75 Park Place 4th Floor
New York, NY 10007 USA
U.S. Toll Free: 1.866.FOR.FXDD
Phone: +1.212.791.3933
Fax: +1.212.937.3845

口座開設申請手続き
FX DIRECT DEALER, LLC (以下「FXDD」とする）をお選びいただき、誠にありがとうございます。以下が
口座開設登録完了までのプロセスになります：

Step 1: 顧客口座申込書を記入し、署名してください。顧客同意書、リスク開示書、および取引ルール・規制
をよく読んでください。顧客同意書、リスク開示書、および取引ルール・規制への承諾に署名してくだ
さい。記入および署名された顧客口座申込書（の全て）と、顧客同意書、リスク開示書、および取引
ルール・規制の署名ページを提出してください。
•

米国外居住者のみ：W-8BEN（米国源泉徴収を受益する外国人としての証明書）も記入してくださ
い。（弊社のウェブサイトからW8をダウンロードしてください）: http://www.fxdd.com/

Step 2: 追加個人情報を照合・提出してください。米愛国者法に基づくポリシーとして、FXDDはこの申込書に
おいて提供された個人情報を照合いたします。口座お申し込み全ての署名権者に該当します。
米国内居住者：写真付き身分証明書の提出は不要です。追加の身分証明書が必要な場合は弊社よりお知ら

せいたします。
•

米国外居住者：２種類の身分証明書の写しを提出してください。2種類のうち少なくとも１つは写真付
きの身分証明書（パスポート、もしくは他の政府発行文書で、国籍または居住地を証明し、顔写真付き
のもの）、もう１つは、この申込書に記された住所を証明するもの（公共料金の請求書、運転免許書、
銀行取引明細書など） 全ての署名権者が提出を必要とします。

Step 3:記入および署名された申込書（の全て）と、お客様に当てはまる納税申告書を、必要な写真付き身分
証明書とともにFXDDに提出してください：
FAXもしくはEメール (迅速な処理をご希望の方）：
ATTN: New Accounts
Fax: 212.937.3845
jp@fxdd.com

郵送:
Customer Accounts
FXDD
75 Park Place, 4th Floor
New York, NY 10007

Step 4: お客様の口座に入金してください。ミニ口座の開設には500米ドル、スタンダード口座の開設には5000
米ドルの最低預入金が必要です。マネーオーダー、トラベラーズ・チェックのような現金同等物を含

む現金は受け付けません。いかなる状況においても、FXDDは第三者を通じた支払いの授受はいたしま
せん。お客様の口座への入金には以下の５種類の簡単な方法があります：
a) 電子送金：最も迅速な入金方法です
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銀行の電信送金は通常、受領し口座に加算されるのに１－２営業日かかります。
JPMorgan Chase Bank, N.A.
1 Chase Manhattan Plaza
New York, NY 10081
ABA Number:021000021
Account Number: 066654637
Swift Code: CHASUS33
Account Name (Beneficiary): FXDirectDealer, LLC（お客様の名、姓、口座番号をご記入ください）
b) 銀行小切手-銀行小切手は通常、受領された後、２営業日以内で口座に加算されます。
c) 個人または会社の小切手- 弊社の取引銀行が提示しているスケジュールによりますと、個人または
会社の小切手による送金は、（受領された日から）決済されて口座に加算されるのに５－10営業日
かかります。これは、銀行や状況によって変わる場合があります。国際小切手は決済に数週間かか
る場合もあります。

小切手の受取人名は FXDDとしてください。
d) PayPal – お客様の口座が開設され次第、弊社のウェブサイトに行き、「ファンドの送金」の項目
の説明に従ってください。ペイパルのウェブサイトにリンクするには、お客様のライブ口座のログ
イン名およびパスワードを使用してください。
お客様の申込みが承認され、売買のための手続きが終了した際には、FXDDの代表がお客様にご連絡
いたします。申込みに関するご質問がある場合、またはサポートが必要な際は、1-866-367-3933
（米国内無料） もしくは +1-212-791-6405（国際電話）にお電話ください。または、jp@fxdd.com
にEメールください。

1. 口座申し込み
個人口座
法人口座
口座の種類:
(複数選択不可)

共同口座
(法人名) ______________________________

信託 (名前) _________________________________________
パートナーシップ(名前)_________________________________
保管口座(IRA もしくは未成年者への財産移転に関する統一州法
に基づく口座)

法人、有限責任会社、パートナーシップ、もしくは取消不能信託の場合は納税者番号：___________________

仲介業者（IB）（当てはまる場合）：__________________________________________________________
法人、有限責任会社、パートナーシップ、および信託のお客様：
お客様の事業体に関連する補足の「決議書」フォームをご記入の上、添付してください。(決議書フォームは、
この申込み文書セットの最後にあります）この申込を完了するには、法人幹部、有限責任会社メンバー、パー
トナーシップのパートナー、管理者、もしくは受託者の個人情報が必要です:
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口座の種類(複数選択不可)：

ミニ口座 (レバレッジ 1万通貨/200倍)
スタンダード口座 (レバレッジ：10万通貨単位/100倍)

プラットフォームの種類(複数選択不
可):

メタトレーダー

FXDD プラットフォーム

初期世預入金; $ _____________________________ (推定)
Emailアドレス (以下の欄にご記入下さい):

注: 口座への入金は米ドルのみとなっています
2. 個人情報（主要口座保有者、マネージャー、受託者、管理者、もしくは法人代表）姓名:

生年月日(MM/DD/YYYY):

性別:
女性
男性
郵送先住所(私書箱は不可):
市:

（必須）

都道府県:

自宅電話番号:

ソーシャルセキュリティまたは Tax ID #:

配偶者の有無:
未婚

既婚

郵便番号:

携帯番号:

国:
ファックス番号:

米国籍をお持ちですか?
はい
いいえ
「いいえ」の場合、国籍はどちらですか?
__________________________________________
***お客様が65歳以上で年金準備資産を投資している、もしくは外為取引の経験がない場合は、
「追加リスク開示書」に記入し、署名する必要があります。（主要口座および共同口座にお申込みのお客様
に当てはまります）“Additional Risk Disclosure Document”
この項目は個人口座または法人口座にお申し込みのお客様は必要ありません
3. 個人情報（共同口座保有者または追加の法人代表）-

（必須）

姓名:

生年月日(MM/DD/YYYY):

性別:
女性
男性
郵送先住所(私書箱は不可):

市:
自宅電話番号:

配偶者の有無:
未婚

都道府県:
携帯番号:

性別:
既婚

市:

女性

男性

Country:
自宅電話番号:

米国籍をお持ちですか?
はい
いいえ
「いいえ」の場合、国籍はどちらですか?
__________________________________________
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4. 職業 (主要口座保有者) （必須）
就業
(複数選択不可)

自営業

退職

学生/家事手伝い

無職

就業、自営業、無職または退職を選択されたお客様は、現在または以前のご職業について記入してください 。
勤務先名:
業種:

勤続年数:
肩書き:

勤務先電話番号:

勤務先住所:

勤務先メールアドレス:

この項目は個人口座または法人口座にお申し込みのお客様は必要ありません
5. 職業 (共同口座申し込みのお客様) （必須）
就業
(複数選択不可)

自営業

退職

学生/家事手伝い

無職

就業、自営業、無職または退職を選択されたお客様は、現在または以前のご職業について記入してください 。
勤務先名:
業種:

勤続年数:
肩書き:

勤務先住所:

勤務先電話番号:

勤務先メールアドレス:

この項目は個人口座または法人口座にお申し込みのお客様は必要ありません
6. 共同口座の持分配分方式 （必須）

残存者取得権付合有（JTWROS）
(複数選択不可)

共同保有権（TIC）

JTWROS - 各合有権者の口座残高およびポジションの持分は、ページ６のそれぞれの署名の横にある欄に示
された割合（％）です。合有権者の一人が死亡した場合、その合有権者の持分は他の合有権者に引き継がれま
す。
TIC - 各共同保有者の口座残高およびポジションの持分は、ページ６のそれぞれの署名の横にある欄に示され
た割合（％）です。共同保有者の一人が死亡した場合、その保有者の持分は、顧客同意書に準拠した法定相続
人に支払われます。
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全ての共同口座では、各口座保有者は以下の権利を有します：
a) 口座の同意書に基づき、口座のために売買する権利
b) 口座に関する全ての書簡および文書を受け取る権利
c) 金銭など資産を口座から引き出す権利
d) 口座に関連する合意を実行する権利
e) FXDDと取引する権利
出金フォームには、全ての共同口座申込者が署名する必要があります。このフォームは弊社ウェブサ
イトからダウンロードできます。http://www.fxdd.com/

FXDDは、共同口座保有者に対し、口座に関して協調行動を要求する権利を有します。FXDDは、個人もしくは共同口座の担保につ
いて、所有権を有します。共同口座の保有者のうちの一人かそれ以上が死亡した場合、FXDDに書面で通知しなければなりませ
ん。 死亡を通知する日までに生じる全ての口座関連費用は、口座に課金されます。合有権者の持分（％）が示されない場合、
各合有権者は、合計で100％となるよう同等の割合を保有すると推定されます。

7. 財務情報

(必須)

推定年収(米ドル):

自己資本（米ドル）（お客様の全資産
から債務を差し引いた推定価値総
額）：

流動性自己資本（米ドル）（お客様の
全資産のうち、現金または現金同等物
の形での、もしくは容易に換金可能な
もののみから、お客様の債務を差し引
いた推定価値総額）：

お客様は、外国為替取引のために、利用可能なリスク・キャピタルのみを使用すべきです。 リスク・キャピタ
ルとは、たとえ失ったとしても、お客様やご家族の生活様式を変えることのない資本を意味します。 この情報
は FXDD にとって、お客様が外国為替取引に適しているか評価する上で、必要な補助となります。情報を記入す
ることで、お客様が被る可能性のある損失を（示された額に）限定する効果があるわけではありません。
***リスク・キャピタルが自己資本の25％を上回る場合、FXDD取引口座を開設するためには、「追加リスク開
示書」を記入し、署名する必要があります。（主要口座および共同口座にお申込みのお客様に当てはまりま
す）
8. トレーディングおよび投資経験

(必須)

外国為替
(複数選択不可)：

未経験

0～6 ヶ月

6 ヶ月～2 年

2 年以上

株式
(複数選択不可)：

未経験

0～6 ヶ月

6 ヶ月～2 年

2 年以上

債権
(複数選択不可)：

未経験

0～6 ヶ月

6 ヶ月～2 年

2 年以上

先物
(複数選択不可)：

未経験

0～6 ヶ月

6 ヶ月～2 年

2 年以上

オプション
(複数選択不可)：

未経験

0～6 ヶ月

6 ヶ月～2 年

2 年以上

***６ヶ月以上の先物、証券、または外国為替の投資や取引の経験がないお客様は、FXDD取引口座開設のため
に、「追加リスク開示書」をご記入の上、署名する必要があります（主要口座および共同口座にお申込みの
お客様に当てはまります）。
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9. 銀行情報
銀行および支店名：
銀行住所：
市：

都道府県：

口座番号：

口座保有者名：

郵便番号：

国：
ABA もしくは Swift 番号：

この申込書に署名することによりお客様は、FXDD および FXDD の取引銀行が、お客様の金融機関にお客様の口
座状況に関して調査できる権利を付与することになります。 この権限付与には、お客様の口座に関する情報
を、FXDD、FXDD の取引銀行、および（または）そうした情報を FXDD から要請する規制当局に公表することへ
の同意も含みます。
10. ソーシャルセキュリティ番号、または納税者番号の証明および予備源泉徴収に関する申告書(米国市民権を
お持ちのお客様のみ)
偽証罪に関する法律の下、顧客として私（私たち）は、（１）この申込同意書に記されたソーシャル・セキュ
リティー番号または納税者番号が、正確であること、（２）この口座の保有者または受益者が、米内国歳入法
の 3406 条 (a)(1)(C)項の下、予備源泉徴収の対象にはならない、ということを認証します。
11. その他の口座情報 必須
この口座において、お客様以外の人物または法主体が売買・投資を管理また
は運用する権利を持っていますか？

はい

いいえ

「はい」の場合は、申込書とともに限定委任状（LPOA）フォームを提出する必要があります。 このフォームは
弊社ウェブサイトからダウンロードできます。http://www.fxdd.com/
今までまたは現在、お客様と証券会社、取引所、州・連邦当局、外為取引会社、もしくは上記の代表との間
で、係争中の訴訟はありますか？
今までまたは現在、お客様と証券会社、取引所、州・連邦当局、外為取引会
社、もしくは上記の代表との間で、係争中の訴訟はありますか？

はい

いいえ

「はい」の場合は、詳細を説明してください。また、全ての訴訟の日付を挙げてください（お客様の説明が全
てここに入らない場合は、別紙を添付してください）。
訴訟A：
説明

日付:____________________

訴訟A：
説明

日付:____________________

別の金融機関の口座に、返済さ
れていないマイナス残高はあり
ますか（その金融機関への支払
い義務が残っていますか）？
はい
いいえ

「はい」の場合は、金融機関の名前といくらの支払い義務があるか記入
してください。
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「はい」の場合は、その金融機関
の名前を記入してください。

お客様は金融機関に勤務して
いますか？

就業日：

はい
いいえ
お客様の最終学歴の欄に印を付けてください（必須）：
高校

短大

学士号

修士号

博士号

12. SIGNATURES (Required)
***以下の開示情報は、お客様がFXDD顧客同意書（ページ11－32）を読んで理解したことへの同意を示すた
めに、印を付ける必要があります。 全ての申込者に必須
主要口座保有者

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Scope of Agreement
Risk Acknowledgements
Customer’s Representations & Warranties
Trading
Margin Requirements
Security Agreement
Liquidations of Accounts & Deficit Balances
Trading Recommendations
Entire Agreement
Law and Jurisdiction
FXDirectDealer Risk Disclosure
Trading Rules and Regulations

Pg. 12
Pg. 12
Pg. 13
Pg. 15
Pg. 17
Pg. 17
Pg. 19
Pg. 19
Pg. 25
Pg. 31
Pg. 27
Pg. 32

共同口座保有者

必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須

顧客情報：私（私たち）は、この申込書において提出された情報が正しく、正確であると明言します。
私（私たち）は、情報の中身に重要な変更があった場合は、FXDD に書面で通知することも明言します。
FXDD は、提供された情報の正確性を照合する、また必要な場合は銀行やブローカーなどに連絡を
取る権利を有しますが、義務はありません。

口座保有者の署名

共同口座保有者の署名 (該当する場合のみ)

お名前(楷書)
お名前(楷書)

日付 (MM/DD/YYYY)
日付 (MM/DD/YYYY)

署名後、本紙をFAX: +1.212.937.3845 またはスキャンし jp@fxdd.com 宛てにメールしてください。
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