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1. 重要な情報
1.1. 目論見書

本目論見書 は、HighLow オプション（以下、「オプション」とする。）の発行者として、2019 年 6 月
10 日にマーシャル諸島共和国の法律の下で法人化された HLMI 株式会社（会社番号 100959、以下、「当
社」とする。）により作成されたものです。
本目論見書は本目論見書で解説されている「オプション」が顧客に適合するか否かにおいて、判断の補
助となるよう設けられています。本目論見書は他社提供の、取引所における取引のような、類似⾦融商
品との⽐較にも⽤いられます。
本目論見書は「オプション」の主要な特徴、利益、リスク、費⽤及び取引や他の関連情報の料⾦につい
て説明します。当社商品に投資を決定する前に、本目論見書及び約款を必ずお読み下さい。
本開⽰⽂書はお客様が当社口座の開設を申し込む際に合意した「口座契約条件」の一部をなすものであ
り、後者の内 容と一致しない場合は一致しない範囲内で口座契約条件の約款を優先します。
本目論見書に⽤いられる表現は、⽂書の最後である第 7 章の⽤語集にて定義されています。

1.2. HIGHLOW オプション

本目論見書は店頭オプションである「HighLow オプション」について説明します。
HighLow オプションとは、HIGH LOW が記述した HighLow 電子取引プラットフォーム上のみで行われた取
引で非レバレッジ、アメリカ式 OTC オプションを指します。HighLow 契約には、判定時刻を過ぎた時、
判定時刻終了時にイン・ザ・マネーで終了した場合、前もって決められた金額が支払われるという特徴
があります。判定時刻時に、アウト・オブ・ザ・マネー、又はアット・ザ・マネーで終了した場合、支
払われる金額は０（ゼロ）となります。すなわち投資家が HighLow オプションに支払ったオプション料
金は失われます。投資家は、判定時刻終了前に行使することが可能ですが、支払われる金額は HighLow
オプション判定時刻より低くなります。またこの判断は HLML の独断の裁量となります。
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1.3. 潜在的責任

潜在的責任の詳しい情報については、第 2 章の重大な情報及び第 4 章の重大なリスクをお読み下さい。

投資家となり得る者は、店頭の⾦融派⽣商品の取引に関わる重大なリスクについて、慎重に考慮する必
要がありま す。又、当社 HighLow オプションへの投資におけるリスクに、ご理解ご承諾いただくこと
が必要です。
当社の取引をお考えのお客様が負う責任は、HighLow オプション料(及びいかなる⼊⾦⼿数料)として当
社への支払額に限られます。投資の前に当社 HighLow オプションのリスク及びお客様の責任の範囲を十
分に考慮して下さい。
この注意事項は、本目論見書の重要情報の全てを含む、若しくは内容を再現するものではありません。
本目論見書に ある⾦融商品の売買を決定する前に、本⽬論⾒書の記載の全て及び約款をお読み下さ
い。本目論見書及び約款についてご不明な点がある場合、いかなる取引を利⽤する前に、当社にご連絡
いただくことをお勧めします。当社は取引前に投資顧問に相談、もしくは第三者の投資助言を得ること
をお勧めします。

1.4. 個人的な投資助言

当社は、HighLow オプションにおいて個人的な投資助言をいたしません。本目論見書は HighLow オプ
ションが、お客様に適合するものであるという推奨や意⾒を含むものではありません。
本目論見書の情報は一般的な内容のみであり、お客様個人の目的、財政状況及びニーズを考慮したもの
ではありま せん。
当社は「管理された売買一任勘定(managed discretionary account)」型のサービスを提供しません。

1.5. HIGHLOW オプションで取引におけるお客様の適性

当社がお客様に対し、当社 HighLow オプションを扱う上での適性審査に供する個人情報を求め、当社
がオプション取引開始のための申込を承認した場合、この事実がお客様に対する投資助言、乃至はいか
なる助言ともなり得ません。

お客様より提供された情報及び審査は、口座開設目的に限られており、お客様は当社の適性審査を投資
判断の根拠としてはなりません。当社によるお客様の口座開設審査のみを理由に、お客様に発⽣した損
失の責任を回避できるものではありません。
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当社取引の特徴、リスク、及び HighLow オプションがお客様に適合するか否かの投資助言における責
任はお客様自身に帰属します。

1.6. 目論見書の公開と告知

本目論見書の情報は作成時において最新のものですが、予告なく、変更されることがあります。全ての
変更事項は 当社ホームページにて告知されます。(www.highlow.com) 目論見書及び約款は当社ホームペ
ージからダウンロードできます。 変更情報が実質的にお客様に不利を被らせる内容の場合、当社は新た
な目論見書、乃至は変更情報を含む補⾜⽂書を 発⾏します。変更情報が実質的にお客様に不利な内容で
ない場合、当社ホームページ(www.highlow.com) にて変更情報をご確認いただくか、下記連絡先にご連
絡下さい。要求により、⽂書の印刷を無料で送付いたします。
当社は、定期的にすべての開示書類を最新のものに変更いたしますので、お客様はご自身で定期的にそ
れらを確認する責任があります。

1.7. 連絡方法

当社への連絡方法は以下の通り
電話：0120-542-381
メール： support@highlow.com
又は当社ホームページをご利用ください。
www.highlow.com

2. 重要な情報
2.1. HIGHLOW オプションの重大な特徴

HighLow オプションは店頭⾦融派⽣商品であり、取引所における取引ではありません。
•

当社 HighLow オプションは、原資産の全価値の所有や支払を必要としない、原資産の範囲内で間
接的に投資するための商品です。

•

オプション取引を開始する前に、お客様は口座に資⾦を供給しなければなりません。これは、口座
の資金が十分である、又は、オプション料を支払うことを意味します。

•

取引所における取引と異なり、当社各種取引は規格化されていません。オプション取引の約款は当
社により作成されます。
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•

HighLow オプションはお客様に原資産獲得の権利や義務を与えるものではありません。

•

HighLow オプションには三通りの結果の可能性があります。 そのうち二つは同じとなります。
a) イン・ザ・マネーで判定時刻を迎える – 固定の予め定められたペイアウトを得ることができま
す。
b) アット・ザ・マネーで判定時刻を迎える – ペイアウトは発⽣せず、オプション料を失います。
c) または、アウト・オブ・ザ・マネーで判定時刻を迎えるーペイアウトは発生せず、オプション
料を失います。

2.2. 当社取引の主要な利益

•

当社の HighLow オプションは、原資産の実際相当の額を売買せずに、特定の原資産に対する融資の
ポジションを有することを可能とするものです。

•

原資産の市場における変動から利益を得ることを鑑み、HighLow オプションを投資目的で利⽤する
ことが出来ます。収益を意図する HighLow オプションにおける投資、並びに特定の原資産につい
て閲覧することができます。

•

HighLow オプションの取引において、お客様の引き受ける損害の上限はオプション 料の支払い(ク
レジットカードで口座への資⾦供給がなされる場合はクレジット料⾦も含む。) です。それ故、
HighLow オプションの取引期間中、追加証拠⾦や証拠⾦の維持にかかる請求はありません。

•

お客様は原資産に対する現存する融資額をヘッジするために HighLow オプションを利⽤できま
す。

•

お客様は、上向き及び下向き相場の両方において利益を得ることを念頭に、HighLow オプショ ン
で売買することができます。

2.3. 重大なリスク

HighLow オプションへの投資における重大なリスクを以下の項目で説明します。より詳しい情報は、 第
4 章の「重大なリスク」をご覧下さい。
•

投資資⾦の損失 – これらオプション取引における最大損失は、HighLow オプション料です。

•

市場リスク – 原資産の市場価格はお客様の予想に反して変化することがあり、その結果、アウト・

オブ・ザ・ マネーの状態となり、既に支払った HighLow オプション料を失うことになります。
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•

取引先リスク – お客様はオプション取引において、当社の義務ではないリスクを負うことがありま

す。 HighLow オプションは取引所による取引ではないため、当社に対して負う信⽤リスク及び性
能 リスクを考慮しなければなりません。この項目に、第 3 章 11 項の「当社取引先リスク」にて詳
述します。
•

業務運営上のリスク – HighLow オプションには、常に運営リスクがあります。例として、通信、

コンピューター及びそのネットワーク、もしくは外的な要因で発⽣する業務⼿続の中断により、取
引の⾏使や決済に影響することがあります。当社の管理の範囲外において発⽣する業務運営上の遅
延や不具合、障害により⽣じた損失、特に HighLow 電⼦取引プラットフォーム及び第三者のデータ
管理が原因で発⽣する障害については、お客様に対して責任を負いません。

2.4. 投資判断

法律で許容された範囲で、当社はいかなる取引におけるお客様の投資の選択につき、責任を負いませ
ん。そのため、本目論見書を最後までお読みいただき、HighLow オプションに投資する上で、お客様の
ニーズや目的を 考慮し、お客様に合う中⽴的な投資助言を得るようにして下さい。

2.5. HIGHLOW オプションの性質

これらオプション取引は、原資産の全部の価値を所有することなく、もしくは原資産の直接的利益を有
することなく、お客様が原資産の市場価格の変化から利益を⽣み、損失を被る可能性のある店頭⾦融商
品です。
簡単に言えば、HighLow オプションは、前もって決められた固定費を、一定の時間に金融活動があった
かどうかに関わらず支払います。HighLow オプションには三通りの結果があり、そのうち二つは同じ作
用になります。判定時刻に、「イン・ザ・マネー」で終了した場合、お客様に HLMI によって決められ
たパセンテージの支払金が支払われます。判定時刻に「アット・ザ・マネー」で、又は、「アウト・オ
ブ・ザ・マネー」で終了した場合、支払金はなく、お客様が支払われたオプション料は失われます。
HighLow バイナリー・オプションはその種類にかかわらず常に当社が発⾏者であり、お客様は購⼊者に
なります。 当社はこれに関連して任意時点で事前通知なく且つ絶対的な自由裁量によりお客様との間
の経済的な関係を管理するためにヘッジ契約を締結する権利を留保します。

オプション契約の約款は当社の口座の約款に基づいています。これらは、お客様の口座と取引に適用さ
れます。
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2.6. 取引の種類

HighLow オプションの⾏使は判定時刻だけに限りません。お客様は判定時刻(⾏使時刻)前に HighLow オ
プションの転売をすることができます。
但し、⾏使時刻中に HighLow オプションを⾏使する場合、通常はお客様へのペイアウトは既に支払っ
たオプション料よりも低くなります。イン・ザ・マネーの場合、お客様はペイアウトが支払われます
が 、通常は、判定時刻に達し、イン・ザ・マネーで判定時刻を迎えたペイアウトよりも低い⾦額になり
ます。これにより、全体的にお客様の損失となることがあります。詳しい説明については第 5 章 3 項を
ご覧下さい。 お客様が⾏使することでなされる、判定時刻前（早期のペイアウト）のペイアウトは、当
社の独自の判断で決定され ます。早期のペイアウトに影響する要因は以下の通りです。
•

判定時刻までの残り時間

•

原資産の市場価格の変動

•

判定時刻前の HighLow オプション転売において当社が定める違約料

判定時刻前の HighLow オプション転売において当社が定める違約料は、通常、早期のペイアウトの 10
から 20 パーセントです。例として、⾏使時間中の早期のペイアウトが$100 の場合、当社の定める違約
料は $10 となり、お客様への早期ペイアウトは$90 になります。 違約料は事前に正確に算定することは
できず、実際に適⽤される際に初めて確定します。その際、当社は契約満期までの残り期間、原資産の
市場価格の変動性、全般的な市場状況及び当社が締結したヘッジ契約を含む諸要素を総合的 に考慮しま
す。
当社の HighLow オプションは以下の当社商品を指します。
•

外国為替取引

•

仮想通貨

•

インデックス

•

当社提供の総合的取引

HighLow オプションにおけるコール・オプションは、判定価格が⾏使価格よりも⾼い場合に、利益を
⽣むことになります。コール・オプションは、判定時刻までに原資産の価格が上昇すると予想する投資
家のためのオプションです。
例えば、お客様が⾏使価格 92.30 円、ペイアウト率 2.0 倍で$100(AUD/JPY)をコール・オプションで購
⼊する場合、判定時刻の際に判定価格が$92.30 円よりも⾼い場合、$200 を受け取ることが出来ます。
反対に、判定時刻時に判定価格が 92.30 円、または、92.30 円よりも低い場合、お客様のコール・オプ
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ションの価値はなく(即ちゼロ) 、当初の投資である$100(即ち HighLow オプション料)は失われることに
なります。
HighLow オプションにおけるプット・オプションは、判定価格が⾏使価格よりも低い場合に、利益を⽣
むことになります。プット・オプションは、判定時刻までに原資産の価格が下落すると予想する投資家
のためのオプションです。
例えば、お客様が⾏使価格 91.05 円、ペイアウト率 4.0 倍で$100(AUD/JPY)をプット・オプションで購
⼊する場合で、判定時刻の際に判定価格が 91.05 円よりも低い場合、$400 を受け取ることができま
す。反対に、判定時刻時 に判定価格が 91.05 円、または、91.05 円よりも⾼い場合、お客様のプット・
オプションの価値はなく(即ちゼロ) 、当初の投資である$100(即ち HighLow バイナリー・オプション料)
は失われることになります。

2.7. 原資産としての仮想通貨

当社は仮想通貨の売買を⾏わず、また仮想通貨の取引所としてのサービスも⾏っておりません。ただ
し、仮想通貨で 構成されるオプションを含むデリバティブ商品に関しては、当社の裁量により随時ご提
供することがあります。仮想通貨を原資産とする⾦融商品に関して、外国為替のような従来型の原資産
と違い、それぞれの仮想通貨は独自の単位で扱われ、その⽣成、保存、所有権移転に関する独自の規則
が適⽤されます。
弊社のオプションは現⾦決済となっており、原資産として取引される仮想通貨の所有権を発⽣させるこ
とはありません。また仮想通貨市場の原理等は本⾦融商品開⽰⽂書の範疇を超えておりますので、お客
様が仮想通貨で構成されるオプションの取引をご検討される場合はご自身で仮想通貨市場の仕組みをよ
く理解してください。
とりわけ、各種仮想通貨市場は他の⾦融商品市場に⽐べ流動性がより低く、価格変動がより⾼くなる傾
向にある点に注意してください。また仮想通貨市場は週 7 日間オープンしておりますが、当社の営業時
間外ではポジションをオープンまたはクローズできないことがあります。従って、週末の間または週末
を跨って期限を迎えるオプションに投資される場合、著しいギャップリスク及び価格変動リスクに晒さ
れます。そのため、当社は現時点で有効期限が 1 日以内のオプションのみご提供することにしており
ます。ただし、この措置は当社がより⻑い有効期限を持つオプション商品を提供する権利は妨げるもの
ではなく、仮想通貨オプションに関するギャップリスクには十分ご留意ください。
通常の⾦融商品市場に⽐べ、仮想通貨オプションの取引は一般にかなり⾼いリスクが伴います。そのた
め当社は同種取引に対して取引量及びオープンポジションの上限を設けており、上限額は随時変更する
ことがあります。仮想通貨オプションがご自身の取引目的、ニーズ、そして財務状況に適した⾦融商品
であるかについて第 三者専門家の助言を受け、かつ適切な注意を払って取引されることをお勧めしま
す。
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3. 取引⽅法
3.1. 口座

HLMI’s Options 商品は同種口座を 1 つのみ保有するお客様に提供される商品であり、ご利⽤にあたって
は 2 つ目以降の口座の開設を固くお断りします。当社の絶対的な裁量により実質上既存のお客様が保有
する 2 つ目以降の口座を認定した場合、当該口座を閉鎖する権利を留保します。このような認定対象と
なるのは、例えば既存の HighLow オプション口座保有者が唯一の取締役または唯一の株主となっている
会社名義による新規アカウント開設の場合を含みますが、それに限りません。
口座は、お客様の申込書により申込み、当社の承認を受けた全てのサービスと商品のために⽤いられま
す。口座保有者であるお客様本人以外の何人も、当該口座を使って取引をしてはなりません。お客様の
バイナリー・オプショ ン口座上での第三者提供の取引サービスの利⽤の可否については、一義的に当社
の裁量に依ります。許可された場 合、お客様は当社に対して代理人の指定を書⾯にて通知しなければな
らず、その際お客様は当該代理人を「委任状のよる正式代理人」に指定する必要がある場合がありま
す。またお客様が、「専門アドバイザー」の助言を受けて取引する場合、その旨を当社に開示しなけれ
ばなりません
お客様の HighLow バイナリー・オプションにおける売買は、当社電⼦取引プラットフォームとして本目
論見書にある取引プラットフォームの口座の範囲内で⾏われます。
口座を開設した場合、お客様は約款に同意したものとみなします。
お客様の口座を管理する法的要件や、HighLow オプションにおけるお客様の売買については約款に記載
されています。

3.2.⼊⾦及び引出

お客様は第三者決済処理装置（当社を含みますが、これに限定されません）を通して、⾦地⾦・銀⾏振
込・クレ ジットカード決済で、本口座に資⾦を⼊⾦したり、本口座から資⾦を引き出すことができま
す。⼊⾦と引出は、 HLMI の第三者決済処理機関 (QONECO Pty Ltd を含みます) を通じて⾏われます。
お客様は、本契約から独⽴した契約としての第三者決済処理機関の取引条件に拘束され、従うことに同
意されます。お客様が負担する、またはお客様の第三者決済処理機関利⽤に関して負担する何らかの損
失、損害、費⽤または支出について、HLMI に責任を問えません。
第三者決済処理機関は電⼦メールでお客様に通知するか、ウェブサイト掲載により、最小デポジット額
差⼊を課するかも知れません。当社も第三者決済処理機関に代わって、何らかの⼊⾦分または引出⼿数
料を控除することがあります。当社は⼊⾦を差し引き、料⾦を引き出すことができます。第三者決済処
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理機関の取引条件または料⾦変更について、お客様がご自分のメールと当社ホームページを確認される
ことは、お客様の単独の責任です。
HLMI はその単独かつ絶対的裁量により、これら取引のコストをお客様に移すことがあります。
HLMI は一定の第三者決済処理機関を通じた引出請求を拒絶することができ、その単独裁量で別の引出
方法を利⽤する権利を留保します。

3.3.HIGHLOW オプション取引の開始

各オプション取引の特定の要件は、取引の前にお客様と当社の間で同意されたものとします。
オプション取引開始前、当社はお客様に、十分な口座資⾦を保持するよう、もしくは Highlow オプ シ
ョン料の支払い求めることがあります。
第 2 章 6 項の判定時刻前の HighLow オプションの⾏使を選択しない限り、HighLow オプションは同 意
さ れ た 判 定 時 刻 で 終 了 し ま す 。 HighLow オ プ シ ョ ン に は 、 三 通 り の 結 果 の 可 能 性 が あ り
ます。そのうち二つは同じ結果となります。詳しくは、2.1 と 2.5 の項をご覧下さ
い。

3.4. 判定と⾏使

第 2 章 6 項の通り、判定時刻前に HighLow オプションが⾏使されることがあります。 判定時刻時に、
HighLow オプションは自動的に無価値となるか⾏使されることになります。 通常、当社 HighLow オプ
ションには 30 秒から 23 時間の間に判定時間があります。新しい判定時刻も適宜提供されます。

3.5.当社取引

当社は随時、裁量により事前通知なくお客様の発注数及び発注規模に上限を課すことができます。その
ような制限は、お客様が取引に伴うリスクを管理できていると当社が認めるまでに適⽤され続けます。
当社商品売買の価格の相場は参考のみで、お客様の取引⾏使時の実際価格に従います。お客様の選択し
たポジショ ンは参考価格で、実際に取引される保証はありません。
取引は、当社の取引時間内のみ可能です。当社の取引時間は月曜日から⾦曜日の午前 8 時から午後 7 時
です。取引時間は月曜日の午前 8 時から土曜日の午前 7 時です。但し、お客様は、月曜日から⾦曜日の
午前 6 時以降、日を跨いで HighLow オプションを保持することはできません。従って、月曜日から⾦
曜日の午前 7 時に取引のオーダーを承ることができなくなります。
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例えば、取引ウィンドウは午前 6 時 59 分に閉じることになるため、午前 6 時 59 分の時点で、1 時間後
に判定時刻を迎える HighLow オプションをご利⽤いただけません。
当社は随時裁量により事前通知または理由の告知なく、当社商品に制限を設けることがあります。通
常、当社は、特定の原資産が非流動的になった場合やその取引が一時停⽌された場合、取引機能やコン
プライアンス、及び市場における服務上の完全性を図る目的を含む、市場に重大な中断事由が⽣じた場
合等に当社の合法的な利益を保護するために上記の制限を⾏います。
お客様が HighLow 電⼦取引プラットフォーム、もしくはお客様ご自身で⼿配する、他の情報源を通し
て得られる市場価格や、その他市場データは現状のものとは限らず、当社提供商品の価格と正確に一致
するとは限りません。

3.6. 値付け

当社はバイナリー・オプション料、判定価格、⾏使価格及びお客様の購⼊申込時のペイアウト率に従
い、価格が決定いたします。

3.7. 電子取引プラットフォーム

お客様の口座を通して、HighLow 電⼦取引プラットフォームにアクセスすることができます。
全てのオプション取引は HighLow 電⼦取引プラットフォーム上で取引することができます。購⼊申し込
みは当社電⼦取引プラットフォーム上でなされます。
HighLow 電⼦取引プラットフォームの利⽤上の規定を注意深くお読みいただき、又、その内容に従って
下さい。 HighLow 電⼦取引プラットフォームは以下の点について特別な利⽤上の規定があります。
•

支払いが有効となる際など、お客様のバイナリー・オプション料の支払いにおける資⾦の追加

•

購⼊申込の管理方法

•

その他利⽤事項

3.8. 確認と取引

お客様が HighLow オプションで取引する場合、常時更新されるオンライ ンの取引明細にアクセスする
ことで確認できます。
一度お客様が HighLow 電⼦取引プラットフォーム上で購⼊申込をすると、システムは HighLow 電⼦取
引プラットフォームの口座明細ページにある、お客様取引のメインの画⾯に反映されます。
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お客様は、HighLow 電⼦取引プラットフォーム上の口座に反映された取引確認の内容に、同意したもの
とみなしま す。正確性が保証されているか否かの速やかな確認、及び⽭盾や不一致が認められた場合に
おける、48 時間以内の 報告につきましては、お客様の責任で⾏うことになります。

3.9. ⽀払いと顧客資⾦

HighLow オプションに投資された際に、お客様が支払われたオプション料は、HLMI の指揮監督下の信頼
の置ける金融機関に預けられます。お客様が支払われたオプション料は HLMI の資金やその他の資産と
分離されますが、他のお客様と合同運用となることを留意してください。

3.10. 市場⾏動

全ての市場参加者は市場の公正、秩序、及び透明性確保のために、法律の規定に拘束されます。 お客様
は、購⼊申込におけるいくつかの事例は、法が禁⽌する市場操作にあたる可能性があたることを認識 し
なければなりません。これら法規に抵触する市場の取引や、法律の意図するところにおいて認識するこ
とはお客様の責任です。お客様は、当社乃至は第三者が被る損失や不利益につながる、お客様の取引⾏
為から発⽣する当社の出費に対して責任を負うことがあります。

3.11.

当社取引先リスク

HighLow オプションで売買をする際、当社の取引先リスクを負います。取引先リスクの要素として、信
⽤リスクがあります。お客様は、信⽤リスクに係る⾦額の支払いの際の財源を保持しつつ、当社の信⽤
リスクを考慮しなければなりません。
当社におけるお客様の信⽤リスクは、当社危機管理により影響を受ける、当社の全体の支払い能⼒によ
るものとしま す。 当社におけるお客様の信⽤リスクは、同様の基準に基づく顧客口座、一般的な支払
い能⼒及び資本家、キャッシ ュ・フロー、全ての業務リスク、顧客及び投資の一極集中におけるリス
ク、全ての業務及び取引による取引先リスク、危機管理体制と実際上の危機管理の履⾏の管理が、体系
的になされているかによります。 お客様は、目的として実質的に不完全な情報である可能性や、現況を
反映していないことで、当社の現在の支払い能⼒や信⽤度の尺度として潜在的な誤解を招く可能性があ
るため、過去の財政状況のみならず、これら全ての要因を考慮しなければなりません。

4. 重⼤なリスク
当社の商品の取扱いには重大なリスクがあります。第三者の投資助言を求め、お客様の経験、目標、ニ
ーズ及び状況を鑑み、当社商品がお客様に適合するか、十分に考慮して下さい。
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4.1. 主要なリスク

当社サービスに係る以下の主要なリスクにつきご考慮下さい。

主要なリスク

重要事項

オプション料の 喪失

お客様は HighLow オプションでアウト・オブ・ザ・マネーで 判定時刻
を迎えた場合、バイナリー・オプション料の全てを失うことになり ま
す。

当社取引先リスク

お客様は、HighLow オプションについて、当社が責任を負う事 のない
リスクを負うことがあります。HighLow オプションは取引所で⾏われ
る取引ではなく、お客様自身で当社における信⽤、その他関連 リスク
を負うことを考慮する必要があります。
顧客に資するための危機管理を図っており、当社におけるお客様の取引
先リ スクは低いものであると確信しています。但し、支払うべき⾦額
を当社顧客分別管理口座に支払った後にこのリスクが発⽣した場合、お
客様が一部もしくは全部の投資を失う可能性があるため、リスクの潜在
的且つ不利な結果はお客様にとって重大な事項となります。
当社に支払う⾦額を制限し、慎重に取引を⾏い、そしてお客様口座への
いかなる収益の支払いを要求することで、当社における取引先リスクを
最小限に 抑えることができます。詳細につき、第 3 章の「当社取引先
リスク」をご覧 下さい。

4.2. その他の重要なリスク

当社商品に係る以下の主要なリスクにつきご考慮下さい。

主要なリスク

重要事項

市場リスク

⾦融市場は急速に変化し、投機的且つ不安定です当社⾦融商品は投機商
品であり、HighLow オプションにおいて アウト・オブ・ザ・マネーで
終了することがあるように、市場価格に変動があり、⾼いリスクを伴い
ます。
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お客様が利益を得るか損失を被るかにおいて保証や確信はありません。
HighLow オプションに関連する市場を理解することで、お客様のリス
ク減少につながることがあります。

店頭取引市場

当社提供の商品は取引所による規定の範囲外の⾦融派⽣商品です。
例えば、市場に関する取引は、業者に適⽤される規制があり、一般的
に、一定の市場取引に関する業者による詐欺や違法⾏為からの保護を提
供する、保証の利益があります。
本目論見書、約款をお読みいただき、お客様に関連のある法律及び財務
におい て、第三社の投資助言を受けることで、リスクを減少すること
ができま す。

オンライン取引 プラットフ

お客様は HighLow 電⼦取引プラットフォーム、もしくは他の当社取引

ォーム

へのア クセスの⼿段において責任を負います。お客様が HighLow 電⼦
取引プラット フォームにアクセスできない場合、お客様は取引ができ
ないことを意味します。
当社は HighLow 電⼦取引プラットフォーム、もしくはその一部の使⽤
を、予め告知なく停⽌することがあります。これは予⾒不可能且つ極端
な市場状況によってのみ起こるため、低リスクであると考えられます
が、当社はこの停⽌ の決断を裁量により⾏います。HighLow 電⼦取引
プラットフォームが停⽌さ れる場合、お客様の取引の⾏使ができなく
なる可能性があり、又、お客様の購⼊申込が取引時の相場で⾏使されな
い可能性があります。
当社はリスクによってお客様の購⼊申込の⾏使を妨げ、遅らせる制限を
お客様の口座に設けています。エラーやソフトウェアについても、
HighLow 電⼦取 引プラットフォームの利⽤に関して、お客様は当社か
らの償還を受けることはありません。オンライン取引プラットフォーム
における約款や説明資料をお読 み下さい。

利益相反

当社は契約当事者としてお客様の取引に臨み、HighLow バイナリー・
オプシ ョン料を設定し、且つ、他社との異なる価格やレートで取引を
することがあり 、又、市場参加者と取引をすることがあるため、当社
商品の取引には自動的に実際の利益相反のリスクが伴います。
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当社の方針は原則として、お客様の仲買人としてではなく、提⽰される
価格に基づくオプション取引を発⾏することです。HighLow オプショ
ン価格や原市場を注視することで、不都合もしくは不透明な価格におけ
る、お客様のリスクを減少させることができます。

公的機関

お客様が、当社のコントロール外の原因により負債を背負う場合があり
ます。例えば、公的機関が、市場危機の際に、その権限を行使した場
合、原資産に対する行動の効果と、オプション契約の条件により、究極
的にそれがお客様の損失につながる可能性があります。極端な状況で
は、規制当局は取引の停止、決済価格の変更が可能で、それらは、お客
様の原資産と立場に影響する可能性があります。
HLMI には基本的な権限と責任に損害賠償と制限があります。もし、お
客様が支払いができない、もしくは HLMI に払うべき通貨が提供できな
い、また取引の義務を果たせない場合は、HLMI は口座約款に基づき、
広範囲の力を使い当社のポジションを守ります。加えて、口座約款に基
づき、お客様は、当社に対して一定の負債、債務不履行などの場合を含
む責任を補償します。
これらの理解するために、約款をよくお読みください。

運用 リスク

HighLow オプションには、常に運用リスクがあります。例えば、コミュ
ニケーション、コンピューターやコンピューターネットワーク、また
は、外部の事象などによる運用プロセスの混乱は、取引の実行と決済に
遅延を及ぼす可能性があります。当社は、当社のコントロール外の運用
プロセスの不具合による遅延によりお客様の損失が出た場合、当社のコ
ントロール外のハイロー電子取引プラットフォームの故障や、第三者か
ら提供されたデータのエラーを含む、またこれに限定されない、につい
て当社は一切の責任を負いません。

HLMI の裁量

約款、引いて目論見書は、口座凍結、口座の終了、取引のキャンセル、
取引の制限、取引の訂正、お客様の口座振り替えの払い戻し、振り戻
し、決済のキャンセル、決済の振り戻し、過去の価格の変更、引き出し
の取り消し、利益の取り戻しによりお客様の借りられている額との相殺
を含む、ただし限定としない広い権限を与えます。

専門アドバイザー

専門アドバイザー、別名プラグインとは、当社のプラットフォームと併
用して用いられる、取引アルゴリズムを用いて自動的に取引注文を生み

www.highlow.com

15

目論見書

出す追加ソフトウェアです。お客様が、専門アドバイザーを使用する場
合、取引のコントロールがご自身でできなくなる恐れ、取引市場でソフ
トフェアの問題が起こる恐れ、違法、または詐欺行為に会う危険性があ
ります。お客様ご自身が、専門アドバイザーによって行われた口座上の
すべての取引に対して責任を負うものと認識、同意し、専門アドバイザ
ーと取引する前に HLMI に伝えることとします。

仮装通貨リスク

仮想通貨は外国為替などの従来型の原資産と内在的に異なる性質も持っ
ており、仮想通貨市場は極端な価格変動と流動性が低いと特徴づけられ
ます。加えて、同市場は当社が提供する仮想通貨オプションの取引可能
時間外を含む 週 7 日・24 時間オープンしていることもリスクをさらに
増幅させる要因となります。
さらに比較的に最近の現象として、世界各国が仮想通貨市場の台頭に反
応して関連法規の整備に動き出しており、それらに市場が影響されるリ
スクも考えられます。

5. 費⽤、料⾦及び請求
5.1. 費⽤、料⾦及び請求

お客様の HighLow オプションの費⽤は、返⾦不能のオプション料の支払いとなります。クレジットカー
ドを利⽤して口座に資⾦を供給する場合、クレジットカード料⾦、もしくは関係⾦融機関が当社に請求
する関連の取引料⾦が請求されます。
更に、お客様が判定時刻前及び⾏使時刻(詳しくは 2 章第 6 項を参照）に、HighLow オプションの⾏使を
選択した場合、当社は早期のペイアウトにおける違約料をお客様に適⽤します。
オプション料を支払うため、お客様の口座に十分な資⾦を保持しなければなりません。オプション料は
当社により設定されます。

5.2. その他の外部の料⾦、税⾦及び請求

お客様は取引や契約で適⽤される範囲において、郵便税、取引税、物品サービス税もしくは類似の物品
やサービスに課せられる付加価値税につき支払う責任があります。当社が支払うべき所得税は含まれま
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せん。お客様の資⾦整理、もしくはお客様の支払いのために当社が負った銀⾏取引料⾦は、当社の上乗
せなく、お客様口座に請求されます。

5.3.HIGHLOW OPTIONS HIGHLOW オプションの取引例

以下は典型的な取引結果と計算結果の影響を⽰す例です。お客様の取引の様々な結果は個々で異なるた
め、取引を開始する前に当社にご確認下さい。

1. コール・オプション - FX
判定時刻の際の AUD/USD の通貨ペアの価格が、15 分後に⾏使価格である 0.9650 よりも上が
ることを予想し、 AUD/USD の通貨ペアにおいてコール・バイナリー・オプションを購⼊する
とします。

当社が設定する HighLow オプションのペイアウト率は 1.8 倍で、お客様がオプション 料とし
て AUD$500 の投資をするとします。
コール・オプションが 15 分後に判定時刻を迎え、AUD/USD の判定価格もしくはスポット価格
が 0.9660 であった場合、お客様は AUD$900 のペイアウトを受けます。
お客様が既に支払ったオプション料は返⾦不可能ですのでご了承下さい。それ故、お客様の純
利益は AUD$400 となります。 (ペイアウトがお客様のバイナリー・オプション料よりも低い)

2. プット・オプション - FX
判定時刻の際の EUR/USD の通貨ペアの価格が、20 分後に⾏使価格である 135.80 よりも下がる
ことを予想し、 プット・オプションを購⼊するとします。
当社が設定する HighLow オプションのペイアウト率は 2.0 倍で、お客様がオプション 料として
AUD$200 の投資をするとします。
プット・オプションが 20 分後に判定時刻を迎えた時、EUR/USD の判定価格が 136.20 まで上昇
するとします。 お客様はペイアウトを受けることができません。お客様が支払ったオプション
料は返⾦不可能で、この事例における全体の損失は AUD$200 です。

www.highlow.com

17

目論見書

3. コール・オプション - インデックス
判定時刻の際の S&PTM/ASXTM 200 の指数水準が、上昇すると予想し、5,520 の⾏使価格で当
社のコール・オプションを購⼊するとします。このコール・オプションは 25 分後に判定時刻を
迎えるとします。
当社が設定する HighLow バイナリー・オプションのペイアウト率は 1.85 倍で、お客様がバイ
ナリー・オプショ ン料として AUD$400 の投資をしたとします。
コール・オプションが 25 分後に判定時刻を迎えた時、判定価格は 5,525 であったとします。
お客様は AUD$740 のペイアウトを受けることになります。お客様が既に支払ったプット・オ
プショ ン料は返⾦不可能ですのでご了承下さい。それ故、顧客の全収益は AUD$340 となりま
す。

4. コール・オプション – インデックス - アット・ザ・マネーの場合
判定時刻の際の S&PTM/ASXTM 200 の指数水準が、上昇すると予想し、5,500 の⾏使価格で当
社のコール・バイ ナリー・オプションを購⼊するとします。このコール・バイナリー・オプシ
ョンは 35 分後に判定時刻を迎えるとします。
当社が設定する HighLow オプションのペイアウト率は 1.85 倍で、お客様がバイナリー・オプ
ショ ン料として AUD$400 の投資をしたとします。
コール・バイナリー・オプションが 35 分後に判定時刻を迎えた時、判定価格は 5,500 であった
場合、⾏使価格が判 定時刻時の判定価格と同じため、HighLow オプションがアット・ザ・マネ
ーの状態であることを意味します。
お客様は、固定の予め定められたペイアウトを得られませんし、既に支払ったオプション料を
失うことになり、この事例における全体の損失は AUD$400 です。

5. プット・バイナリー・オプション – インデックス - 判定時刻前に転売する場合
お客様が、判定時刻の際の NIKKEI(日経)の指数水準が、下落すると予想し、14,200 の⾏使価格
で当社のプット・ バイナリー・オプションを購⼊するとします。このプット・オプションは
30 分後に判定時刻を迎えるとします。
当社が設定する HighLow オプションのペイアウト率は 2.0 倍で、お客様がバイナリー・オプシ
ョン料として AUD$500 の投資をするとします。
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お客様が予想を変更し、判定時刻に Nikkei の指数水準がこれ以上下がらないと考えた場合で、
お客様が HighLow オプションを判定時刻 10 分前に転売したとします。
転売時の Nikkei の指数水準が 14,195 で、当社設定のペイアウト率が 0.9 倍であったとしま
す。
お客様は AUD$450 のペイアウトを受けることになります。お客様が既に支払ったプット・バ
イナリー・オプショ ン料の AUD$500 は返⾦不可能ですのでご了承下さい。お客様の全体の損
失は、バイナリー・オプション料からペイアウトを差し引いて AUD$50 となります。

本目論見書の事例における注意

1. 上記の事例は、可能性のある主な結果の影響を説明するためのものです。これらの事例は
特定の取引の結果の予報や予測ではありません。
2. 上記事例はドルを例に、いかに取引に当社の請求費⽤が掛かることになるかを説明したも
のです。これら事 例は網羅的なものではなく、又、全ての取引戦略にあてはまるものでは
ありません。
3. これら事例は、投資家の税率や全体的な課税状況、口座に請求され、又は利益として収め
られる利率の潜在的な変化や⾦銭の時価を考慮に⼊れず、単純化された想定として⽤いら
れます。これらの考え得る結果が、疑いの余地なく取引の結果を変化させる一方で、これ
らは予測の叶わない通常の市場の変化であり、取引における当社でお取引をされるにあた
っては、これらを考慮しなければなりません。
4. 利率や外部の請求はいつでも変化する可能性があり、仮定条件に過ぎません。取引の前
に、必ず取引条件をご確認下さい。

6. ⼀般情報
6.1. 裁量権

当社は約款の規定に基づき、お客様の購⼊申込やポジションに影響する裁量権を有します。お客様には
当社の裁量権行使の方法につき、指⽰をする権限がありません。
裁量権を行使する際、当社は法的義務を遵守します。当社自身、顧客、当社の責務と取引先、市場状況
や当社の評価のため、当社は方針や、財政、信⽤及び法的リスクを含む危機管理を重んじます。当社は
合理的且つ公正に裁量権を行使します。当社による重大な裁量権は以下の通りです。
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•

お客様の購⼊申込を承認するか否かについて

•

当社がお客様の口座もしくは取引に課す、リスク制限や他の制限について

•

オプション料について

•

価格の設定について

•

お客様の口座が禁⽌⾏為に関わったか否かの判定及びそのための調査について。当社裁量権⾏使に
係る重大なリスクにつき、考慮して下さい。詳細は第 4 章をご覧下さい。

当社の他の裁量権は以下の通りです。
•

お客様口座の開設と閉鎖

•

お客様が支払うべき⾦額の支払いにおける猶予期間の設定

•

当社方針の解釈、多様性及び適⽤

•

当社のお客様口座を第三者に割り当てる権利

6.2. 方針

当社はお客様の取引に影響する数多くの方針を有します。方針は当社および全雇⽤者が従う方針です
が、約款の一部ではなく、お客様に更なる法的権利や権⼒を与えるものではありません。
当社は、予めの告知なく方針を変更することがあります。当社は修正、撤廃、変更や追加を告知なく行
うことがあります。当社方針は、当社の業務遂⾏方法の理解に役立ちますが、全ての重要な情報は目論
見書、及び約款の中に記載されており、当社の方針ではなく、本目論見書、及び約款にのみ従うように
して下さい。

6.3. マネー・ロンダリング及びテロ資⾦供与対策法

当社は取引に影響する可能性のある、マネー・ロンダリング及びテロ資⾦供与対策法(AML 法)を遵守し
ます。お客様のアカウントが開設された場合、AML 法及び当社の AML 法⼿続の目的のため、当社はお
客様の情報を公開、もしくはお客様口座の取引を停⽌することがあり、このような事例が発⽣した場
合、当社はいかなるお客様の損失に対し責任を負いません。
お客様は当社が随時請求する全ての書類（例えば身分証明書類、収⼊または代理権限を確認する書類な
ど）を、当社 所定のフォーマットで提出しなければなりません。
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6.4. 当社について

HLM 当社はマーシャル諸島共和国⾦融サービス会社で、個人投資家及び機関投資家に対して、店頭金融
派⽣商品における⾦融サービスを提供するために設⽴されました。

6.5. 申込

関係する口座申込を記⼊することで、お客様は口座を開設することができます。当社はお客様の口座申
込を裏付ける追加情報を、お客様に求めることがあります。
口座はクレジットカード、及び電⼦送⾦により⼊⾦されます。詳しい情報につきましては当社にご連絡
下さい。
また、送⾦がなされた後においても、当社はお客様が実際の送⾦人であることを確認する書類の提出を
求めることがあり、その場合お客様が取引を開始できるのは当該書類を当社が受け取ってからになりま
す。送⾦人を特定できなかった場合、当社は受け取った資⾦を送⾦元に返⾦します。
当社は小切⼿及び現⾦預⾦を受け付けませんのでご了承下さい。
更に、クレジットカードにて資⾦を供給する場合、当社はお客様口座に⼊⾦された⾦額から減額された
料⾦分を請求します。例えば、お客様がクレジットを利⽤して$100 を当社に支払う場合、お客様の口座
には全体額からクレジット⼿数料が引かれた⾦額が⼊⾦されます。

6.6. 税⾦と課税範囲

当社商品は、現在の税法及びその執行、税法における顧客の性質、取引条件や他の状況により、お客様
の税⾦に一定の範囲を持ちます。これらは常に複雑且つ顧客毎に異なります。
当社は、税に関する一切のアドバイスをすることを許可されていませんので、当社⾦融商品の取引を開
始する前に財務顧問に相談して下さい。

6.7. クーリングオフ

当社商品等においてクーリングオフの適⽤はありません。これは、お客様が一度購⼊したオプションを
返還する権利がないことを意味し、また、この取引において支払われた⾦銭の返⾦を求める権利を有し
ないことを意味します。
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7. 司法管轄
当社の業務は、マーシャル諸島共和国の法律の管理下にあります。
当社は、マーシャル諸島共和国の事業会社法の規定の下で法人化していますが、アメリカ、ニュージー
ランドまた、デリバリーの取引がその国に法令で許可されていないすべての国の居住者に当社の商品を
提供しない可能生があります。本目論見書を閲覧する、これらの国に居住するいかなる個人はこの制限
に従わなければなりません。これに従わない場合、⾦融サービスに関する法律違反の構成要件となるこ
とがあります。
お客様がご自身で申告した⽴法管轄権区域内にいないとの疑義を当社が持った場合、またはお客様の所
在地においてオプション取引が法律により禁じられていると当社が判断した場合、口座契約条件に定め
る「禁⽌⾏為」 として⾒なされます。

7.1. 保険

当社従業員、取締による詐欺⾏為の結果、お客様の資⾦が⽤いられることになった場合の補償のための
保険に加⼊しており、ヘッジ取引先との取引に起因する不⾜額の払戻しの可能性を含む、様々な状況を
補償するための総合保険に加⼊しています。保険の保護範囲が不十分であるため、もしくは保険者がそ
の義務を履⾏しない場合、当社はお客様に支払いができないことがあります。
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7.2. 紛争解決

当社はお客様に優れた⾦融商品とサービスの提供に最大限の努⼒を払います。当社商品に満⾜いただけ
ない場合、以 下の方法で解決のための問題提起ができます。

1. 当社サービス・スペシャリストにご連絡いただき、ご不満の内容をご提供下さい。お電話、メ
ールにてご連絡いただけます。

電話: 0120-542-381
メール: support@highlow.com

2. 当社への連絡の受領から、お客様の不満が 5 営業日以内に満⾜の結果で解決しない場合、コン
プライアンス課宛に、⽂書にてお申立て下さい。

compliance@highlow.com
当社は、お客様の抱える問題において、迅速かつ公平な解決に全⼒を尽くします。お客様から
の⽂書での連絡は、受取から 2 営業日以内に受理され、最初の⽂書による連絡の受取から 45 日
以内に解決することに最大の努⼒を致します。
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8. ⽤語集
口座とは、約款に基づき開設された、HighLow 電⼦取引プラットフォーム使⽤のための全ての取引記録

を含む、当社の口座を指します。
約款とは、お客様が取引をする全ての口座に係る条件を指します。(約款の内容は適宜修正されます。)

現状の約款に従い、変更事項や追加条件は随時、お客様に告知されます。これらはお客様申込に付録さ
れる書面上の約款であります。また HLMI にご連絡いただくと、要求により、⽂書の印刷を無料で送付
いたします。
口座残高とは、当社が以下を合算して算出したお客様の現在の口座の額を指します。

•

当社顧客分別管理口座への⼊⾦額と同等の額

•

口座解約のための参考価格 (例:取引手数料、ファイナンス・チャージ)

•

注⽂がなされるまでのお客様の取引⾦額

AML 法とは、当社が発行し実施、また随時変更するアンチ・マネー・ロンダリング及びテロ資⾦供与対
策ポリシー、及び関連するポリシー、法規を指します。
アット・ザ・マネーとは、オプションの権利⾏使価格とオプションの終了時間における終了価格とが同

じであることをいいます。当社のオプションでは、アット・ザ･マネーで終了したオプシ ョンは、アウ
ト・オブ・ ザ・マネーで終了したオプションと同様に処理されます。
残高とは、HighLow オプションで使⽤可能な口座内の資⾦総額を指します。
コール・オプションとは、判定時刻における判定価格が行使価格よりも⾼い場合、購⼊者に一定の⾦額

を支払うオプションを指します。
お客様とは、当社口座を保有する個人を指します。
早期のペイアウトとは、HighLow バイナリー・オプションが⾏使時刻中に転売された場合の、お客様に

支払われるペイアウトを指します。
行使価格とは、HighLow バイナリー・オプションがイン・ザ・マネーの状態であるかどうかの決定にお

ける、原資産の価格を指します。
行使時刻とは、顧客が判定時刻前に HighLow オプションを行使する時間を指します。
判定価格とは、判定時刻時の原資産の価格を指します。
判定時刻とは、HighLow オプションが自動的に判定時刻を迎える、もしくは経過する時間を指しま す。
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HLMI とは、マーシャル諸島共和国の法律の下で法人化された HLMI 株式会社（会社番号 100959）を指し
ます。
HighLow 電子取引プラットフォームとは、当社 HighLow オプション取引のための、オンライン取引プラ
ットフォームを指します。
HighLow オプションとは、HIGH LOW が記述した HighLow 電子取引プラットフォーム上のみで行われた
取引で非レバレッジ、アメリカ式 OTC オプションを指します。HighLow 契約には、判定時刻を過ぎた
時、判定時刻終了時にイン・ザ・マネーで終了した場合、前もって決められた金額が支払われるという
特徴があります。判定時刻時に、アウト・オブ・ザ・マネー、又はアット・ザ・マネーで終了した場
合、支払われる金額は０（ゼロ）となります。すなわち投資家が HighLow オプションに支払ったオプシ
ョン料金は失われます。投資家は、判定時刻終了前に行使することが可能ですが、支払われる金額は
HighLow オプション判定時刻より低くなります。またこの判断は HLMI の独断の裁量となります。
イン・ザ・マネーとは、HighLow オプションが判定時刻時に実在価値を持つことを指します。

JST とは日本標準時を指します。
オプションとは、 HighLow オプションを指します。
オプション料とは、オプションに対して払われる料金を指します。
取引申込とは、お客様が取引を行う上での指⽰を指します。

OTC とは、取引所による取引商品との対比の意味で、店頭商品を意味します。
アウト・オブ・ザ・マネーとは、判定時刻時に HighLow オプションが実在価値を持たず、無価値とな

ることを指します。
プット・オプションとは、判定時刻における判定価格が⾏使価格よりも低い場合、購⼊者に一定の⾦額

を支払うオプションを指します。
取引条件とは、HighLow 電⼦取引プラットフォームにおける、適時のお客様取引の規定や条件を指しま

す。
取引とは、約款に基づいて交わされる全てのオプション取引を意味します。
禁⽌⾏為は、約款の中で定義が定められています。
原資産とは、お客様のオプション取引価格の計算における基礎として用いられる資産を指します。
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