Global Competition Rules

[Live] Contest Rules
The Contest is sponsored by [Trader-Trust Ltd], hereinafter referred to as “TTCM” and “the Company”.
•

Registration for the Contest ends on [15/11/2019 - 23:59] GMT+2.

•

The contest starts on [21/10/2019 - 00:03] GMT+3 and will end [18/12/2019 - 23:59] GMT+2.
Registration for this Contest and/ or entry in the Contest constitutes your agreement to these Rules and
you will not be eligible for the prize unless you agree to these Rules

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contest prizes
The prize fund of the contest is 100,000 USD:
1st place is awarded with 50,000 USD
2nd place is awarded with 20,000 USD
3rd place is awarded with 10,000 USD
4th place is awarded with 5,000USD
5th – 10th is awarded with 2,500 USD

Participation Eligibility
Only persons of legal age (18 or older) can take part in the Contest.
One person can only open one contest account.
The Promotion is available to all live account holders funded under Contest [Anniversary - Live
Competition] prior 15th November 2019 (hereinafter referred to as “Participants”).
The minimum deposit amount is $1,000/€1,000/¥100,000 to be eligible to participate in the promotion
In order to participate in the promotion, the participants need to make the deposit before the last day of
registration 15th November 2019.

•

Each participant agrees to provide real data during the registration. Providing fake data may result in
disqualification from the Contest at any stage.

•

Each participant must be able to open a live account with [TTCM] in order to receive the prize. 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 award and name a different winner.

•

General Rules
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:
o

Any kind of IP match between two or more participants shall be grounds for
disqualification.

o
•

Any kind of arbitrage trading or any other abuse with pricing and/or quotes will be subject
to disqualification from the Contest.

Each contest account shall have the same trading conditions:
o Account type – similar to [TTCM] regular MT4 [Live] account.
o Initial deposit – [$1,000/€1,000/¥100,000] [Live].
o Leverage: Up to [1:500].
o Minimum volume required in order to be eligible to receive the prize is 30 lots for a gross

o

o

deposit of $1,000/€1,000/¥100,000 and proportionally which is the equivalent in lots of
3% of the total deposit amount.
Minimum volume - [0.01 lot, maximum volume – 1000 lots, step size - 0.01 lot, maximum
number of open positions/pending orders – 200].
The trading contest result will be based on: highest % in profit equity ((Equity end of the
period/total deposit)-1) x100

Trading via Expert Advisers is allowed [scalping].
The trading contest performance will be calculated based on total deposit
All the current contest stats shall be available at [TTCM] website.
On the [18/12/2019 - 23:59] GMT+2 which is the contest finish date, all open orders shall be automatically
closed at the current market rates.
o

•
•
•
•
•
•

The participants with the highest % in profit equity who also adhere to all other conditions set herein shall
be announced as winners.
Winners agree to the publication of their names in the [TTCM] Company news and Social pages.
Each contestant agrees that some of his/her registration data (including but not limited to country of
residence) will be published at [TTCM site] and the company's official Social pages.

•

The list of cash prize winners will be definitive within 3 working days following the end of the trading

•

contest period [18/12/2019 - 23:59] GMT+2.
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.
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.
The Company reserves the right to change the terms of the Campaign or cancel it at any time without

•

prior notice and without any liability to the participants
In case two or more contest winners have equal highest % in profit equity at the end of the contest, the

•

respective prize will be shared among them equally.
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.
RESTRICTED REGIONS: The competition will not be provided to residents from Australia, New Zealand,
Canada, Iran, Iraq, North Korea, USA, Cuba, Syria, Sudan, Afghanistan, Guyana, Lao People’s Democratic
Republic, Uganda and Yemen. Participants from these areas will not be able to open live accounts with
Company and as a result they will be disqualified.

Contests and prizes offered should not be considered as an incentive to trade. Only partake in the trading
contests when you feel you are ready to trade.
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.
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 [Broker].

トレーダーズ・トラスト
ワールド・ト
レーディングコンテスト取引条件

トレーダーズ・トラスト

ワールド・トレーディングコンテスト取引条件
（日本語参考訳）

ライブ口座 トレーディングコンテストにおけるルール
本トレーディングコンテストは、Traders-Trust Ltd.,により開催・運営され、以後“トレーダーズ・トラスト”もしくは“弊社”と称します。

•

本トレーディングコンテストへの登録可能期日は、2019年11月15日（サーバー時刻GMT+2、23時59分）までとなります。

•

本トレーディングコンテストは、2019年10月21日（サーバー時刻GMT+3、00時03分）から開始し、2019年12月18日（サーバ
ー時刻GMT+2、23時59分）に終了となります。

•

本トレーディングコンテストへの登録並びにコンテスト参加を持って、本トレーディングコンテスト取引条件に同意されたものとさせて頂きま
す。尚、本取引条件にご同意頂けない場合、コンテストへ参加されない状態では、賞金獲得要件を満たさず賞金を獲得頂く事は出来
ませんのでご注意下さい。
トレーディングコンテスト賞金一覧
賞金総額100,000ドル内訳:

•

第1位賞金額50,000ドル

•

第2位賞金額20,000ドル

•

第3位賞金額10,000ドル

•

第4位賞金額5,000ドル

•

第5位～第10位賞金額各2,500ドル

トレーディングコンテスト参加要件

•

法的に‘成人’と見なされる、18歳以上のお客様のみご参加頂けます。

•

一名様に付き、一つのトレーディングコンテスト用口座を開設頂けます。

•

本プロモーションは、コンテスト登録可能期日2019年11月15日までに、 [10周年‐トレーディングコンテスト]口座を開設頂き、当該
口座へ最小入金額以上の金額をご入金頂いた方のみ対象となります。以降、“参加者”と称します。

•

コンテスト参加要件として、最小入金額（$1,000/€1,000/¥100,000のいずれか）をご入金頂く必要がございます。

•

本トレーディングコンテストに参加頂くには、参加締切日2019年11月15日までにコンテスト用口座を開設し、ご入金頂いている必要
があります。

•

口座開設に必要な書類・データ等は正確な情報・データをご提出頂く必要があります。書類の改ざんや虚偽の申告が判明した場合、
コンテスト参加資格を喪失しますのでご注意下さい。

•

トレーダーズ・トラストにて必ずライブ口座を開設頂く事が本コンテスト参加要件となります。万が一お客様が参加要件を満たしていない
と弊社が判断する場合、トレーダーズ・トラストでは、賞金獲得権限の剥奪もしくは他の参加者を賞金獲得者とする権利を有します。

General Rules一般ルール

•

弊社では、コンテスト口座において、以下記載の、不正や不公正な取引と判断出来る取引や行為を含み、いかなる場合も会社の判
断に基づきコンテストへの参加拒否・もしくは賞金獲得要件剥奪等の最終決定を下す権利を有します。：

o

コンテスト用口座内にて同一のIPアドレスから複数の口座にてお取引履歴がある事が確認出来た場合は、賞金
獲得要件剥奪並びに、参加資格を喪失致しますのでご注意下さい。

o

いかなる裁定取引並びにプロモーション、価格もしくは価格フィードに対するアビューズ（規約違反等を含む）行為
と判断される場合、賞金獲得要件剥奪並びに、参加資格を喪失致しますのでご注意下さい。

•

各コンテスト口座は、お客様の居住国を問わず全て同一の取引条件となっています。：

o

口座種別‐トレーダーズ・トラスト スタンダード ライブ口座と同様の取引条件となります。
（日本のお客様は、クラシック口座に比して平均0.3～0.5Pips程スプレッドが拡張した口座になります。）

o

最小入金額-[$1,000/€1,000/¥100,000] コンテスト口座へご入金済の状態である必要がございます。

o

最大利用可能レバレッジ-[1:500].

o

賞金獲得要件最小取引量‐賞金を獲得頂くには、ご入金額の3％の取引量を完了頂く必要がございます。
（例：$1,000/€1,000/¥100,000をご入金の場合は30ロット）

o

取引可能ロット数-[最小取引可能ロット0.01 ロット, 最大取引可能ロット1000 ロット, ステップサイズ - 0.01 ロッ
ト毎、 最大保有（オープン）ポジション/指値注文数– 200]

o

コンテスト成績算出‐トレーディングコンテストの成績は有効証拠金残高における％（パーセンテージ）にて計測さ
れます。成績算出公式：((コンテスト終了時有効証拠金残高/入金額合計)-1) x100

o

可能な取引手法-EA、スキャルピング等可能

•

トレーディングコンテストにおける成績は総入金額にて算出されます。

•

トレーディングコンテスト開催中の途中経過、成績・ランキングは、トレーダーズ・トラストウェブサイトにてご確認頂けます。

•

コンテスト終了期間、2019年12月18日（サーバー時刻GMT+2、23時59分）の時点で、保有ポジションがある場合、当日当該
時刻のマーケット価格にて強制決済となりますのでご注意下さい。

•

コンテスト参加者において、コンテスト参加要件並びに証拠金獲得要件を満たし、且つ最も％にて有効証拠金残高を獲得したトレー
ダーを勝者として発表致します。

•

賞金獲得者は、弊社より発信されるニュースやソーシャルメディアにおいて賞金獲得者・勝者としてお客様のお名前が発表される事にご
同意頂いた事と見なします。

•

上記に加え、賞金獲得者は、弊社より発信されるニュースやソーシャルメディアにおいて賞金獲得者・勝者としてお客様の居住地等
（居住地に限定されずご登録情報の一部等）が発表される事にご同意頂いた事と見なします。

•

コンテスト終了時、2019年12月18日（サーバー時刻GMT+2、23時59分）より3営業日程で、成績算出並びに賞金獲得者を
発表致します。

•

賞金獲得者は、成績発表から20日程でお客様のライブ口座へ賞金額が入金されます。お客様のMT4運用口座からウォレット口座へ
資金移動頂いた後、出金規制等一切なしにご出金申請頂けます。（出金手数料については、通常の出金申請と同様の手数料が
掛かります。）

•

本取引条件において、英文記載内容と他言語参考訳における意訳、相反等がある場合は、英文に準拠します。

•

トレーダーズ・トラストでは、事前の通知なしに、コンテストの中止・キャンセル・変更を履行する権利を有し、いかなる場合も参加者への
瑕疵は負いません。

•

コンテストにおける賞金獲得者の成績が同一の％を示した場合は、当該賞金額は、同一成績者間にて均等に分配されるものと致しま
す。

•

トレーダーズ・トラストでは、直接的・間接的を問わず何かしらの不正があった証明を取得した場合、既に付与された賞金もしくは勝者
の取り下げ、無効化、返還を求める権利を有します。

•

お取引制限地域:本トレーディングコンテストは、オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・イラン・イラク・北朝鮮・米国・キューバ・シリア
・スーダン・アフガニスタン・ガーナ・ラオス共和国・ウガンダ・イエメン等の国並びに当該国へ居住されているお客様はご利用頂けません
。
本コンテストや、コンテスト賞金は、取引におけるインセンティブ（報酬）としてはみなされず、且つお取引におけるインセンティブ（報
酬）には該当しません。その為、お取引の準備が出来ている場合のみご参加頂けます様お願い申し上げます。
TTCM Traders Capital Limited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。
弊社にてお取引頂ける金融商品はマージン取引（証拠金取引）に該当し、高いレベルのリスクを伴う為、お客様の投資資本の全てを失う恐れ がご
ざいます。これらの投資商品は全ての方に適した商品では無い為、当該金融商品のお取引を希望される場合は、関連・内在するリスクに関してお客
様ご自身で十分にご理解頂いている必要がございます。詳細は「金融商品及び投資サービスにおけるリスク開示」をご参照頂けます様お願 い申し上げ
ます。

