国際女性デープロモーション
概要 2021年3月8日開始
1.1. プロモーション 「国際女性デー」（以下、「プロモーション」と称します）は、2021年3月8日から2021年
4月30日まで実施されます。
1.2. プロモーションは、TTCM Capital Markets Limited（以下、「TTCM」と称します）によって作成および開催
されます。

2. 両方のプロモーションに適用される条件
2.1. 参加しているすべての女性のお客様は、すべての条件が満たされている場合、TTCMプラットフォームを
介して取引可能な如何なる商品を取引する可能性があり、表に従ってキャッシュバック報酬を獲得します。
2.2 このプロモーションに参加するには、女性のお客様がTTCMで承認済みのアカウントを保有しており、クラ
シック口座またはプロ口座で取引する必要があります。 1日の取引量は、個々の口座毎に計算されます。 お客
様は複数の口座で取引可能です。 各口座の取引量は口座毎に計算されます。複数の取引口座をお持ちの場合
、クラシック口座またはプロ口座がプロモーションの対象となります。
2.3. キャッシュバック報酬は、上記の基準を満たし、指定された期間内に行われた決済トレードに対して支払
われます。
2.4. キャッシュバック報酬は、翌営業日に参加中のすべてのライブ取引口座に入金されます。
2.5. すべての計算は、上記のリベート計算期間内に利用可能な現在の為替レートを使用して行われます。

3. 雑則
3.1. TTCMは、事前通知なしに、一部またはすべての参加者に対して、いつでもこのプロモーションを終了ま
たは条件を修正する権利を留保します。 これには、個人または個人のグループからの詐欺または操作のケー
スが含まれる場合があります。 終了または行われる修正は、TTCMの独自の裁量で決定されます。
3.2. 如何なる翻訳の問題が発生した場合は、英文が優先されます。
3.3. 更なるサポートが必要な場合、または苦情を提出する場合は、support.int@ttcm.comまで電子メールを送
信してください。

TERMS AND CONDITIONS
Valid as of 08.03.2021
Introduction
1.1. The promotion ‘Empowering women’ (hereinafter referred to as ‘the Promotion’) will run from 08.03.2021 –
30.04.2021 (inclusive).
1.2. The Promotion is created and held by TTCM Capital Markets Limited (hereinafter referred to as ‘TTCM’).

2.

Conditions that apply to the Promotion

2.1. All Female participating Clients have the possibility to trade any of the instruments tradable through the TTCM
platform, on which they will receive a Cashback Rebate according to the table, provided that all conditions are met.
2.2 To participate in this Promotion, Female Clients are required to have a verified profile with TTCM and trade on a
Classic or Pro account type. The daily volume is calculated per individual account. Clients can trade in several accounts.
The volume of each account will be calculated separately. Clients can receive the promotion in several Classic or Pro
trading accounts.
2.3. Cashback rebates are paid for closed trades that meet the above criteria and are made within the specified period.
2.4. Cashback rebates will be credited to all participating live trading accounts the following working day.
2.5. All calculations will be made using the current exchange rates available within the above period of rebate
calculation.

3. Miscellaneous
3.1. TTCM reserves the right to terminate this Promotion or amend its terms at any time for any or all participants
without notice. This may include cases of fraud or manipulation from any individual or group of individuals. Any
termination or amendments made are determined at the sole discretion of TTCM.
3.2. In the event of any translation issues, the English text shall prevail.
3.3. Should you require further assistance or wish to submit a complaint, please send an email to
support.int@ttcm.com

