取引量が対象となります。

4. 本、“パートナーロイヤルティプログラム” における月間取引量の算出は、上記４項記載の「パートナー様ご紹介用リ

ヱクを通じて直接トレーダーズ・トラスト（TTCM）に口座開設頂きましたトレーダー」からの取引量が対象となり、マ

スターIBや、サブIB、サブ・サブIBなどレイヤー設定が為されている場合は、パートナー様がダイレクトにご紹介頂きま

したトレーダーからの取引量のみが対象となります。 

5. 本、“パートナーロイヤルティプログラム” 利用条件規約の翻訳版を、参考資料として提供させて頂きますが、英文以

外の言語に翻訳されている翻訳版は、あくまで情報提供のみを目的とし、法的拘束力を持ちませんのでご留意下さ

い。

6. 本、“パートナーロイヤルティプログラム” 利用条件規約が英語以外の言語に翻訳され、英文記載の内容と相違が

生じている場合は、英文記載の内容に準拠するものと致します。

7. 8. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“パートナーロイヤルティプログラム” 利用条件規約に反する行為、も

しくは、疑わしき行為として判断される場合、本、“パートナーロイヤルティプログラム” ご利用の参加者を失格とする権

利を有します。
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8. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、弊社の独自の裁量にて、本、“パートナーロイヤルティプログラム” の内容や条件な

ど、変更・修正・中止する権利を有します。尚、内容や条件の変更・修正・中止については、弊社ウェブサイトにて周知させ

て頂くか、パートナー様へ直接メールにて通知するものと致します。 

 

9. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“パートナーロイヤルティプログラム” の内容や条件など、変更・修正・中

止する権利を有します。尚、内容や条件の変更・修正・中止については、弊社ウェブサイトにて周知させて頂きますの

で、弊社ウェブサイトに添付の “パートナーロイヤルティプログラム” 利用規約ページを定期的に確認頂けます様お願

い申し上げます。 

 

C.  リスク警告 

 

1. 外国為替証拠金並びにCFD商品等のマージン取引では、高いレベルでのリスクが伴いお客様の投資資金を全て失

う恐れがございます。弊社ウェブサイトにて開示しておりますリスク開示書類をご熟読頂くと共に、商品特性を理解し

た上で弊社サービスをご利用頂けます様お願い申し上げます。 

 

必ず、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。 

  
  

https://traders-trust.com/wp-content/uploads/2020/04/Risk-Disclosures-for-Financial-Instruments-Investment-Services.pdf
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Partner Loyalty Promotion Terms and Conditions 
 
 

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 “Partner Loyalty Promotion” Terms and Conditions is an integral part of the “TTCM 
Business Terms and Policies” and provisions set herein are considered as an annex of all 
“TTCM Business Terms and Policies. “ 

 
B. Specific “Partner Loyalty Promotion” Terms 

 
1. The promotion is available from 01.07.2020 – 31.12.2022. 

 
2. The monthly volume included in the count will be from all Standard Account types (Classic 

and Pro) excluding VIP accounts. 
 

3. The volume calculated for the promotion will be of direct clients only. 
 

4. The volume generated from clients of the IB will count for the direct IB only, not the master 
IB. 
 

5. TTCM can provide the Terms and Conditions in any language other than English. The 
translated version of the Terms and Conditions is for informational purposes only and is not 
legally binding. 
 

6. If there is any conflict or inconsistency between the English version and the translated 
version of the Terms and Conditions, English will be the prevailing and predominant version. 
 

7. The Company reserves the right to disqualify any participant for suspected violation of the 
Terms and Conditions of the promotion. 
 

8. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion, to discontinue the offering of this 
“Partner Loyalty Program” to any of its clients/Partners. Such clients/Partners will be 
informed via email. 
 

9. TTCM reserves the right to alter, amend or terminate the “Partner Loyalty Program” or any 
aspect of it at any time. Prior notice of such changes will be given to clients/Partners and 
TTCM will post any such changes on its website. It is recommended that Partners in the 
“Partner Loyalty Program” consult these Terms & Conditions on the TTCM’s website 
regularly.  
 




