200％ご入金ボーナスプロモーション（クレジット・ボーナス）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。

1. 概要ご紹介
本、200％入金ボーナスプロモーション（クレジット・ボーナス）利用条件規約（以下、“プロモーション利用条件規約”と称
します。）並びに、弊社ウェブサイト（www.traders-trust.com/ja）（以下、“Traders-Trust ウェブサイト” と称し
ます。) に掲載する、TTCM Traders Capital Limited, Bermuda (“TTCM”) が規定する取引条件 (“TTCM’顧客
契約-取引条件” と称します。) に基づき、2020年 11月 1 0 日より開始され、 弊社により定められる終了日までの期間に指
定の取引口座へご入金頂き、200％ご入金ボーナス申請フォームより、クレジット・ボーナスの付与に関して申請頂いたお客
様へ、200％ご入金ボーナスを付与させて頂きます。
本、200％ご入金ボーナスプロモーションの対象となるお客様は、クラシック口座もしくはプロ口座を新規に開設頂くお客様、もし
くは既にクラシック口座・プロ口座をお持ちのお客様で、プロモーション開催期日内に、新規にご入金頂いたお客様が対象とな
ります。
対象期間内に、一度200％ボーナスをお受け取り済みの場合でも、お受け取り済みボーナスが削除されてしまった場合や、
出金要件を満たし一度ご出金頂いたお客様も、再度最低入金額をご入金頂く事で、ご入金額に応じて最小 400,000 円
～最大 20,000,000 円（もしくは、相当金額）のご入金ボーナス（クレジット・ボーナス）を付与致します。

*本、200％ご入金ボーナスプロモーションの獲得要件・ご利用方法・出金方法等に関しては、以下記載に条項にて詳細をご確認頂
き、お申込みいただけます様お願い申し上げます。

2. プロモーション利用条件
本プロモーション利用条件（以下、“利用条件“と称します。）は、プロモーション獲得要件を満たすお客様へ“クレジット・
ボーナス”を付与させて頂く為に制定しており、プロモーション獲得要件として、クラシック口座もしくはプロ口座へのみ、TTCM
は、当該“クレジット・ボーナス”の付与が可能です。
TTCMでは独自の裁量により、予告なしに本プロモーションの一部を変更・修正もしくは終了する権利を有するものと致します。
変更内容や修正、終了については、弊社ウェブサイトに掲載致しますので、定期的に弊社ウェブサイト掲載のプロモーションペー
ジ並びに利用条件をご確認頂けます様お願い申し上げます。お客様にて弊社ウェブサイトやサービス内容をご確認頂けていない
場合であっても、弊社サービスを継続してご利用頂いている場合、弊社ウェブサイト掲載内容に同意されたものとさせて頂きま
すのでご留意くださいませ。
TTCMでは、正当な理由の説明もしくは詳細を開示する事なく、いつでも独自の裁量並びに判断で、お客様からの “クレジッ
ト・ボーナス” 付与申請を辞退、削除する権利を有します。又、TTCMでは、ストップ・アウト（強制決済）等、お客様のお
取引による “クレジット・ボーナス” の自動削除や減少について如何なる責務・瑕疵を負いません。

TTCMでは独自の裁量により、本プロモーションを利用した不正な操作や改算などの疑いがある行為並びに、不正な操作や改
算などをしようとするお客様から、本プロモーションにより付与された “クレジット・ボーナス” の剥奪並びに獲得要件を満たさない
お客様として、本プロモーションからの適用を除外する権利を有します。同時に、“クレジット・ボーナス” の剥奪並びに獲得要
件を満たさないお客様として、本プロモーションからの適用を除外された場合に発生した、“クレジット・ボーナス”の自動削除に伴
う、ストップ・アウト（強制決済）や “クレジット・ボーナス” 減少について如何なる責務・瑕疵を負いません。
本、“プロモーション利用条件規約”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。本、“プロモーション利用条
件規約”に記載の無い項目や条件等により発生した紛争や状況は、関係者全員にとって最も公正と見なされる方法で
TTCMの経営陣によって解決されるものとします。加えて、その決定は最終決定としてその後如何なる場合においても、法的措
置等の折衝には応じないものと致します。
本、“プロモーション利用条件規約”を英語以外の言語に翻訳する場合、英語版を優先するものとして、意訳等により矛盾が
生じる場 合は、英語版に準ずるものと致します。

3. クレジット・ボーナス獲得要件
本、“プロモーション利用条件規約” 並びに、“TTCM’顧客契約-取引条件”記載の取引条件並びに方針に基づき、かつ
以下のセクションに記載のクレジット・ボーナス獲得要件を満たすお客様（以下、“適格クライアント”と称します。）は、本プロモ
ーションに基づく “クレジット・ボーナス” をお受け取り頂けます。

“クレジット・ボーナス” 獲得要件は以下記載の通りです:

a.

本“クレジット・ボーナス”は、TTCMにて新規にライブ口座開設申請後プロフィールが認証されたお客様、並びにTTCM
既存のお客様で、お持ちのクラシック口座もしくはプロ口座へ新規にご入金頂いたお客様のみ“クレジット・ボーナス”付与を
申請頂けます。
適用例 1）
2020 年11月16日にライブ口座開設承認が完了し、200,000 円をウォレット口座へご入金後プロ口座へ資金移動された
お客様
適用例 2）
2020年9 月10 日にライブ口座開設承認が完了し、2020 年11 月20 日にウォレット口座へ 500,000 円ご入金後クラシック
口座へ資金移動されたお客様
非適用例 1）- プロモーション開催期日適用外
2020年9 月1 日にライブ口座開設承認が完了し、2020年9 月15 日にウォレット口座へ 200,000 円ご入金後、
2020年11月 16 日にプロ口座へ資金移動頂いたお客様
非適用例 2）- プロモーション対象金額外
2020 年11月6 日にライブ口座開設承認が完了し、2020 年11 月16 日に100,000 円をウォレット口座へご入金後、プロ
口座へ資金移動
非適用例 3）- プロモーション非対象口座
2020 年 11月 16 日にライブ口座開設承認が完了し、2020 年 11月16 日に300,000 円をウォレット口座へご入金後、旧
口座種別（低スプレッド口座）へ資金移動

b.

適格クライアントとして、クレジット・ボーナス獲得要件を満たすお客様は、TTCMウェブサイトに掲載されている、200％ご入金ボーナス
プロモーション、ラン ディングページ内にございます申請フォームより、“クレジット・ボーナス”付与について申請頂く必要がございます。
クレジット・ボーナス申請フォーム： https://traders-trust.com/ja/bonus-200/

c.

TTCMにてサービスを提供可能な国に居住のお客様へのみ本、200％ご入金ボーナスプロモーションをご利用頂けます。
尚、上記記載のTTCMにてサービスを提供可能な国に居住のお客様であっても18歳以下のお客様は、200％ご入金ボーナスプロ
モーションをご利用頂けませんのでご注意下さい。

d.

本、“クレジット・ボーナス”の対象となる適格クライアントのお客様は、TTCM にて口座開設頂くに辺りご提出頂いている
身分証明書類記載と同一のお名前並びに苗字、有効なメールアドレスなど、正確で最新の情報をご提出頂いている
必要がございます。尚、口座開設承認を受けるに辺り、お客様の身分証明書類・住所証明書類を TTCMクライアン
トポータル（セキュア・エリア）からアップロード頂き、承認を受ける必要がございます。提出頂く書類は、必ずご本人様
のものであり、いかなる場合も他者のものを流用したり、捏造したり、改ざんされたものは承認出来ません。TTCMでは、
お客様よりご提出頂く個人情報を、規定の「個人情報保護ポリシー」に基づき慎重に扱い、適格に保管並びに処理し
ています。

e.

TTCMにて弊社提供サービスをご利用頂くお客様は、弊社サービス並びに他のユーザー様保護の観点からも、TTCM ク
ライアントポータルへのログイン ID やパスワードを第三者と共有する事を認めていません。TTCM ウェブサイトやクライアン
トポータル（セキュア・エリア）を通じて、適格クライアントのお客様は、当該 “クレジット・ボーナス” の付与申請を提出頂
けますが、登録情報を使用したアカウント内で発生した全ての行為や不具合については、適格クライアント様単独での責
任となります。万が一、TTCMにて提供しているサービスへアクセスする為の登録情報（登録メールアドレスや、パスワー
ドなど）が、不正に使用されている場合は、直ぐにTTCMへ通知頂く共にパスワードの変更をお願い致します。

4. プロモーション詳細
本、“プロモーション利用条件規約” 並びに、“TTCM’顧客契約-取引条件”記載の取引条件並びに方針に基づき、以下
記載の項目を満たし適格クライアントに該当するお客様は、“クレジット・ボーナス”をお受け取り頂けます：
•

プロモーション開催期間内に、初回もしくは追加で TTCMに開設されたクラシック口座もしくはプロ口座へご入金
頂いたお客様は、20,000,000 円を上限として “クレジット・ボーナス” をお受け取り頂けます。10,000,000 円
以上ご入金頂いたお客様は、20,000,000 円が “クレジット・ボーナス” の上限金額となりますのでご留意ください。
（尚、円建て以外の通貨にてご入金頂く場合は、20,000,000 円相当額と致します。）

•

“クレジット・ボーナス” 対象となるご入金額は、200,000 円を最小金額～10,000,000 円を最大金額とし
ています。その為、お受取り頂ける “クレジット・ボーナス” 最小金額は400,000円となり、最大金額は
20,000,000 円となります。

*200,000円（相当額）以下をご入金頂く場合は、本200％ご入金プロモーションの対象とはなりませんので
ご注意下さい。又、100,000円を2回ウォレット口座から資金移動頂くなど、累積でのご入金は対象となりません
のでご注意下さい。
•

TTCM にお持ちのクラシック口座もしくはプロ口座へウォレット口座から資金移動頂いたのち、本200％ご入金ボ

ーナスプロモーションにて “クレジット・ボーナス” のお受取をご希望のお客様は、“クレジット・ボーナス”申請フォー
ムへ必要事項をご入力の上、TTCM 宛てにし “クレジット・ボーナス” の付与に関して申請フォームを送信頂く
必要がございます。TTCM 営業時間内であれば、申請フォーム受信後 30 分以内にお客様の口座へ“クレジッ
ト・ボーナス”を付与させて頂きます。
“クレジット・ボーナス” 申請フォーム：https://traders-trust.com/ja/bonus-200/
•

“クレジット・ボーナス” は、お取引における証拠金としてご利用頂けますが、有効証拠金額が、ご入金額もしくはお受
け取りの200％ボーナス金額を下回った場合は自動的に付与されたボーナスが削除されます。 又、以下記載の残
高への変換要件を満たし、残高への振り替えが完了しない場合、ご出金頂く事は出来ませんのでご注意下さい。

•

“クレジット・ボーナス” は、以下記載の条件を満たした場合に限り、ご出金可能な残高とする事が出来ます。：
1 ロット往復取引を 300JPY として換算
例）600,000 円の“クレジット・ボーナス”をご出金可能な残高に変換する為には、600,000JPY÷300JPY＝
2,000 ロットのお取引を90日以内に完了頂く必要がございます。

•

“クレジット・ボーナス” をご出金可能な残高へ変換する為の、 “変換可能期間” は、 “クレジット・ボーナス” が付与
された日から 90日以内と致します。

•

上記記載の“変換可能期間” である“クレジット・ボーナス”付与から90日以内に、 “クレジット・ボーナス”が付与さ
れた口座からウォレット口座へ資金移動を希望される場合は、弊社カスタマーサポート（support.int@ttcm）宛
てにご連絡頂く必要がございます。“変換可能期間”内に“クレジット・ボーナス”としてお受取頂きましたクレジットをご
出金可能な残高へ変換する為の必要お取引量を完了頂いていない場合で、かつ資金移動を希望される場合は、
付与された“クレジット・ボーナス”をTTCMにて削除させて頂きます。“クレジット・ボーナス”の削除が完了しましたら“クレ
ジット・ボーナス”が付与された口座からの資金移動が可能になります。

•

又、付与されたボーナスの有効期限は90日となります。90日が経過しますと付与されたクレジットボーナスは自動
的に削除されますのでご注意下さい。
尚、本 200％ご入金ボーナスをお受け取り後、口座内にご利用中のボーナスがある場合は重複してお申込みいただく
事は出来ません。
* “変換可能期間” 内に、残高変換を満たさずお受けり頂いたボーナス分を削除後ご出金頂いた場合、再度
200％ご入金ボーナスをお受け取り頂くには再度ご入金後、200％ご入金ボーナス申請フォームより申請頂く必要
がございます。

•

お取引に応じて、お客様の口座有効証拠金の合計金額が、付与された“クレジット・ボーナス”金額を下回った場
合、自動的にお客様の口座へ付与された“クレジット・ボーナス”が削除されます。“クレジット・ボーナス”の削除のみ
に関わらず、“クレジット・ボーナス”の削除に伴うストップアウト（強制決済）や注文の未発注・未完了などが発生し
た場合も、TTCMでは如何なる責任、瑕疵を負いませんのでご注意下さい。

•

本200％ご入金ボーナスプロモーション開催期間に、“クレジット・ボーナス”付与対象最小入金額をウォレット口座へ
ご入金頂き、その後クラシック口座、プロ口座いずれかの一つの口座へ資金移動頂いた金額をご入金額として見な
します。
“クレジット・ボーナス”の付与が完了するまでは、お客様の口座は通常のクラシック口座、プロ口座となります。

“クレジット・ボーナス”は、二つの異なる口座にて受け取る事は出来ません。又、お客様がお持ちのクラシック口座

•

にて“クレジット・ボーナス”が付与された場合、その後他のMT4運用口座へ付与された“クレジット・ボーナス”を付け
替える事は出来ません のでご注意下さい。
•

本 200％ご入金ボーナスプロモーションは、TTCM にて開催している他のプロモーションと合わせて利用頂く
事は出来ません。
例）本 200％ご入金ボーナスプロモーションと VIP キャッシュバックリベートキャンペーンの併用など

適格クライアント様のクラシック口座・プロ口座にて、本“クレジット・ボーナス”の悪用、操作、アービトラージに限定されず、詐欺
的もしくは詐欺的行為の兆候、もしくは疑いがある場合は、TTCMでは、“クレジット・ボーナス”の削除のみでなく、当該クライ
アント様へTTCM にて提供するサービスの提供を全て中止・無効とさせて頂く権利を有します。
“クレジット・ボーナス” の削除のみに留まらず、当該クライアント様がその他 TTCM にて提供するプロモーションを利用されてい
る場合は、そのプロモーションへの参加・権利の剥奪、お持ちの MT4 運用口座における一時的もしくは恒久的な停止もしく
は削除という措置を取らせて頂く可能性もございます。尚、口座の凍結・閉鎖時には、当該クライアント様がお持ちポジションは
全てクローズとさせて頂き、TTCM では如何なる責任・瑕疵も負いません。

5. リスク傾向
高リスク警告：本プロモーションへの獲得要件を満たすお客様は、TTCM にて提供するサービスは、高いレベルのリスクを伴う
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を伴う金融派生商品をお取引頂けますが、当該金融商品のお取引が全ての投
資家に適する金融商品ではございません。
レバレッジを利用した取引は、お客様の取引において優位に作用する場合もありますが、不利に作用する場合がございます。又、
お客様の投資資金の一部もしくは全部を失う可能性がございますのでご留意ください。TTCMにて提供している金融商品のお
取引を開始される前に、何か 疑問点や不安がある場合は、独立した金融アドバイザーからのアドバイスを取得する等、お客
様の投資目的や経験レベル、リスク傾向等を

熟慮頂き、投資の最終判断はお客様ご自身にて決定頂けます様お願い申し

上げます。
加えて、弊社ウェブサイト記載の、「金融商品および投資サービスに関するリスク開示」の全文を熟読頂けます様お願い申し上
げます。

6. プロモーション開催期日
本プロモーションは、“プロモーション利用条件規約” 記載に基づき、TTCMが定める提供期間において、それを提供するのに
適していると判断する限り有効と致します。TTCMではいつでも独自の判断にて本プロモーションの提供期間を修正・変更・中止
する権利を有しますのでご注意下さい。

TERMSAND CONDITIONS
200% BONUS PROMOTION (Credit Bonus)

1. Introduction
Subject to the Terms and Conditions set forth hereinafter (the “Offer Terms”) and TTCM
Traders Capital Limited, Bermuda (“TTCM”) Business Terms and Policies set forth on the
TTCM Website (the “Traders-Trust” Website ”) at the following URL: www.traders-trust.com
(“TTCM’ business Terms and Policies”), Clients that meet the criteria set forth hereinafter
(“Eligible Clients”) will, from 10.11.2020 at 00:00 (GMT+3) will be eligible for a Credit Bonus qual
to:

200% on the amount of their first or new deposit that is made in their live Classic or Pro
Account Account(s) with TTCM, provided that the maximum amount of any such “Credit
Bonus” awarded to any particular Eligible Client will be limited to a maximum amount of
JPY 20,000,000,-(or currency equivalent).

2. Offer Terms
The Offer Terms set forth hereinafter the “Offer Terms” form the basis of the “Credit Bonus”
promotional offer, whereby Eligible Clients of TTCM may be rewarded with a “Credit Bonus”
to their live Classic or Pro the “Offer” when trading on these accounts, subject to these
Offer Terms the “Credit Bonus”.
TTCM reserves the right to alter, amend or terminate this Offer, or any aspect of it, at its
sole discretion, at any time and without prior notice and will notify you of any such
changes by posting the modified Offer Terms on the TTCM Website (the “TTCM Website”).
TTCM recommends that you revisit these “Offer Terms” regularly. Please not that by your
continued use of the TTCM Website and the services offered by TTCM you accept any such
modified Offer Terms.
TTCM reserves a right to decline a Client’s “Credit Bonus” application at any time and at its
sole discretion, without the need to provide any justification or explaining the reasons for
any such declination. Under no circumstances shall TTCM be liable for any consequences of
any bonus cancelation or decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
Offer Terms on the TTCM Website. TTCM recommends that you revisit these Offer Terms
regularly. Please note that by your continued use of the TTCM Website and the services
offered by TTCM you accept any such modified Offer Terms.

TTCM reserves the right, at its sole discretion, to disqualify any individual that tampers or
attempts to tamper with the operation of the Offer, or breaches the Offer Terms and/or
any of TTCM’ Business Terms and Policies. In these circumstances, TTCM shall not be liable
for any consequences of the bonus cancelation, including, but not limited to, order(s)
closure by Stop Out.

These Offer Terms shall be governed by and construed in accordance with the Laws of
Bermuda. Any dispute or situation not covered by these Offer Terms will be resolved by
TTCM’ management 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.
If any of these Offer Terms were to be translated into a language other than English, then
the English version of these Offer Terms shall prevail where there is an inconsistency.

3. Conditions of Eligibility
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
Client”) as set out in the Sections following hereinafter.
The Eligibility Criteria for the Offer are:
f.

The “Credit Bonus” scheme shall apply to all verified clients of TTCM who open a
live Classic or Pro Account with TTCM, and existing TTCM account holders, who will
process new deposit.
Sample

g.

The Eligible Client must elect to opt-in to take part in the Offer by expressly confirming
his or her decision on the Offer landing page that is posted on the TTCM Website;

h.

Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their
country of residence may participate in the “Credit Bonus” scheme; without limiting
the foregoing, participation in the “Credit 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 “Credit Bonus” scheme.

i.

In order to qualify for the “Credit Bonus”, Eligible Clients must provide TTCM with
true, accurate, current and complete information, including their full name, identical
to that specified in their ID documentation, as well as an active contact e-mail, and
must upload all necessary, clear and legal documents in the clients secured area.
Eligible Clients must agree not to impersonate any person or entity, misrepresent any
affiliation with another person, entity or association, use false headers or otherwise
conceal their identity for any purpose. TTCM will treat with care all such information
that is entrusted to it, in accordance with the disclosures provided during the
registration process and in TTCM Privacy Policy.

j.

For their protection and that of other users of TTCM’ services, Eligible Clients should
not share their registration information (including their ‘username’ and ‘password’) with
any other person or business entity for any purpose including, but not limited to,
facilitating access and unauthorized use of TTCM services. Eligible clients are solely
responsible for all acts or omissions that occur within their account with TTCM and/or
TTCM’ Website(s) using their registration information. If an Eligible Client believes that
someone has used or is using his or her registration information, ‘email’ or ‘password’ to
access any of TTCM services without his or her prior authorization, he or she should
notify TTCM immediately.

4. The Offer
Subject to all other Business Terms and Policies, any Credit Bonuses due to an Eligible
Client will be equivalent to:
•

200% on the amount of their first or new deposit that is made in their live Classic
or Pro Account(s) with TTCM, provided that the maximum amount of any such
“Credit Bonus” awarded to any particular Eligible Client will be limited to a
maximum amount of JPY 20,000,000- (or equivalent).

•

The minimum amount eligible is JPY 200,000- and the maximum amount eligible is
JPY 10,000,000Therefore, the minimum “Credit Bonus” will be JPY 400,000- and the maximum
“Credit Bonus” will be JPY 20,000,000- awarded to any particular Eligible Client.

•

After the deposit within the Classic or Pro Account(s) with TTCM, the Eligible client
need to request his “Credit Bonus” by filling this form and the credit will be applied
within 30 minutes during office working hours.

•

Credit Bonuses may be used for trading purposes only and cannot be withdrawn.

•

“Credit Bonus” can be converted in cash, only after having fully completed the
conversion of the “Credit Bonus” with the following calculation:
1 standard lot is equivalent to JPY 300.
Example: to convert a Credit Bonus of JPY 600,000-into a free cash, a total of 2000
lots need to be completed within 90 days.

•

The “Conversion Period” is 90 days from the “Credit Bonus” application date.

•

Before any withdrawal, client need to contact the support.int@ttcm to allow the
withdraw. Therefore, any withdrawal of funds during the “Conversion Period”
from an Eligible Clients live Classic or Pro Account(s) with TTCM will immediately nullify
all previously awarded Credit Bonus and will be removed.

This promotion may be redeemed only once by any individual customer.

•

In the event that the sum of the Balance and floating PL amount becomes smaller
than the “Credit Bonus” all previously awarded Credit Bonus will be cancelled and
will be withdrawn from the respective Eligible Client’s live Classic or Pro Account with
TTCM. In these circumstances, TTCM shall not be liable for any consequences of the
bonus cancellation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.

Only internal funds transferred between one single trading Accounts from new fresh
deposit with TTCM will be considered as a new deposit and, therefore, will qualify for the
awarding of a “Credit Bonus”. Until your credit bonus is not applied, your account is
considered as a standard Classic or Pro trading account.
Credit Bonuses cannot be separately transferred between, or from Eligible Clients
‘trading Accounts with TTCM.
This Offer cannot be combined with any other offers or promotions offered by TTCM
Any indication or suspicion of fraud, manipulation, cash-back arbitrage, or other forms of
deceitful or fraudulent activity in an Eligible Client’s live Classic or Pro Account(s) with TTCM
or otherwise related or connected to a “ Credit Bonus” will nullify all previously credited
bonuses of the Eligible Client’s live Classic or Pro 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 sole discretion to close / suspend (either temporarily or permanently) all
such Eligible Client’s live Classic or Pro Accounts 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 bonus cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.

5. Risk Warning
It is important that Eligible Clients are aware that their risks. HIGH RISK TRADING WARNING
Trading of complex financial products, such as Stocks, Futures, Foreign Exchange (‘Forex’),
Contracts for Difference (‘CFDs’), Indices, Options, or other financial derivatives, on ‘margin’
carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. The high degree of
leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade any of these
markets you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk
appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial
investment and, therefore, you should not invest money that you cannot afford to lose. You
should be aware of all the risks associated with trading these markets and seek advice from
an independent financial advisor if you have any questions or doubts. Please carefully read
our full ‘Risk Disclosures for Financial Instruments & Investment Services’.

6. Date
This Offer will remain in effect for as long as TTCM deems fit to provide it, based on the Offer
Terms outlined herein. TTCM reserves the right to modify or cancel this Offer at its sole
discretion at any time.

