月次開催 トレーディングコンテスト 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. [ライブ] 月次開催トレーディングコンテストルール
1. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” は、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。) によって企画・運営されるものと致します。
2. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” へご登録・参加頂く参加者は、本、“月次開催トレーディング・コンテスト”
利用条件規約に同意頂いたものとみなさせて頂きます。本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 利用条件規約に
ご同意頂け無い場合は、賞金獲得要件を満たしていないと判断させて頂きます。
3. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” は、2022年、該当する歴月の初日（以下、「開始日」と称します。）の
EET時刻午前00時00分に開始され、該当する歴月の最終日（以下、「終了日」と称します。）のEET時刻午前
23時59分に終了します。各月、開始日から終了日迄の期間（以下、「コンテスト期間」と称します。）をコンテスト
期間とします。
月次開催トレーディングコンテスト日程
第1ラウンド：2022年7月1日 EET時刻午前00時00分 ～2022年7月31日 EET時刻午前23時59分
第2ラウンド：2022年8月1日 EET時刻午前00時00分 ～2022年8月31日 EET時刻午前23時59分
第3ラウンド：2022年9月1日 EET時刻午前00時00分 ～2022年9月31日 EET時刻午前23時59分
第4ラウンド：2022年10月1日 EET時刻午前00時00分 ～2022年10月31日 EET時刻午前23時59分
第5ラウンド：2022年11月1日 EET時刻午前00時00分 ～2022年11月31日 EET時刻午前23時59分
第6ラウンド：2022年12月1日 EET時刻午前00時00分 ～2022年12月31日 EET時刻午前23時59分

B. 参加要件
1. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” は、法定年齢（18歳以上）の方のみご利用頂けます。
2. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” は、新規・既存を問わず、弊社にクラシック・インターナショナル口座をお持
ちのお客様（以下、「お客様」と称します。）にご利用頂けます。万が一、弊社にてライブ口座を開設頂くのに充分
な要件を満たしていない参加者は、失格となり、トレーダーズ・トラスト（TTCM）は、本、“月次開催トレーディン
グ・コンテスト” 利用条件規約に基づき、賞金を留保し、次位のトレーダー（お客様）へ授与する権利を有するもの
とします。
3. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加者は、トレーダーズ・トラスト（TTCM）に口座開設頂く際の提供情
報は、全て真実に基づくものを提供する事に同意するものとします。万が一、不正もしくは偽造された書類もしくは情
報を提出されている事が判明した場合、トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、いかなる段階であっても当該お客様
を失格とする権利を有します。
4. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加者は、各月に1つだけ、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加用の
口座を開設する事が出来ます。“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加用の口座以外の運用口座は複数開設出来る
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だけでなく、同時に複数の口座でお取引頂けますが、各月、“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加可能な口座は1つ
のみとなります。

a. 異なるメールアドレスにて複数のプロフィールを保有し、複数のプロフィール間で“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加
用の口座を開設されている場合、上位入賞したとしても賞金を受け取る事が出来ませんのでご注意下さい。
5. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” へは、クラシック・インターナショナル口座でのみ参加頂けます。
6. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” へ参加頂くには、“月次開催トレーディング・コンテスト” へ参加用のクラシック・イ
ンターナショナル口座へ、300 USD / 300 EUR / 30,000JPY / 300 GBP 以上の金額をご入金頂く必要がございま
す。
7. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” への参加を希望されるお客様は、弊社クライアントポータル（セキュア・エリ
ア）「ライブ・コンテスト」ページにて、“月次開催トレーディング・コンテスト” 参加用のクラシック・インターナショナル口
座をご登録頂く必要がございます。
8. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” への参加用口座（クラシック・インターナショナル口座）は、同一の取引
条件となります。：

a.
b.
c.
d.

初期入金額：300 USD / 300 EUR / 30,000JPY / 300 GBP
利用可能レバレッジ：最大3000倍
取引可能商品：FX通貨ペア・貴金属・株価指数・エネルギー商品・仮想通貨
EA利用可・スキャルピング取引可

9. トレーダーズ・トラスト（TTCM）にて、ソーシャル・コピートレードへの投資家として、ストラテジーをフォロー頂いている
方は、フォロワー口座にて、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” に参加頂く事は出来ません。本、“月次開催ト
レーディング・コンテスト” に参加を希望される場合は、必ず、クラシック・インターナショナル口座を開設の上、新規に
作成頂きましたクラシック・インターナショナル口座にて参加申請をお願い致します。
10. トレーダーズ・トラスト（TTCM）にて、口座開設ボーナス（プロモーション）口座にてお取引頂いているお客様は、口座開
設ボーナス（プロモーション）口座にて、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” に参加頂く事は出来ません。本、“月次
開催トレーディング・コンテスト” に参加を希望される場合は、必ず、クラシック・インターナショナル口座を開設の上、新規に
作成頂きましたクラシック・インターナショナル口座にて参加申請をお願い致します。
11. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” への参加者は、お客様の取引口座が、ストラテジー・プロバイダーとしてソーシャ
ル・コピートレーダー、リーダーズ・ボードへ掲載される可能性がある事に同意するものと致します。
12. トレーダーズ・トラスト（TTCM）・ソーシャル・トレーダーに掲載された、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 参
加者の口座が投資家にフォローされた場合は、運用に基づきハイ・ウォーター・マーク方式にて月次にて成功報酬を
受け取る権利を有します。

C.

賞金並びに勝者決定要件

1. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での、上位5名への賞金総額は、月額10,000ドルとなります。：
第1位：賞金額5,000ドル
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第2位：賞金額2,000ドル
第3位：賞金額1,500ドル
第4位：賞金額1,000ドル
第5位：賞金額500ドル

（総額10,000ドル）

2. A. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” にて賞金を獲得頂く為の最小取引量は、ご入金額総額に対して2％
のお取引量を完了頂く必要がございます。
例）300 USD / 300 EUR / 30,000JPY / 300 GBPをご入金頂いた場合、6ロット（往復取引）

a. 最小取引量：0.01ロット
b. 最大取引量：1,000ロット
c. ステップサイズ：0.01ロット
d. 一度に保有出来るポジション数（指値設定含む）：200
2. B. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での運用成績は、以下記載の計算式にて算出されます。
運用成績（パフォーマンス）
＝（（確定損益＋未確定損益）÷（初期有効証拠金残高 ー クレジット + 総入金額））×100

a. 例）2022年9月1日以前に、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” へ参加頂いた場合、2022年9月1
日 EET時刻午前00時00分での、初期有効証拠金残高 ー クレジット分を初期値として採用します。

b. 例）2022年9月1日以降に、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” へ参加頂いた場合、仮に、2022年9
月10日に参加頂いた場合、 2022年9月10日EET時刻午前00時00分での、初期有効証拠金残高 ー ク
レジット分を初期値として採用します。

3. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での運用成績は、各歴月“月次開催トレーディング・コンテスト” 開催期
間中の総入金額に基づき算出致します。
4. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での運用成績は、トレーダーズ・トラスト（TTCM）ウェブサイト上にて表
示され、閲覧出来るものと致します。
5. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での上位入賞者は、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 利用条件
規約に定める要件を全て満たし、かつ利益率が最も高いお客様が入賞者として発表されます。

6. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での入賞賞金は、お客様の運用口座へ付与され、トレーダーズ・トラスト
（TTCM）ご入出金規定に従い、ご出金申請頂けるものとします。
7. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での入賞者・賞金獲得者リストは、前月の “月次開催トレーディング・コン
テスト” 終了より10営業日以内に確定されるものと致します。
8. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” での入賞者・賞金は、入賞者の発表から20歴日以内に、お客様の運用
口座へ付与され、ご出金頂く事が出来ます。
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9. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” における各月開催期間が終了し、2名以上が同一の成績となった場合、
賞金額は受賞者間で均等に分配されるものと致します。

10. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” における賞金受賞に関し、不正
な操作や取引が行われようとした直接的・間接的な証拠がある場合、既に授与された賞金を無効とし、取り消す
権利を有します。
11. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト” へ参加を希望されるお客様は、ご自身のペース・判断にて充分な準備が
整ったと判断出来る場合のみ参加頂けます様お願い申し上げます。賞金獲得をお取引の動機付けとして、本、“月
次開催トレーディング・コンテスト” へ参加頂く事は、トレーダーズ・トラスト（TTCM）では推奨しておりません。

12. 本、“月次開催トレーディング・コンテスト”へ参加をされるお客様は、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 開催
期間中、お客様の登録情報（居住国などの情報を含むがこれに限定されない。）並びに、“月次開催トレーディン
グ・コンテスト” 参加口座でのお取引内容が公開される可能性がある事に同意頂くものと致します。
13. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“月次開催トレーディング・コンテスト”、各歴月終了日から20営業日以内に、
上位入賞者の取引ID並びに、居住国を如何なる形式もしくは媒体でも公表する権利を有します。
14. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 開催に際し、参加要件を満たす
充分な参加者が集まらなかった場合は、弊社裁量に基づき、規定の賞金獲得者より少ない受賞者を選出する権
利を有します。

D.

一般条項

1. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 利用条件規約に反する行為も
しくは疑わしいと判断される行為、以下記載に該当する行為（以下記載の項目を含むがこれに限定されないもの
とします。）のあるお客様に対して、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” のご利用を中止もしくは失格とする
権利を有します。：

a. 異なる名義/参加者間にて同一のIPアドレスの使用があった場合
b. 如何なる種類のアービトラージ（裁定）取引、その他価格操作、相場の乱用に該当する行為
2. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、英語以外の言語にて、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” 利用条件
規約の提供をしておりますが、英語以外の言語へ翻訳されている場合、情報提供のみを目的とし、法的な拘束力
はございません。参考訳と英文記載の内容に乖離や相違が生じている場合は、英文に準拠するものと致します。

3. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” の内容や条件など、変更・修正・
中止する権利を有します。
4. 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
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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。

E.

制限地域

1. トレーダーズ・トラスト（TTCM）では、オーストラリア・ニュージーランド・北朝鮮・イラン・イラク・シリア・スーダン・アブガニスタ
ン・ラオス人民共和国・ウガンダ・イエメン・カナダ・米国・キューバ・ガイアナ・ベネズエラ・プエルトリコにお住まいのお客様には
口座開設頂く事が出来ません。その為、本、“月次開催トレーディング・コンテスト” もご利用頂く事が出来ませんので、ご
理解・ご了承頂けます様お願い申し上げます。

FX 通貨ペアや CFD 商品のお取引はレバレッジを利用したマージン取引に該当し、お客様は投資資金の大部分を失う可能
性があります。レバレッジ商品の取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。
お客様の投資目的、経験レベル、資金力、リスク選好及びその他関連する状況を慎重に考慮頂き、トレーダーズ・トラスト
（TTCM）との取引を開始する前に、リスク開示方針をお読み頂きご理解の上ご利用頂けます様お願い申し上げます。
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Monthly Trading Competition Terms and Conditions
A. [Live] Monthly Competition Rules
1. The Competition is organized by TTCM Traders Capital Limited, hereinafter referred to as
“TTCM” and “the Company.”
2. Registration for this Competition and/or entry in the Competition constitutes your
agreement to these Rules and you will not be eligible for the prize unless you agree to these
Rules.
3. Each Monthly Competition starts at [00:00] a.m. (EET) on the first day of each of the
applicable calendar month during year 2022 (“Start Date”) and ends at 23:59 p.m. (EET) of
the last day of such applicable calendar month during the year 2022 (respectively, the “End
Date” and, the "Competition Period”).
Trading Competition dates:
1st Round: 01st July 2022, 00:00 EET until 31st July 2022, 23:59 EET.
2nd Round: 01st August 2022, 00:00 EET until 31st August 2022, 23:59 EET.
3rd Round: 01st September 2022, 00:00 EET until 30th September 2022, 23:59 EET.
4th Round: 01st October 2022, 00:00 EET until 31st October 2022, 23:59 EET.
5th Round: 01st November 2022, 00:00 EET until 30th November July 2022, 23:59 EET.
6th Round: 01st December 2022, 00:00 EET until 31st December 2022, 23:59 EET.
B. Participation Eligibility
1. Only persons of legal age (18 or older) can take part in the Competition.
2. The Monthly Live Competition is available to all verified live classic account holders
(hereinafter referred to as “Participants”) according to the Company’s procedures and
policies; Participants who do not meet the criteria for opening a live account with the
Company shall be disqualified and the Company shall reserve the right to withhold the prize
and award another trader as per the conditions of the Competition.
3. Each participant agrees to provide real data during registration. Providing fake data may
result in disqualification from the Competition at any stage.
4. Each client is eligible to open only one Trading competition account per month. Users can still
trade on several accounts; however, they will only be allowed to add one of them to the
competition each month.
A. Users participating in the contest who have more than one profile and open or operate
multiple competition accounts will not be entitled to receive any prizes.
5. Only the Classic Account type is eligible to participate in the Live Trading Competition.
6. The minimum deposit amount is USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 to be eligible to
participate in the Trading Competition.
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7. The Participant may enter the Monthly Live Trading Competition running during the current
month or the next month, by entering his/her account into the Competition in the Secure Area
at any time between the first day of the month and the last day of the month.
8. Each Competition account shall have the same trading conditions:
a.
b.
c.
d.

Initial deposit: USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 or more.
Leverage: any leverage up to 1:3000.
Trading Instruments: Forex, Metals, Indices, Commodities, Cryptocurrencies.
Trading via Expert Advisers is allowed [scalping].

9. Strategy followers (of the Copy Trade/Social Trade program) may not participate in the
Monthly Trading Competition using their Copy Trade / Social Trade account.
10. Clients participating in any No Deposit Bonus are not eligible for the Monthly Trading
Competition using their No Deposit Bonus account. However, they are eligible if they open a
classic account which they fund with the minimum amount.
11. Each participant agrees to having his/her trading account listed in the social trader as a
strategy provider.
12. In the event that the account of a participant being listed in the social trader is followed by
subscribers, the participants will have the opportunity to generate a monthly performance
fee based on High Water Mark from the profit generated by its subscribers. The
performance being calculated based on the equity and considering any High-Water Mark on
a monthly basis.

C. Prizes and Winner Determination
1. The monthly prize fund of the Trading Competition is 10,000 USD:
1st place is awarded with 5,000 USD
2nd place is awarded with 2,000 USD
3rd place is awarded with 1,500 USD
4th place is awarded with 1,000 USD
5th place is awarded with 500 USD
2. A. The minimum volume required in order to be eligible to receive the prize is 6 lots for a
gross deposit of USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 and proportionally which is the
equivalent in lots of 2% of the total deposit amount converted in USD.
a.
b.
c.
d.

Minimum volume - 0.01 lot,
Maximum volume - 1000 lots,
Step size - 0.01 lot
Maximum number of open positions/pending orders – 200
B. The trading Competition result will be calculated based on % performance = ((closed P/L +
floating P/L)/(initial Equity – Credit + total deposits)) x 100
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a. if the client joined the Competition before 01/09/2022, we take (initial Equity – Credit) at
01/09/2022 - 00:00
b. if the client joined after 01/09/2022, for example on 10/09/2022 - 09:00, we take (Equity –
Credit) at 10/09/2022 - 09:00
3. The trading Competition performance will be calculated based on total deposit.
4. All the current Competition statistics shall be available on the TradersTrust website.
5. The participants with the highest % in profit equity who also adhere to all other conditions
set herein shall be announced as winners.
6. The Prize amounts are withdrawable in accordance with, and subject to, to provisions of the
T&C with respect to withdrawing amounts from the Account.
7. The list of cash prize winners will be definitive within 10 working days following the end of
the trading Competition for the previous month.
8. The prize is paid into the winner's real / live account with [TTCM] within 20 calendar days of
the announcement of the winners and can be withdrawn without restrictions.
9. In case two or more Competition winners have equal highest % in profit equity at the end of
the Competition, the respective prize will be shared among them equally.
10. The Company reserves the right to declare any prize already given invalid and subject to
cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the
prize funds.
11. Competition and prizes offered should not be considered as an incentive to trade. Only
partake in the trading Competition when you feel you are ready to trade.
12. Each contestant agrees that some of his/her registration data (including but not limited to
country of residence), as well as his/her trading activity within the Competition Account
might be shared publicly during the Competition Period.
13. We further reserve the right to publish the winners' trading IDs/Names and countries, in any
form or media whatsoever within 20 business days from the End Date.
14. If we do not receive a sufficient number of Eligible Participants meeting the entry
requirements, we may, at our discretion, select fewer winners than described above.

D. General Rules
1. The Company reserves the right, in its sole judgement and discretion which will be final
and binding, to reject or disqualify any participant who is breaching the terms set herein
and, in all cases, when the Company has reasons to believe that the contestant is engaged
in fraudulent or otherwise unfair trading methods/practices including but not limited to:
a. Any kind of IP match between two or more participants shall be grounds for
disqualification.

TTCM Traders Capital Limited (herein "TTCM BM")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.
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b. Any kind of arbitrage trading, and/or any other abuse with pricing and/or quotes will be
subject to disqualification from the Competition
2. If there is any conflict or inconsistency between the English and the translated version of
the Terms and Conditions, the English shall be the governing and prevailing version.
3. The Company reserves the right to change the terms of the Competition or cancel it at any
time without prior notice and without any liability to the participants.
4. TTCM Traders Capital Limited, a limited liability Company, incorporated in Bermuda under
section 14 and 6/132C(1) of the Companies Act 1981, registered with the Registrar of
Companies under Company number 54135 and with registered address 5th Floor,
Andrew’s Place, 51 Church Street Hamilton HM 12 Bermuda.

E. Restricted Regions
1. The competition will not be provided to residents from Australia, New Zealand, North Korea,
Iran, Iraq, Syria, Sudan, Afghanistan, Lao People’s Democratic Republic, Uganda and Yemen,
Canada, USA, Cuba, Guyana, Venezuela, Puerto Rico. Participants from these areas will not
be able to open live accounts with the Company and as a result they will be disqualified.
Forex and CFDs are leveraged products and you may lose your initial deposit as well as substantial amounts of your
investment. Trading leveraged products carries a high level of risk and may not be suitable for all investors, so please consider
your investment objectives, level of experience, financial resources, risk appetite and other relevant circumstances carefully.
Please read and understand the risk disclosure policy before entering any transaction with [TTCM].
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