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「Ｍ２Ｊプレミアム」「Ｍ２Ｊダイレクト」両コース統合のお知らせ  
 

本日（平成23年４月14日）、株式会社マネースクウェア・ジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山

本久敏、以下「当社」）は、平成23年８月からスタートするレバレッジ規制（ 大レバレッジ25倍、証拠金率４％

以上）に対応するため、今夏より「Ｍ２Ｊプレミアム」「Ｍ２Ｊダイレクト」の両コースを、新商品「Ｍ２ＪＦＸ」

として統合することになりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

【新商品『Ｍ２ＪＦＸ』の概要】 

 Ｍ２ＪＦＸ 

取引通貨ペア 

〔11通貨ペア〕 

米ドル／円、ユーロ／円、ユーロ／米ドル、豪ドル／円、豪ドル／米ドル、

ニュージーランドドル／円、ニュージーランドドル／米ドル、 

カナダドル／円、英ポンド／円、香港ドル／円、南アフリカランド／円 

証拠金率（レバレッジ） ４％（25倍）    ※１ 

売買単位 
南アフリカランド／円、香港ドル／円  以外 1,000通貨単位 

南アフリカランド／円、香港ドル／円 １万通貨単位 

取引 

手数料 

南アフリカランド／円 

香港ドル／円  以外 

１万通貨単位以上の場合 （1,000通貨単位当たり）30円   ※対ドル通貨ペアは、0.3ドル 

１万通貨単位未満の場合 （1,000通貨単位当たり）50円   ※対ドル通貨ペアは、0.5ドル 

南アフリカランド／円 

香港ドル／円  

１万通貨単位以上の場合 （１万通貨単位当たり） 200円 

１万通貨単位未満の場合 ― 

アラートメール 

維持率150％未満（注意喚起） 

維持率100％未満（新規指値注文取消） 

※いずれも１営業日に１回送信 

東京15時ロスカット 維持率100％未満   ※１ 

自動ロスカット 維持率 50％未満   ※１ 
コンサルティングデスク 

（電話取引及びコンサルティング等） 
× 

ヘルプデスク ○ 

※１ ･･･ 法人口座の場合はこの限りではありません 

 



（コンサルティングサービスをお申し込みの場合） 

 Ｍ２ＪＦＸ 

取引 

手数料 

南アフリカランド／円 

香港ドル／円  以外 

１万通貨単位以上の場合 （1,000通貨単位当たり） 50円   ※対ドル通貨ペアは、0.5ドル 

１万通貨単位未満の場合 （1,000通貨単位当たり）100円   ※対ドル通貨ペアは、１ドル 

南アフリカランド／円 

香港ドル／円  

１万通貨単位以上の場合 （１万通貨単位当たり） 300円 

１万通貨単位未満の場合 ― 

コンサルティングデスク 

（電話取引及びコンサルティング等） 
○ 

※その他、詳細につきましては、右リンク先をご覧ください。（http://www.m2j.co.jp/news/detail.php?id=421） 

 

 

【参考】（統合前の「Ｍ２Ｊプレミアム」コース、「Ｍ２Ｊダイレクト」コースの概要） 

 Ｍ２Ｊプレミアム Ｍ２Ｊダイレクト 

取引通貨ペア 〔11通貨ペア〕 

米ドル／円、ユーロ／円、ユーロ／

米ドル、豪ドル／円、豪ドル／米ド

ル、ニュージーランドドル／円、ニ

ュージーランドドル／米ドル、カナ

ダドル／円、英ポンド／円、香港ド

ル／円、南アフリカランド／円 

〔８通貨ペア〕 

米ドル／円、ユーロ／円、豪ドル／

円、ニュージーランドドル／円、カ

ナダドル／円、英ポンド／円、香港

ドル／円、南アフリカランド／円 

証拠金率（レバレッジ） iFX –one  100％（１倍） 

iFX 50    50％（２倍） 

iFX 25   25％（４倍） 

iFX –pro   ４％（25倍） 

２％（50倍） 

売買単位 南アフリカランド／円、香港ドル／円  以外 １万通貨単位 1,000通貨単位 

南アフリカランド／円、香港ドル／円 １万通貨単位 １万通貨単位 

取引 

手数料 

南アフリカランド／円 

香港ドル／円  以外 

１万通貨単位以上の場合 

 

（１万通貨単位当たり） 

iFX –one , iFX 50 ： 1,000円

（対ドル通貨ペアは、10ドル） 

iFX 25 , iFX –pro ：  700円

（対ドル通貨ペアは、７ドル） 

（1,000通貨単位当たり） 30円 

１万通貨単位未満の場合 ― （1,000通貨単位当たり） 50円 

南アフリカランド／円 

香港ドル／円  

１万通貨単位以上の場合 （１万通貨単位当たり） 

iFX –one , iFX 50 ：  400円

iFX 25 , iFX –pro ：  300円

（１万通貨単位当たり）  200円

１万通貨単位未満の場合 ― ― 

アラートメール 維持率150％、100％未満 

東京15時ロスカット 維持率50％未満 維持率100％未満 

自動ロスカット 維持率35％未満 維持率50％未満 

コンサルティングデスク（電話取引及びコンサルティング等） ○ × 

ヘルプデスク ○ ○ 



 

 

 なお、統合後のサービス開始時期は未定ですが、詳細が決まりましたら再度お知らせいたします。 

（平成23年８月までを目途にすすめております。） 

 

【業績等への影響について】 

 本件による当期の業績への影響は未定でありますが、「Ｍ２Ｊプレミアム」「Ｍ２Ｊダイレクト」の両コースを統合

することで、お客様によりわかりやすく、よりご利用いただきやすくなり、レバレッジ規制後においても売買の活性

化にもつながるものと考えております。 

今後、本件による影響が判明次第、速やかに開示いたします。 

当社では、お客様の顧客満足度を第一に、そして今後も「マネーゲームではない資産運用としてのＦＸ取引」とし

て、さらなるお客様サービス・利便性の充実を図って参ります。 

 

 

● このリリースに関するお問合せ先 

  ㈱マネースクウェア・ジャパン IR/広報担当：西田、塚本  Tel：03-5524-8880（代表） E-mail：ir@m2j.co.jp 

● 商品内容等に関するお問合せ 

㈱マネースクウェア・ジャパン ヘルプデスク  Tel：0120-455-512 

 

株式会社マネースクウェア・ジャパン 
金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第 296 号  社団法人金融先物取引業協会 会員番号 1507  
＜取引に関しての注意事項＞ 
●取引開始にあたっては契約締結前書面をよくお読みになり、リスク・取引等の内容をご理解いただいた上で、ご自

身の判断にてお願い致します。当社の外国為替証拠金取引は、元本および収益が保証されているものではありません。

また、取引総代金に比較して少額の資金でお取引を行うため、多額の利益となることもありますが、通貨価格の変動

や金利動向の変化により預託した資金以上の損失が生じる可能性があります。 
また、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により外国為替取引が不能となる可能性

があります。 
●取引手数料は価格上乗せ方式で、新規および決済取引のそれぞれに必要となります。 
『M2J Direct』 
1万通貨単位以上の場合：1,000通貨単位当たり30円 
1万通貨単位未満の場合：1,000通貨単位当たり50円 

�HKD/JPY、ZAR/JPY は 1 万通貨単位当たり 200 円 
『iFX Style』■iFX-one ■iFX ５０  1 万通貨単位当たり 1,000 円 

 �対ドル通貨は 10 ドル �HKD/JPY、ZAR/JPY は 1 万通貨単位当たり 400 円 
       ■iFX ２５ ■iFX-pro   1 万通貨単位当たり 700 円 

 �対ドル通貨は 7 ドル  �HKD/JPY、ZAR/JPY は 1 万通貨単位当たり 300 円 
●当社が提示するレートは、通常２～８ポイント買値と売値に差があります。 
●取引に必要な証拠金額は、取引する商品・取引対象通貨により異なります。 
『M2J Direct』取引総代金の２％  
『iFX Style』■iFX-one   取引総代金の 100％  ■iFX ５０ 取引総代金の 50％ 
             ■iFX ２５ 取引総代金の 25％   ■iFX-pro  取引総代金の ４％ 

（平成 23 年３月１日現在）

 
 

 
 

以  上 


