200%の入金ボーナス
はじめに

A.
1.

TTCM Traders Capital Limited（以下、「当社」、「トレーダース・トラスト」）は、1981年
会社法第14条および第6/132C(1)項に基づきバミューダで設立された有限責任会社であり、会
社登録機関に会社番号54135で登録されており、登録住所は5th Floor, Andrew's Place, 51
Church Street, Hamilton HM 12, Bermudaです。

2.

200%入金ボーナス」規約は、「TTCM顧客同意書-取引条件」の一部であり、ここに記載され
た規定は、すべての「TTCM顧客同意書-取引条件」の付属書とみなされます。

具体的な「200%入金ボーナス」の条件
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TTCM 200%入金ボーナスクレジット（以下、「プロモーション」）は、2020年10月11日
00:00（GMT+3）に開始され、2021年9月30日23:59（GMT+3）まで実施されます。
本プロモーションは、2020年11月10日から無期限で20万円以上を入金した新規および既存の
ライブ口座保有者（以下、「参加者」）が対象となります。
200％の入金ボーナスは、200,000円を超える入金ごとに、合計10,000,000円の入金を上限と
して、参加者のライブアカウントにクレジット（Credit）として付与されます。対象となるお
客様が入金された後、セキュアエリアのプロモーションセクションから適宜リクエストを送信
する必要があります。クレジットは、リクエストを受け取ってから通常30分以内（営業時間
内）に適用されます。
本キャンペーンの有効期間は、200%の入金ボーナスがアカウントに追加された日から90日間
です。
換金率は、300円に対して1ロット（往復）となります。したがって、200%の入金ボーナスが
600,000円の場合、90日以内に最低2,000ロット（往復）が必要となります。
200,000円以上を複数回入金し、同一口座で200％入金ボーナスを複数回受け取った場合は、
受け取ったすべてのボーナスのロット要件を満たす必要があります。
参加者は、200％の入金ボーナスを自分の残高に移したい、あるいは出金したい場合には、必
要な総量を取引する必要があります。
90日間の期間終了時に、参加者が必要な総量に達していない場合、200％の入金ボーナスは口
座から削除されます。
変換可能期間中は、残高-クレジット＝利益となり、その利益はボーナスに影響を与えること
なく出金することができます。
変換可能期間中に残高を全額引き出した場合、ボーナスは取り消されます。全残高の出金を行
うには、すべての取引が終了していることを確認した上で、support.int@ttcm.com 宛てにメ
ールでリクエストをお送りください。
有効証拠金がクレジット額と同等かそれ以下になった場合、すべてのオープンポジションは自
動的にクローズされ、200％の入金ボーナスは削除されます。
200%の入金ボーナスは、クラシックおよびプロ口座タイプでのみご利用いただけます。
TTCMでは、英語以外の言語で本規約を提供することができます。翻訳版のご利用規約は、情
報提供のみを目的としており、法的拘束力はありません。本規約の英語版と翻訳版の間に矛盾
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や不一致がある場合は、英語版が優先されます。
当社は、200％入金ボーナスの利用規約に違反した疑いのある参加者を失格とする権利を有し
ます。
当社は、いつでも本キャンペーンの条件を変更し、または中止する権利を有します。

C.例
•

例1: 初期入金額とクレジット→ 入金額＝200,000円、クレジット＝400,000円

•

例2: 有効証拠金における含み益→有効証拠金＝残高＋クレジット＋損益＝200,000円＋400,000円
＋40,486円＝640,486円

•

例3：確定利益→ 残高＝241,944円

•

例4：確定損失→ 残高＝481円

•

例5：未確定損失 →損益 = -75円

•

例 6: 未確定利益 →損益= 40,486円

•

例7：クレジットが削除される場合 →有効証拠金≦クレジットの場合、クレジットが削除される
（クレジット＝0）。

D.リスク警告
当社の商品は信用取引であり、高いリスクを伴うため、お客様の資金をすべて失う可能性があります。こ
れらの商品はすべての人に適しているわけではなく、お客様は関連するリスクを確実に理解する必要があ
ります。FX および CFD 取引は、お客様の投資資金に大きなリスクを伴います。
必ずお読みになり、リスクを十分にご理解ください。
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200% DEPOSIT BONUS
A.

Introduction
1.

TTCM Traders Capital Limited (hereinafter called "Company", “Traders Trust”) 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.

2.

The “200% Deposit Bonus” Terms and Conditions is an integral part of the “TTCM Client
Agreement – Terms & Conditions of Business” and provisions set herein are considered as an
annex of all “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” “.
Specific “200% Deposit Bonus” Terms
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TTCM 200% Deposit Bonus credits (hereinafter, "Promotion") begins on 10/11/2020 at 00:00
(GMT+3) and will run until 30/09/2021 at 23:59 (GMT+3)
The Promotion is available to all new and existing live account holders who deposit JPY
200,000 or more from November 10th, 2020, indefinitely (hereinafter, "Participants").
The 200% Deposit Bonus will be credited (as Credit) to the participant's live account for each
deposit above JPY 200,000, up to a total amount of JPY 10,000,000 deposit. Once the eligible
client deposited, a request must be submitted accordingly from the Promotions section of the
Secure Area. The credit is usually applied within 30 minutes from receiving the request, during
business hours.
The validity period for this offer is 90 days from the day the 200% Deposit Bonus was added to
the account.
The conversion ratio is 1 closed lot round turn for JPY 300 prize value. Therefore, if the 200%
Deposit Bonus is JPY 600,000 the minimum of 2,000 closed lots will be required within 90
days.
If a participant has deposited several times more than JPY 200,000, receiving multiple 200%
Deposit Bonuses in the same account, then the lot requirements for all received bonuses must
be covered.
The participant needs to trade the total volume required if he wants to transfer the 200%
Deposit Bonus to his balance or withdraw it.
At the end of the 90 days period, if the participant has not reached the total volume required,
the 200% Deposit Bonus will be withdrawn from the account.
During the Conversion Period the Balance – Credit = Profit and any such profit can be
withdrawn without affecting the bonus.
Withdrawal of your full balance during the Conversion Period will result in the bonus being
removed. To proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been
closed and then simply email your request to support.int@ttcm.com
At any time if the Equity is equal or below the Credit amount, all open positions will be closed
automatically and the 200% Deposit Bonus removed.
The 200% Deposit Bonus is available only on Classic and PRO account types.
TTCM can provide the Terms and Conditions in any language other than English. The
translated version of the Terms and Conditions is for informational purposes only and is not
legally binding. If there is any conflict or inconsistency between the English version and the
translated version of the Terms and Conditions, English will be the prevailing and predominant
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version.
The Company reserves the right to disqualify any participant for suspected violation of the
Terms and Conditions of the 200% Deposit Bonus.
The Company reserves the right to change the Terms of the Campaign or cancel it at any time.

C. Examples
•

Example 1: Deposit and credit initial → Deposit = JPY 200,000 and Credit = JPY 400,000

•

Example 2: Floating profit in equity → Equity = Balance + Credit + PnL = JPY 200,000 + JPY400,000
+ JPY 40,486 = JPY 640,486

•

Example 3: Closed (realized) profit → Balance = JPY 241,944

•

Example 4: Closed (realized) loss → Balance = JPY 481

•

Example 5: Floating (unrealized) loss → PnL = JPY -75

•

Example 6: Floating (unrealized) profit → PnL = JPY 40,486

•

Example 7: Credit removed → When Equity <= Credit, then the credit is removed (Credit =0)

D. Risk Warning
Our products are traded on margin and carry a high level of risk, thus it is highly possible to lose all your
capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the
risks involved. Forex and CFD trading involve a significant risk to your invested capital.
Please read and ensure you fully understand the risks involved.
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