
【改定内容】 

投資一任契約締結前交付書面 

改定箇所 改定前 改定後 

２　手数料等 

（１） 投資一任運用報酬 

新規又は追加の入金に対す

る入金当月の投資一任運用報

酬はいただきません。 

また、月中に一部払い出し

又は解約があった場合には、

あらかじめいただいた当月分

の投資一任運用報酬は返還い

たしません。 

（新設） 

  

  

  

  

なお、キャンペーンにより

一定期間に限って、または投

資一任運用報酬割引プログラ

ムにより恒常的に、投資一任

運用報酬を減額する場合があ

ります。 

  

新規又は追加の入金に対す

る入金当月の投資一任運用報

酬はいただきません。 

また、月中に一部払い出

し、全額出金又は解約があっ

た場合には、あらかじめいた

だいた当月分の投資一任運用

報酬は返還いたしません。 

預かり資産の全額出金がな

された場合、全額出金の翌月

分以降運用再開月分までの投

資一任運用報酬は発生しない

ものとし、運用再開月の翌月

分より受領を再開します。な

お、キャンペーンにより一定

期間に限って、または投資一

任運用報酬割引プログラムに

より恒常的に、投資一任運用

報酬を減額する場合がありま

す。 

  

６　投資一任契約に係る投

資判断者等の氏名 

シュライバー・グレゴ

リー・マルコム 

スチュワートボックス・マ

シュー・ジェイムズ　

(Stuart-Box Matthew James) 



７　投資の方法及び取引の

種類（４） 

　（新設） （４）上記（１）から

（３）にかかわらず、お客

様が証券口座における預か

り資産の全額出金を行われ

た場合、再度、当該預かり

資産が投資一任契約約款の

第９条第１項に規定する最

低預かり資産残高に達する

までの間は、当社は、当該

預かり資産の運用（当該預

かり資産に入金された配当

その他の外貨の円貨への交

換を除く。）を行いませ

ん。 

１１　契約の終了事由 
（３） 

お客様が、投資一任契約以

外の当社との契約・取引に係

る約款・規程に規定される解

約事由に該当した場合で、当

社が投資一任契約を解約する

こととしたとき 
  
（新設） 

お客様が、投資一任契約以

外の当社との契約・取引に係

る約款・規程に規定される解

約事由に該当した場合で、当

社が投資一任契約を解約する

こととしたとき 

なお、当社所定の方法に

より、投資一任契約を解約す

ることなく、証券口座におけ

る預かり資産を全額出金いた

だくことも可能です。また、

当社所定の方法により、証券

口座における預かり資産の一

部出金も可能です（この場合

には、当該一部出金後の預か

り資産が１０万円以上となる

よう申し込んでいただく必要

があります。）。 

■ 



投資一任契約約款 

改定箇所 改定前 改定後 

第３条第３項（投資一任契

約の成立及び効力発生） 
投資一任契約の効力発生日

は、別段の定めのない限り、

第１項の口座開設手続により

開設したお客様名義の証券口

座に、１万円以上の現金が入

金された日とする。 

投資一任契約の効力発生日

は、別段の定めのない限り、

第１項の口座開設手続により

開設したお客様名義の証券口

座に、第９条第１項に規定さ

れた最低預かり資産残高以上

の現金が入金された日とす

る。 

第３条第４項第２号（投資

一任契約の成立及び効力発

生） 

第１７条第１項各号のいずれ

かに該当すると認められた場

合 

第１６条第１項各号のいずれ

かに該当すると認められた場

合 

第７条第３号（運用ガイド

ライン） 
（新設） 　前２項の規定にかかわら

ず、お客様が第９条第３項に

基づく全額出金を行った場

合、再度、預かり資産が第９

条第１項に規定する最低預か

り資産残高に達するまでの間

は、当社は、第１項に基づく

運用（預かり資産に入金され

た配当その他の外貨の円貨へ

の交換を除く。）を行わな

い。 

第９条第３項（最低預かり

資産残高） 
（新設） 前項の規定にかかわらず、

お客様は、投資一任契約を解

約することなく預かり資産の

全額の出金（以下「全額出

金」という。）を申し込むこ

とができる。また、全額出金

後、運用再開（預かり資産が

再度、前１項に規定する最低

預かり資産残高に達した場合

に、第７条第１項に基づく運

用を再開することをいう。以

下、同じ。）までの間は、預

かり資産に入金された配当金

その他の金銭につき全額の出

金を申し込むことができる。 



第１２条第３項（投資一任

運用報酬） 

預かり資産の内、新規又は

追加として入金した額につい

ては、入金当月の投資一任運

用報酬は徴収しない。また、

月中に一部払出し又は解約が

あった場合であっても、あら

かじめ当社がお客様より受領

した当月分の投資一任運用報

酬は返還しない。 

預かり資産の内、新規又は

追加として入金した額につい

ては、入金当月の投資一任運

用報酬は徴収しない。また、

月中に一部払出し、全額出金

又は解約があった場合であっ

ても、あらかじめ当社がお客

様より受領した当月分の投資

一任運用報酬は返還しない。 

第１２条第５項（投資一任

運用報酬） 

キャンペーンにより一定期

間に限って、または投資一任

運用報酬割引プログラムによ

り恒常的に、投資一任運用報

酬を減額する場合がある。 

前各項の規定にかかわら

ず、預かり資産の全額出金が

なされた場合、全額出金の翌

月分以降運用再開月分までの

投資一任運用報酬は発生しな

いものとし、運用再開月の翌

月分より徴収を再開するもの

とする。 

第１２条第６項（投資一任

運用報酬） 

（新設） キャンペーンにより一定期

間に限って、または投資一任

運用報酬割引プログラムによ

り恒常的に、投資一任運用報

酬を減額する場合がある。 

■ 

証券口座契約約款 

改定箇所 改定前 改定後 

第４条第３項第２号（口座

開設基準） 
  

※実質的支配者とは 
※FATCA不参加FFIとは 
  

※１実質的支配者とは 
※２FATCA不参加FFIとは 
  

第１９条（届出事項の変

更） 
改名、転居等の変更などに

より名称、住所または共通番

号など届出事項に変更があっ

たときは、お客様は所定の手

続によって遅滞なく当社に届

け出ていただきます。 

お客様からの当社への届出

事項につき、改名、転居等の

変更などにより名称、住所ま

たは共通番号などに変更が

あったときは、お客様には、

当社所定の手続によって遅滞

なく当社に届け出ていただき

ます。 

■投資一任契約締結時交付書面 

改定箇所 改定前 改定後 



３　契約期間及び契約の解

除 
本契約の有効期間は、効力

発生日から１年間です。ただ

し、期間満了日の１０営業日

前までにお客様又は当社から

書面又は電磁的方法による契

約終了の申出がない限り、こ

の契約は１年間自動的に延長

され、その後もまた同様で

す。 

お客様の証券口座が解約さ

れた場合その他この契約以外

の当社との契約・取引に係る

約款・規程に規定される解約

事由に該当した場合、当社

は、直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

お客様又は当社

は、上述の有効期間

中に中途解約を希望

する場合は、１０営

業日前までに相手方

に対し書面又は電磁

的方法をもって当社

所定の方法による解

約の予告をしなけれ

ばなりません。中途

解約がお客様によっ

てなされたときは、

当社は、解約月の支

払済み投資一任運用

報酬を返還いたしま

せん。解約時には、

投資対象はすべて売

本契約の有効期間は、効力

発生日から１年間です。ただ

し、期間満了日の１０営業日

前までにお客様又は当社から

書面又は電磁的方法による契

約終了の申出がない限り、こ

の契約は１年間自動的に延長

され、その後もまた同様で

す。 

お客様の証券口座が解約さ

れた場合その他この契約以外

の当社との契約・取引に係る

約款・規程に規定される解約

事由に該当した場合、当社

は、直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

お客様又は当社

は、上述の有効期間

中に中途解約を希望

する場合は、１０営

業日前までに相手方

に対し書面又は電磁

的方法をもって当社

所定の方法による解

約の予告をしなけれ

ばなりません。中途

解約がお客様によっ

てなされたときは、

当社は、解約月の支

払済み投資一任運用

報酬を返還いたしま

せん。解約時には、

投資対象はすべて売



却し現金化いたしま

す。 

  

（新設） 

却し現金化いたしま

す。 

  

なお、当社所定の方法

により、投資一任契約を

解約することなく、証券

口座における預かり資産

を全額出金いただくこと

も可能です。また、当社

所定の方法により、証券

口座における預かり資産

の一部出金も可能です

（この場合には、当該一

部出金後の預かり資産が

１０万円以上となるよう

申し込んでいただく必要

があります。）。 

  

６　投資一任契約に係る投

資判断者等の氏名 

シュライバー・グレゴ

リー・マルコム 

スチュワートボックス・マ

シュー・ジェイムズ　

(Stuart-Box Matthew James) 



７　投資の方法及び取引の

種類（４） 

　（新設） （４）上記（１）から

（３）にかかわらず、お客

様が証券口座における預か

り資産の全額出金を行われ

た場合、再度、当該預かり

資産が投資一任契約約款の

第９条第１項に規定する最

低預かり資産残高に達する

までの間は、当社は、当該

預かり資産の運用（当該預

かり資産に入金された配当

その他の外貨の円貨への交

換を除く。）を行いませ

ん。 

８　報酬の額及び支払の期 新規又は追加の入金に対す

る入金当月の投資一任運用報

酬はいただきません。 

また、月中に一部払い出し

又は解約があった場合には、

あらかじめいただいた当月分

の投資一任運用報酬は返還い

たしません。 

（新設） 

  

  

  

  

  

なお、キャンペーンにより

一定期間に限って、または投

資一任運用報酬割引プログラ

ムにより恒常的に、投資一任

運用報酬を減額する場合があ

ります。 

新規又は追加の入金に対す

る入金当月の投資一任運用報

酬はいただきません。 

また、月中に一部払い出

し、全額出金又は解約があっ

た場合には、あらかじめいた

だいた当月分の投資一任運用

報酬は返還いたしません。 

預かり資産の全額出金がな

された場合、全額出金の翌月

分以降運用再開月分までの投

資一任運用報酬は発生しない

ものとし、運用再開月の翌月

分より受領を再開します。な

お、キャンペーンにより一定

期間に限って、または投資一

任運用報酬割引プログラムに

より恒常的に、投資一任運用

報酬を減額する場合がありま

す。 



 


