口座開設ボーナススキーム利用条件規約
*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。

ご紹介並びに概要

1. 運用名をTTCMとするTraders Capital Limited (以下、 "会社"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、 “口座開設ボーナススキーム” 利用条件規約は、ウェブサイト掲載の、“TTCM利用条件並びにポリシー”の一部とし
て機能し、当該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“TTCM利用条件並びに
ポリシー”に準拠するものとします。

A.
1.

口座開設ボーナススキーム参加に関して（参加要件）
“口座開設ボーナススキーム” は、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、“お客様”と称します。）にご利用頂けます。

2. 本“口座開設ボーナススキーム” は、TTCMにてパートナー契約頂いているパートナー様が運営するウェブサイトやブログ、
ソーシャルネットワークアカウントや、TTCMから送付されるダイレクトメール、弊社オフィシャルウェブサイトを通じて参加頂く
事が出来ます。

3. TTCMでは、本“口座開設ボーナススキーム”を提供するに際し、提供に際して適切かつ、合理的であると判断する場
合、全てのお客様、国、地域を対象として本、“口座開設ボーナススキーム”を提供致します。

4. TTCMにて受付可能な国に居住している方、並びに国籍の方は、“口座開設ボーナススキーム”へ参加申請頂けますが、
TTCMにて受付可能な国の対象外の国に居住されている方は、“口座開設ボーナススキーム”へ参加申請頂く事は出来
ません。加えて、18歳以下もしくは、居住国における法定年齢未満（「未成年者」）に該当する方は、参加頂く事が出
来ません。

5. 以下記載の“ご紹介者や関係者”に該当する方は、本“口座開設ボーナススキーム”へ参加する事は禁止されています。
万が一、“ご紹介者や関係者”に該当する方もしくは関係者と同一のIPアドレスからの申請やお申込みと判断される場合
は、TTCMは、関係性を明確にすると共に、“口座開設ボーナススキーム”への参加拒否もしくは、当該申請を非承認とす
る権利を有します。本、“口座開設ボーナススキーム” における、“ご紹介者や関係者”の定義は以下に明示するものと
し、又、個人・法人・団体等に該当する場合も含まれます:

a) 家族・家族に該当するメンバー、兄弟姉妹・配偶者・先祖・直系/副系問わず子孫など
b) “口座開設ボーナススキーム”の参加者が、直接・間接を問わず、一人以上の仲介者や関係者を通じて、統制もしく
は管理する場合もしくは、共有されている場合など*この統制・管理は、「***によって統制されている」「***と共通の
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統治下にある」場合などの用語的定義も含まれるものとします。又、議決権の有無を問わず証券や権利を所有する
個人・法人もしくは、経営方針を指示もしくは指示する権限を直接・間接を問わず、一人以上の仲介者もしくは関係
者を通じて取得出来る位置に該当する者

6. 同様に、TTCMもしくは関連会社が運営しているウェブサイトやソーシャルネットワークアカウント、マーケティング業務に関わ
る個人・法人は、“口座開設ボーナススキーム”掲載ページの紹介や案内等を発行する事は出来ますが、“口座開設ボー
ナススキーム”自体への申し込みや参加は出来ません。

B. “口座開設ボーナススキーム” 利用における特別要件
1. 以下記載の条件を満たす事で、本、“口座開設ボーナススキーム” のご利用が可能です。記載の条件を満たさない場合は、ご
利用頂けませんのでご了承ください:

a) “口座開設ボーナススキーム”として、ボーナス資金の受け取りを希望されるお客様は、口座開設フォームへ入力される
際に、プロモーションコードとして、HEISEI_5000JPY とご入力下さい。

b) “口座開設ボーナススキーム”におけるボーナス資金を受け取る為には、お客様の口座開設並びにプロフィールが弊社
にて承認されている必要がございます。

c)

“口座開設ボーナススキーム”におけるボーナス資金は、5,000円 (もしくは、ご利用の口座通貨が異なる場合は、
5,000円相当金額となります。例：ドル建て口座の場合は当日のレートにて5,000円をドル建てに換算した金額)

d) “口座開設ボーナススキーム”を通じて受領したボーナス資金の利用可能期限は、90日（カレンダー上の90日とな
り、土曜日曜・祝祭日も含まれます。）となります。

e) 上記記載のカレンダー上の90日が経過しますと、“口座開設ボーナススキーム”を通じてお受取り頂きましたボーナス資
金は、お客様のMT4口座から自動的に削除されるシステムになっています。ボーナス資金は、クレジット機能を通じて
付与され証拠金の一部としてご利用頂ける為、実際にご入金頂く事無くポジションを保有する事が出来ます。しかし
ながら有効期限の90日が過ぎますと、付与されたボーナス資金は削除され、お客様に保有頂いているポジションがあ
る場合はポジションはクローズされます。

f) “口座開設ボーナススキーム”を通じてボーナス資金を受領し、かつお客様ご自身で投資資金をご入金頂いている場
合、上記記載のカレンダー上の90日が経過しますと、“口座開設ボーナススキーム”にて付与されたボーナス資金のみ
削除されます。保有ポジションがある場合、ボーナス資金が削除された事で強制決済（SO）が発動する可能性がご
ざいますので、ボーナス資金削除後も、お持ちのポジションを保有するに十分な証拠金残高を維持して頂けます様お
願い申し上げます。
2. 本、“口座開設ボーナススキーム”は、新規にTTCMにて口座開設頂くお客様のみご利用頂けます。本、“口座開設ボーナスス
ーム”は、プロフィールが認証されると同時にプロ口座が作成され、5,000円のボーナス資金が当該口座へ付与されます。
3. (1)つのIPアドレスに対して、 (1)つの“口座開設ボーナススキーム”がご利用頂けます。同一のIPアドレスから、複数のプロ
フィールを作成頂き、複数の“口座開設ボーナススキーム”を申請頂く事は出来ませんのでご了承ください。*“口座開設ボー
ナススキーム”をご利用頂かない場合は、同一のIPアドレス、異なるメールアドレスにて弊社に複数プロフィールをお持ち頂く
事は可能です。
4.

“口座開設ボーナススキーム”ボーナス資金にてお取引頂いた利益分は、ボーナス資金をお受け取り頂いたライブ口座で
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の取引量が最小5ロット（往復取引）を完了しましたらいつでもご出金頂く事が出来ます。
5. “口座開設ボーナススキーム”でのボーナス資金は、ボーナス資金受領要件を満たしたお客様の特定の口座へ付与されま
す。ライブ口座間で、当該ボーナス資金の付け替えは出来ませんのでご了承ください。
6.

“口座開設ボーナススキーム”、ボーナス資金での取引おける利益分は、B-4条項記載の条件を満たした場合、通常の
出金と同様に出金頂く事が出来ますが、ボーナス資金を利用した取引における利益分の出金可能最大金額は
10,000円までとなります。

C. 一般条項
1. お客様のプロフィール承認、ライブ口座開設完了後、“口座開設ボーナススキーム”の付与が完了するまで、“口座開設ボ
ーナススキーム”における獲得要件を満たしているかの確認作業の為、最大で24時間程度要する場合がございます。
2. “口座開設ボーナススキーム” は、TTCMにて新規にプロフィールを作成頂き、ライブ口座を開設頂く事で、ボーナス資金
獲得要件を満たす全てのお客様にご利用頂けますが、受領されたボーナス資金は、お客様の取引における必要証拠金
としてご利用頂く為のものとなり、ボーナス資金を出金頂く事は出来ませんのでご了承ください。
3. トレーダーズ・トラストにてプロフィール作成・ライブ口座開設後、“口座開設ボーナススキーム”にてボーナス資金獲得後
に、ご入金頂き、お取引が無い状態で頂く場合、“口座開設ボーナススキーム” にてお受取頂きましたボーナス資金はお
客様のライブ口座から消去されます。又、以降のプロモーションがご利用頂けなくなる場合もございますのでご注意下さい。
4. 口座間資金移動にてお客様の資金を移動される場合は、当該口座にてお受取頂いたボーナス資金が削除され、MT4
口座残高にございます資金のみ資金移動する事が出来ます。資金移動先で新規にボーナス資金を受領する事は出来
ませんのでご留意下さい。
5. ボーナス資金は、受領した口座から個別に切り離して他のライブ口座へ移動する事は出来ません。
6. 以下記載の事象が発生した場合、TTCMは当該お客様のプロフィール並びに、ライブ口座にて、ボーナス資金の剥奪・削
除・消去・非付与する権利を有します:

i.

プロフィール並びに口座開設申請が完了していない場合や、開設後に“口座開設ボーナススキーム”の付与をお客様が希望さ
れない場合;

ii.

“口座開設ボーナススキーム”の悪用・乱用と会社が判断する場合や、弊社ウェブサイト記載の“TTCM利用条件
並びにポリシー”規約条項に反する行為があると判断する場合

7. 如何なる状況においてもTTCMでは、ボーナス資金の非付与・キャンセルだけでなく、ボーナス資金を利用した取引におけ
る強制決済（SO）等が発動した場合であっても瑕疵を負いません。ボーナス資金の利用についてはお客様ご自身の判
断にてお願い申し上げます。
8. TTCMが、特定のお客様に対して “口座開設ボーナススキーム”を継続して提供出来ないと判断した場合には、当該お
客様へメールにてご連絡の上、“口座開設ボーナススキーム” の提供を中止する権利を有しします。
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9.

“口座開設ボーナススキーム”によるボーナス資金の利用を中止したい場合は、弊社カスタマーサポートメールアドレス
（support.int@ttcm.com / jsupport@ttcm.com） 宛てにご依頼頂ければ、ボーナス資金の利用を中止する
事が出来ます。ボーナス資金の利用中止後、ご希望の手続きがございましたら合わせてご教示下さい。

10. 弊社にてメールにてお問合せ頂く際は、①お客様のお名前②ご登録のメールアドレス③口座番号④お問合せ内容等を
明記の上、弊社カスタマーサポート（support.int@ttcm.com / jsupport@ttcm.com）宛てにご連絡下さいま
せ。
11. TTCM では、 “口座開設ボーナススキーム” 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“口座開設ボーナ
ススキーム” 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。加えて、“口座開設ボーナススキーム”に
おけるボーナス資金獲得要件を満たしご利用のお客様は、内容や条件の変更・修正となった場合は、変更・修正後の利
用規約に自動的に同意頂いたものとして、継続利用が可能です。
12. 以下記載の行為が認められる場合、もしくは、疑わしき行為として判断される場合、“口座開設ボーナススキーム” におけ
る獲得要件を満たし既にボーナス資金が付与されている場合であっても、該当するお客様のライブ口座に付与されたボーナ
ス資金を剥奪する権利を有します。又、保有中のポジションがある場合、未確定損益共にキャンセル扱いとなり、お客様の
口座残高より削除させて頂きますのでご注意下さい。加えて、口座間でのアービトラージや、不正行為と判断される場合
は、ボーナス資金が付与された口座に留まらず、全てのお取引口座での建て玉をクローズすると共に、以降のポロモーション
やキャンペーンの対象から除外させて頂く可能性もございます。
・アービトラージ（裁定）取引：リスクフリー利益確定取引、キャッシュバックと連動したアービトラージ取引など）
・アビューズ行為：ボーナス資金のみを利用した特定の取引パターンに基づくアビューズ行為など
・不正行為や捏造・偽造行為
上記記載の不正行為や疑わしき行為によるTTCMの判断による建て玉のキャンセルや強制決済において損失が発生し
た場合も、弊社では一切の瑕疵をおいませんのでご了承ください。
13. ボーナス資金でのお取引は、パートナー様リベート報酬の対象とはなりませんのでご注意下さい。
14. 本プロモーションは、お一人様1回のみご利用頂けます。
15. “口座開設ボーナススキーム”へ参加申請頂く場合は、同時に、当該ボーナススキームが“TTCM利用条件並びにポリシ
ー”の一部であり、“TTCM利用条件並びにポリシー”へ合意頂いたものと判断させて頂きます。
16. 本、“口座開設ボーナススキーム”記載の条項は、バミューダ共和国の法律に準拠し解釈されるものとします。これらの条
項に含まれない紛争や状況が発生した場合は、関係者各位にとって最も公正と判断される方法にてTTCMにて解決さ
れるものとし、決定は最終決定とみなしその後いかなる法的手段にも応じないものと致します。
17. 本、 “口座開設ボーナススキーム” 利用条件が英語以外の言語に翻訳されている場合は、英文での取引条件に準拠と
するものとし、あくまで補完的に英語以外の言語に翻訳された書類としてご利用頂けます様お願い申し上げます。尚、英
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語での利用規約に比して解釈が異なる表現で翻訳されている場合は、英語版が優先されますのでご了承ください。

D. 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。
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WELCOME BONUS SCHEME TERMS AND CONDITIONS
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 “Welcome Bonus Scheme” 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“.
A. Conditions of Eligibility
1. Subject to, and without prejudice to, all other Business Terms and Policies, the offer is available to TTCM
Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in the sections
following hereinafter.
2. The “Welcome Bonus Scheme” may be offered by TTCM from time to time to clients who open real
trading accounts with TTCM, in cases where such clients are referred to TTCM via specific websites
and/or social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that TTCM may
be running from time to time on such specific websites and/or social network sites.
3. TTCM, at its reasonable discretion, offers the “Welcome Bonus Scheme” to any Client(s) and/or any
countries / regions as it deems appropriate and for as long as TTCM deems to provide it.
4. Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country of
residence may participate in the “Welcome Bonus Scheme”. Without limiting the foregoing,
participation in the “Welcome Bonus Scheme” is not allowed for persons under the age of 18 or
otherwise under legal age in their country of residence ("minors"). If you are a minor, you may not
participate in the “Welcome Bonus Scheme”.
5. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the “Welcome Bonus Scheme” is prohibited. If the
registration and / or trading data of a participant in the “Welcome Bonus Scheme” corresponds with the
registration and / or trading information, including but not limited to IP address, of another participant
in the “Welcome Bonus Scheme”, TTCM reserves the right to regard this matching as a reason for
immediate disqualification. For the purposes hereof, the term “Intermediary(ies)/Related Party(ies)”,
when used in these Terms & Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include
any person or entity bearing a relationship with any participant in the “Welcome Bonus Scheme”,
including, without limitation:
a)

family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants and collateral
descendants;

b) person or entity, whom any participant in the “Welcome Bonus Scheme”, directly or indirectly
through one or more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more
intermediaries, is controlled by, or is under common control with any participant in the “Welcome

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

Bonus Scheme”; for purposes of this definition, the term “control” (including, with correlative
meaning, the terms “controlled by“ and “under common control with”), as used with respect to any
participant in the “Welcome Bonus Scheme”, shall mean the possession, directly or indirectly
through one or more intermediaries, of the power to direct or cause the direction of management
policies of such person or entity, whether through ownership of voting securities or otherwise.
6. Similarly, persons associated in any manner whatsoever with TTCM and/or with the specific websites
and/or social network sites on which TTCM may be running from time to time certain specific
promotions, contests and/or surveys, in the context of which access to the “Welcome Bonus Scheme”
is offered, are not allowed to participate in the offer.
B. Specific “Welcome Bonus Scheme” Terms
1. Eligible Clients, who meet the criteria set forth herein are able to receive a trading bonus equal to :
g) To receive the Welcome Bonus Scheme clients should sign up and put the code HEISEI_5000JPY into
the promotion code field.
h) In order to activate and credit Account with Welcome Bonus Scheme all Eligible Clients need to be duly
verified.
i) The amount of the Welcome Bonus Scheme is 5000 JPY,-(or currency equivalent).
j) The amount of the Welcome Bonus Scheme is credited for a period of 90 calendar days.
k) After the 90-day period is over, the Welcome Bonus Scheme credit will be deducted and all open
positions are closed if no additional real deposit has been processed.
l) After the 90-day period is over, and in case of additional real deposit only the Welcome Bonus Scheme
will be removed, this could close open position in case of insufficiency of margin to support open
positions.

2. This “Welcome Bonus Scheme” applies only to new clients of TTCM. After being verified, a credit of
5,000JPY will be automatically applied into your "Pro account type"
3. All Eligible Clients are permitted to hold only one (1) Welcome Bonus Scheme per one (1) unique IP
address. Multiple registrations from the same IP are not permitted nor multiple Welcome Bonus Scheme
accounts register with same personal details.
4. Profits from trading on Welcome Bonus Scheme Accounts may be withdrawn anytime, provided that the
trading volume in the relevant real trading account reaches at least 5 standards lots.
5. The Welcome Bonus Scheme applied to the real Accounts of Eligible Clients in accordance with the rules
set forth herein cannot be transferred between live trading accounts with TTCM.
6. Any profits generated from the utilization of the Welcome Bonus Scheme are available for withdrawal as
per our withdrawal procedure, the maximum profit available for withdrawal is JPY 10,000
C. General Terms
1.

Please note that it may take up to 24 hours before the Welcome Bonus Scheme is added to the
account of an Eligible Client who meets all of the criteria set forth herein.
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2. The “Welcome Bonus Scheme” applies to all clients who open real Account with TTCM in accordance with

the rules set herein and granted trading bonuses may be used for trading purposes only and cannot be
withdrawn.
3. Any withdrawal of funds from an Eligible Clients real Account(s) with TTCM will immediately nullify all

previously awarded trading bonuses and will cause all previously awarded trading bonuses to be
withdrawn from the respective Eligible Clients real Account with TTCM.
4. In the event of internal transfers between trading Accounts with TTCM, trading bonuses previously

credited to sending account will be removed. No new / additional trading bonuses will be credited upon
internal transfer to receiving account
5. Trading bonuses cannot be separately transferred between, or from Eligible Clients’ real trading

Accounts with TTCM.
6. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion:

a.
b.

to declineregistration of anyparticipant in the “Welcome Bonus Scheme”; and
disqualify any participant in the “Welcome Bonus Scheme” who tampers or attempts to tamper with the
operation of the “Welcome Bonus Scheme”, or breaches these terms and/or any of the “TTCM Business
Termsand Policies” set forth on TTCM’s website.

7. Under no circumstances shall TTCM be liable for any consequences of any trading bonus cancelation or

decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
8. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion, to discontinue the offering of this “Welcome Bonus

Scheme” to any of its clients. Such clients will be informed via email.
9. Clients may opt-out from the “Welcome Bonus Scheme” whenever they wish. Please send your request

at the following email address: support.int@ttcm.com or jsupport@ttcm.com and the relevant
department will process your request and inform you accordingly.
10. All claims should include the participant’s name and address, account number and a thorough

description of the problem and send to support.int@ttcm.com or jsupport@ttcm.com.
11. TTCM reserves the right to alter, amend or terminate the “Welcome Bonus Scheme” or any aspect of it

at any time. Prior notice of such changes will be given to clients and TTCM will post any such changes on
its website. It is recommended that participants in the “Welcome Bonus Scheme” consult these Terms &
Conditions on the TTCM’s website regularly. Please note that taking part in the “Welcome Bonus
Scheme” constitutes acceptance and agreement to abide by any such alterations, amendments and/or
changes.
12. Any indication or suspicion, in the Company’s reasonable discretion, of any form of arbitrage (including

but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant's trading activity
patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from the trading bonus
without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud,
manipulation, cash-back arbitrage connected to a trading bonus or any other forms of deceitful or
fraudulent activity, will nullify all previously credited trading bonus of the Eligible Client’s real trading
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Accounts with TTCM and/or any and all transactions carried and/or profits or losses garnered therein. In
these circumstances, TTCM reserves the right, at its reasonable discretion to close/suspend (either
temporarily or permanently) all such Eligible Client’s real trading Account(s) with TTCM, cancel all orders
and annul all profits of such participant. In these circumstances, TTCM shall not be liable for any
consequences of the trading bonus cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop
Out.
13. No partner’s commissions are paid for trading on trading bonuses funds when no additional client

deposit is processed.
14. This promotion may be redeemed only once by any Eligible Client.
15. Taking part in the “Welcome Bonus Scheme” constitutes acceptance of these Terms & Conditions and

of the Business Terms and Policies set forth on TTCM’s website.
16. The “Welcome Bonus Scheme” terms shall be governed by and construed in accordance with the Laws

of Bermuda. Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by TTCM in the manner
it deems to be the fairest to all concerned. That decision shall be final and/or binding on all entrants. No
correspondence will be entered into.
17. If any of the “Welcome Bonus Scheme” terms were to be translated into a language other than English,

then the English version of these terms shall prevail where there is an inconsistency.
D. Risk Warning
Forex and CFD trading involve a significant risk to your invested capital. Please read and ensure you fully
understand our Risk Disclosure, available at TTCM’s website
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