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第1章	 重要な情報

1.1	 金融商品開示文書

本金融商品開示文書(以下、「開示文書」とする。)は、店頭取引HighLowバイナリー・オプション(以下、「HighLowバイナリー・オプシ
ョン」もしくは「オプション取引」とする。)の発行者として、2014年7月1日にハイロー・マーケッツ・ピーティーワイ・エルティーディー
(ACN 143 553 628, AFSL 364264、以下、「当社」とする。)により作成されたものです。

本開示文書は各種取引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。本開示文書は他社提供の、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。

本開示文書は「HighLowバイナリー・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。「HighLowバイナリー・オプション」はレバレッジを利用した金融商品です。当社商品に投資を決定する前に、本開示文書及び
約款を必ずお読み下さい。

本開示文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バイナリー・オプション

本開示文書は店頭オプションである「HighLowバイナリー・オプション」について説明します。

本開示文書にて詳述する「HighLowバイナリー・オプション」はHighLow電子取引プラットフォーム上で行われます。この店頭取引
は当社発行の金融商品であり、取引所取扱商品ではありません。

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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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、本開示文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。本開示文書にある金融商品
の売買を決定する前に、全ての金融商品開示文書の記載及び約款をお読み下さい。本開示文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バイナリー・オプションにおいて個人的な投資助言をいたしません。本開示文書はHighLowバイナリー・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。

本開示文書内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。 

1.5	 HighLowバイナリー・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バイナリー・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。
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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。

当社取引の特徴、リスク、及びHighLowバイナリー・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	 開示文書の公開と告知

本開示文書内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.net)開示文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、当社は新たな開示文書、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.net)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。

1.7	 Contact

当社への連絡方法は以下の通り

Level 14, Macquarie House 
167 Macquarie Street 
SYDNEY NSW 2000 
電話: +61 2 9186 9160 
メール: support@HighLow.net 
又は当社ホームページをご利用下さい。

www.highlow.net

第2章	 重大な情報

2.1	 HighLowバイナリー・オプションの重大な特徴

• HighLowバイナリー・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バイナリー・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。お客様はHighLowバイナリー・オプション
の価格を支払うことになります。

• 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。

• HighLowバイナリー・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バイナリー・オプションには三通りの結果の可能性があります。

(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) アウト・オブ・ザ・マネーで判定時刻を迎える – ペイアウトは発生せず、バイナリー・オプション料を失います。

(c) アット・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せんが、バイナリー・オプショ
ン料支払い分と同等額がお客様に支払われます。 

2.2	 当社取引の主要な利益

• 当社HighLowバイナリー・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バイナリー・オプションを投資目的で利用することが出来ます。
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収益を意図するHighLowバイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・オプションで売買することが
できます。

• 「HighLowバイナリー・オプション料」のために支払われたお客様の資金は、当社顧客分別管理口座より当社へ引き出されま
す。それ故、一度引き出された場合、お客様の信託財産ではなくなり、当社顧客分別管理口座の預託金の利益を失うことになり
ます。

• お客様のHighLowバイナリー・オプションが「イン・ザ・マネー」で判定時刻を迎えた場合、当社はペイアウト率の額に相当する金
額を、お客様の収益として当社顧客分別管理口座に支払います。これは、イン・ザ・マネーで取引が終了した場合、お客様の口座に
利益分が支払われることを意味します。

2.3	 重大なリスク

HighLowバイナリー・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バイナリー・オプション料です。 

• お客様のHighLowバイナリー・オプションが「アウト・オブ・ザ・マネー」で判定時刻を迎えた場合、もしくは法律の規定がある場
合、分別管理された銀行口座はHighLowバイナリー・オプション取引の支払いのために引き出されます。– 当社分別管理口座へ
支払われたお客様の預託金は、アウト・オブ・ザ・マネーで判定時刻を迎えた際、当社への支払いとして引き出されます。一度引き
出された場合、お客様の信託財産ではなくなり、当社顧客分別管理口座の預託金の利益を失うことになります。

• 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バイナリー・オプション料を失うことになります。 

• 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バイナリー・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
つき、第3章10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バイナリー・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、本開示文書を最
後までお読みいただき、HighLowバイナリー・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バイナリー・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。

簡単な説明として、デジタル取引、もしくは「all-or-nothing取引」とも呼ばれるHighLowバイナリー・オプションは、一定の時間で金
融上の事象が発生するか否かにより、予め定められた固定額を得られるというものです。

HighLowバイナリー・オプションには三通りの結果の可能性があり、お客様は単純に「Yes」か「No」で取引をすることになります。例
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えば、HighLowバイナリー・オプションの判定時刻時にAUD/JPYは89.65円以上の値が付くかという事例で考えた場合、「Yes」で
あれば、イン・ザ・マネーの状態で決済され、お客様は取引開始時の当社設定のペイアウト率で利益を得ることができます。「No」の
場合、アウト・オブ・ザ・マネーの状態で決済され、既に支払ったHighLowバイナリー・オプション料を失うことになります。

HighLowバイナリー・オプションがアット・ザ・マネーの状態で終了する場合、固定の予め定められたペイアウトを得られませんが、バ
イナリー・オプション料支払い分と同等額がお客様に支払われます。

取引所による直接的な投資と異なり、HighLowバイナリー・オプションは規格化されていません。オプション取引の条件はお客様の
口座及び取引に適用される当社約款を基にしています。

2.6	 取引の種類

HighLowバイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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バイナリー・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。

当社のHighLowバイナリー・オプションは以下の当社商品を指します。

• 外国為替取引

• 当社提供の総合的取引 

HighLowバイナリー・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円よりも低い
場合、お客様のコール・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。

HighLowバイナリー・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。
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判定時刻時に行使価格が判定価格と同値の場合、ペイアウトを受けることはできませんが、HighLowバイナリー・オプション取引に
支払った額はお客様に返還されますのでご了承下さい。

第3章	 取引方法

3.1	 口座

お客様はオンラインの口座申込書に記入することで、お客様の口座を開設することができます。当社がお客様の申込を承認すること
で、口座は開設されます。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。

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開示文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バイナリー・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。
又、約款は本開示文書にて記述のない、当社とお客様の取引における法的要件を含みます。

3.2	 HighLowバイナリー・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バイナリー・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バイナリー・オプションの行使を選択しない限り、HighLowバイナリー・オプションは同意され
た判定時刻で終了します。単に「Yes」か「No」のどちらかの選択をすることで、HighLowバイナリー・オプションには、三通りの結果の
可能性があります。

3.3	 判定と行使

第2章6項の通り、判定時刻前にHighLowバイナリー・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バイナリー・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バイナリー・オプションには3分から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。

3.4	 当社取引

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。

当社営業時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後6時です。取引時間は月曜日の午前7時から土曜日の午前6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バイナリー・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6時に取引のオーダーを承ることができなくなります。 

例えば、取引ウィンドウは午前5時55分に閉じることになるため、午前5時57分の時点で、1時間後に判定時刻を迎えるHighLowバ
イナリー・オプションをご利用いただけません。

当社は特定の原資産について、卒爾、裁量により予めの告知なく、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、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
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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ものではありません。

3.5	 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つき、値付けします。

3.6	 HighLow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 

3.7	 確認と取引

お客様がHighLowバイナリー・オプションで取引する場合、豪州会社法の規定により、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。

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。

3.8	 支払いと顧客資金

以下は、お客様がHighLowバイナリー・オプションに投資する際の支払いにおける説明です。

(A)	 取引ポジションの成立

当社に対するいかなる入金の前に、お客様の資金がいかに保全され、用いられるか、そして当社への支払いに対するお客様のリスク
を十分にご考慮下さい。

以下は、オプション取引のポジションを成立させる上での、支払いの流れを説明する簡単な図です。

以下の記述は全てお読み下さい。

当社

1 2

当社顧	
客分別	
管理口	
座

お客	
様
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STEPS

Step	1 バイナリー・オプション取引のため、当社の顧客として、お客様は当社顧客分別管理口座に資金を預託します。この手続き
は、取引開始の前に、お客様の取引口座へ資金を供給するために必要となります。

Step	2	 お客様の購入申込が受け付けられると、お客様の取引が成立します。

一般的に、単にお客様がオプション取引を開始するだけで、当社顧客分別管理口座から資金が引き出されることはありません。

口座約款の規定によりお客様の支払ったバイナリー・オプション料は当社の権利となり、お客様がバイナリー・オプション取引を成立
させた後、お客様が支払ったバイナリー・オプション料を、当社への支払いとして、当社顧客分別管理口座から引き出すことがありま
す。

取引を成立させる際の、お客様の資金についての詳しい説明

当社に入金をする前に、お客様の資金がいかに保管され、用いられるか、そして当社に支払うことにより起こりうるリスクを十分にご
考慮下さい。 

当社顧客分別管理口座

HighLowバイナリー・オプションのための、お客様の当社への支払いは、本開示文書で規定する当社管理の分別管理口座である「当
社顧客分別管理口座」に預託されます。

当社顧客分別管理口座に支払われた預託金はお客様のために保全され、当社固有財産と明確に区分されます。当社が破産・破産に
陥った場合にも、一般債権者はこの資金を差押ができません。但し、裁判所の命令がある場合は、この限りではありません。

当社顧客分別管理口座のような分別管理口座において、一般的に、以下の事項にご留意いただく必要があります。

• 個人のお客様は分離、もしくは区分された口座を持つことはできません。

• 全ての顧客の資金は一つの口座で一括管理されます。

• 当社分別管理口座に保管された資金により発生する全ての利子を得る権利は当社に帰属します。

お客様は、自身の口座に与えられた顧客参照番号を使用して入金を行います。HighLow電子取引プラットフォームを使用して行われ
るこの入金は、お客様が希望する全てのオプション取引において、これら資金が当社に帰属し、引き出される事においての、お客様か
ら当社への指示の確認としての意味を持ちます。入金時に顧客参照番号を使用されない場合、取引開始のために当社がお客様の口
座に資金を供給する前に、当社は支払いの証明の提供、及びお客様の指示を確認を求めることがあります。

実質的には、お客様が当社顧客分別管理口座に預託される資金の支払いをする時、お客様はバイナリー・オプションのために用いら
れる支払いをしていることになります。

顧客資産の使用

約款の規定に則り、お客様は、料金、費用、その他請求及び既に支払ったバイナリー・オプション料を含む、当社に帰属する権利のあ
る金額につき、いかなる支払いにおいて当社が引き出すことを、自動的且つ取消不能の指示をしたものとします。それ故、お客様は当
社に対して引き出され、支払うことになる額のみを当社顧客分別管理口座に支払って下さい。

引き出しの権限

お客様のバイナリー・オプション料はバイナリー・オプションのための当社に対する支払いであり、お客様個人の貯蓄として管理され
ず、又、お客様が引き出すことはできません。お客様はバイナリー・オプションのために当社へその料金を支払わなければなりません。

お客様のバイナリー・オプション料の支払いや、購入申込はお客様の管理の元に行われるため、当社はお客様の当社顧客分別管理
口座にオプション料の支払いを、先にお手続きいただくことをお願いします。お支払いいただいた料金は当社が引き出し、お客様の取
引口座に入金します。資金引き出しと、当社からお客様口座への資金供給を許可、指示されたという観点から、当社は、当社顧客分別
管理口座に入金された支払いのみを受け付けます。お客様のバイナリー・オプション取引前か後かを問わず、バイナリー・オプション
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料で必要となる最小限の額よりも多く入金することになります。

お客様の約款の承認及び当社分別管理口座への入金は、お客様の資金の全てが、当社に引き出されることの指示であるということ
の確認とみなします。

当社はバイナリー・オプションのための、お客様個人の支払いが、速やか且つ完全に顧客口座に分配されることを保証するため、約
款、方針、及び手続きを利用します。

分別管理口座から資金が引き出されることによる結果

資金は、当社に権利のある部分において、当社に支払うかお客様に支払うために、顧客分別管理口座から引き出されます。

当社への支払いのために資金が引き出される時、顧客分別管理口座から引き出された時点でお客様の保全財産ではなく、当社固有
財産となります。

当社顧客分別管理口座からお客様の預託金が引き出された時点で、以下の点にご留意下さい。

• お客様は分別管理口座が受ける保護を失います。

• お客様は、当社が負う契約義務に対する当社の無担保債権者となります。これは、お客様が全ての取引ポジションを終了した後、
全体の口座残高の支払いにおける、当社に対する無担保債権者としての当社との関係を含みます。

(B)	 余剰金の清算と返還

以下はオプション取引において、手仕舞いする際の流れを示す簡単な図です。 

当社

1 2

当社顧客	
分別管理
口座

お客様	
(顧客)

STEPS:

お客様のバイナリー・オプションがイン・ザ・マネーで判定時刻を迎える。

お客様が口座残高の支払いを希望する。 

Step	1 当社は、ペイアウト率に関係する額を当社顧客分別管理口座に支払います。

Step	2 当社は、お客様指定の銀行口座に振り込みをします。

3.9	 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、豪州会社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ASIC等の
監督機関に対する罰則を、又はお客様、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。

3.10	 当社取引先リスク

HighLowバイナリー・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
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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、当社がお客様の口座のために顧客分別管理口座に資金を預託することで、又、当社がリスク回
避のために危機管理方針を適用、引いては顧客の利益とすることで、管理、縮小します。

当社の支払い能力

当社に預託される全ての資金が当社顧客分別管理口座に支払われ、当社が管理することになるため、当社との取引で負うお客様の
リスクを、当社における過去の財務情報や総論を基に単純化して評価することはできません。

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。

当社破産時のお客様への支払い

当社が破産した場合の、お客様口座の全体の残高に従ってお客様に支払われる方法は以下の通りです。

• HighLowバイナリー・オプション、HighLowバイナリー・オプショの電子取引プラットフォーム、もしくは同意により、当社に支払
うべき金額を差し引いた後、当社顧客分別管理口座の預託金はお客様に返還されます。但し、これに反対する裁判命令がある場
合はこの限りではありません。

• 当社は、負債支払優先や支払い基準等の法的要件に従い、当社顧客分別管理口座からの預託金返納後、全体額のいかなる残余
分においても、お客様に支払い義務を負います。

• 当社はHighLow電子取引プラットフォームの顧客に支払う金額を慎重に査定し、利用可能な資金から臨時的な支払いを選択す
ることがあります。

• 当社顧客分別管理口座からの資金に関して、当社は、HighLow電子取引プラットフォームの顧客に、公正かつ合理的な分配を査
定します。

第4章	 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。

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

バイナリー・オプション料の
喪失

お客様はHighLowバイナリー・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。
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主要なリスク 重要事項

リアルタイムへの顧客資金
の引き出し

当社顧客分別管理口座に支払われた預託金は当社に権利のある資金として引き出されます。
これはお客様のバイナリー・オプションがアウト・オブ・マネーで判定時刻を迎えた場合のバイ
ナリー・オプション料、料金、その他費用を含みます。これら引き出される資金は、お客様のため
に保有するのではなく、当社固有財産となり、当社顧客分別管理口座にお客様のために保全
されていた総額から引き出分が減額されます。

当社取引先リスク お客様は、HighLowバイナリー・オプションについて、当社責任を負う事のないリスクを負うこ
とがあります。HighLowバイナリー・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。

重要なリスク 重要事項

市場リスク HighLowバイナリー・オプションのような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バイナリー・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。

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バイナリー・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、ASX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ASX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、National Guarantee Fundと呼ば
れる保証の利益があります。ASXの規制とNational Guarantee Fundは当社取引には適用
されません。

本開示文書、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。
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重要なリスク 重要事項

オンライン取引プラ 
ットフォーム

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、予めの告知なく停止
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。

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バイナリー・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。

監督機関 当社管轄外の事由により、お客様は損失を被ることがあります。例えば、市場の緊急事態に際
した公的監督機関の行使する権利による行為が、原資産もしくはお客様のオプション取引の
条件に対してなされた権限行使の影響により、結果的にお客様の損失を引き起こすことがあり
ます。公的監督機関は緊急の状況において、取引を停止、もしくはオプション取引が成立した
際の価格を変更することがあり、これによりお客様のポジションにおける原資産に影響するこ
とがあります。

当社は債務不履行、損害賠償及び責任の制限に関する権限を有しています。お客様による当
社への支払い、資金提供、その他支払い義務のある金額における不払い、取引における義務
履行違反が認められる場合、当社は約款の規定に基づき、当社を保護するための行動を起こ
す権利を持ちます。更に、約款の規定に基づき、お客様は債務不履行により引き起こされる状
況を含む、一定の損失、責任において保証することを同意したものとします。

当該事項をご理解いただくため、約款を必ずお読み下さい。

業務上のリスク HighLowバイナリー・オプションには常に業務上のリスクが伴います。

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により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。
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第5章	 費用、料金及び請求

5.1	 費用、料金及び請求

お客様のHighLowバイナリー・オプションの費用は、返金不能のバイナリー・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バイナリー・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。 

お客様はバイナリー・オプションの取引開始前に、バイナリー・オプション料を当社顧客分別管理口座に支払うか、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。バイナリー・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バイナリー・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・バイナリー・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バイナリー・オプションのペイアウト率は1.8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。

コール・バイナリー・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バイナリー・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、お客様の全収益は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・バイナリー・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・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バイナリー・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$200の
投資をするとします。

プット・バイナリー・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。お客様が支払ったバイナリー・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。
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3.	コール・バイナリー・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・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・バイナリー・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・バイナリー・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・バイナリー・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・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バイナリー・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。

お客様はペイアウトを受けることができませんが、バイナリー・オプション料として支払った$400は返金されます。 

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・バイナリー・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バイナリー・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。

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バイナリー・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。

本開示文書内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。

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。
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第6章	 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、オーストラリア金融サービス免許取得者として、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。当社はお客様の最良の利益や、お客様口座の損失を回避、乃至は最小限にするために、裁量権の行使を
する義務を負うものではありません。当社による重大な裁量権は以下の通りです。

• 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

• バイナリー・オプション料について

• 価格の設定について

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

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本開示文書の中に記載されており、当社の方針ではなく、本開示
文書にのみ従うようにして下さい。

当社のバイナリー・オプションに関わる、現在の重要な方針は以下の通りです。

• 顧客資金に関する方針

• 利益相反管理に関する方針

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。

6.4	 ASIC	ガイド

ASICは適宜、店頭金融商品や取引先リスクにおける情報文書や指針を公開します。当社でお取引をお考えのお客様は、ASICが公
開するこれら、もしくは他の重要事項やオプション取引のリスクに関する情報閲覧のため、ASICにお問い合わせいただくか、ASICの
ホームページをご覧下さい。 (www.asic.gov.au) 
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6.5	 当社について

当社はオーストラリア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。

当社に関する詳しい情報は当社ホームページでご覧いただけます。(www.highlow.net) 

6.6	 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。 

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。

6.7	 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。

お客様がオーストラリア国外の居住者である場合、お客様の損失や利益における課税は居住国の税法に係り、オーストラリアとお客
様の居住国の法律により、二重課税の条約や合意がある場合は、これに従うものとします。お客様は自国及びオーストラリアの法律
順守に関連する、税金に関する助言を得ることにつき責任を負います。

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。

以下の摘要は、お客様が収益勘定でバイナリー・オプションを有するものと仮定します。例として、お客様がこれら金融商品で取引、も
しくは投資の業務を行っている、もしくは、お客様が収益目的で金融商品を取扱っている(又は両方に該当）という事を仮定します。お
客様が資本勘定において行う他の投資のリスクヘッジ目的で、もしくは非営業の賭博目的で本開示文書に詳説される金融商品の取
引を行う場合、この摘要は課税の観点を考慮したものではありません。

お客様がヘッジ目的でバイナリー・オプション取引をする場合、税金は取引及び資産、又はヘッジされる責任の性質によります。これ
らの状況を考慮し、専門的な税務上の助言を得ることをお勧めします。

以下の情報は一般情報としてご覧下さい。 

バイナリー・オプションにおける利益と損失

バイナリー・オプション等の取引に関するお客様の実現利益と損失は、通常、評価収入に含まれます。取引により受け取りもしくは支
払う権利や義務が停止した場合、一般的にその収入や支出は実現されたものとします。

税金控除、もしくは現在及び将来の年間収入を相殺するためになされる、これら取引開始の結果として起こる損失は、お客様個人の
状況に左右されます。又、この点に関し、お客様は税務顧問より税務上の助言を得て下さい。

お客様の口座により得られる利子は、口座にその金額が振り込まれた時点で、オーストラリアの課税目的の評価収入として扱われる
可能性があります。お客様が個人であればタックス・ファイル・ナンバー(以下、TFNとする)場合によってはABNを免税の証明として
提供していない場合、いかなる利子の支払いから、最も高い上限の率で、当社は税金を徴収することがあります。これに加え、更に徴
税がある場合があります。
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納税者番号(TFN)と源泉徴収について

TFNの徴税規定は、所得税法の規定にある投資にのみ適用されます。当社の現在の理解として、この徴税の規定は金融商品に適用
がないものとしています。但し、将来、金融商品への課税が決定され、お客様が当社にTFNもしくは他の免税証明を提供しなかった
場合、当社は最も高い上限の率を用いて、利子を源泉徴収し、オーストラリア国税庁に送金する義務が生じることがあります。

その他料金、請求及び手数料

お客様が選択するポジションが、税務評価としての収益をもたらす場合、もしくは税務評価としての損失をもたらす場合、請求や手数
料を除くいかなる料金は、通常、口座から投資家が支払い、もしくは引き出した時に控除額とされます。

物品・サービス税

本開示文書に既定のある料金や請求の例外とともに、ポジションにおける、もしくはそれに関する支払金額は、一般的に物品・サービ
ス税の対象外です。お客様個人の責任で第三者の助言を得て下さい。

6.8	 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バイナリー・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。

6.9	 倫理規定

当社は、オプション取引の売買を提供するにあたり、労働基準や環境、社会や倫理規定を尊重します。

6.10	 司法管轄

当社の業務は、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州の法律の監理の下にあります。

オーストラリア国外の司法管轄における本開示文書の配布につき、オーストラリアの法律の制限を受けることがあります。本開示文
書を閲覧する、オーストラリア国外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。

6.11	 保険

当社従業員、取締、権限のある代表者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総合保
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。

6.12	 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、メールもしくは文書にてご連絡いただけ
ます。

2. 当社への連絡の受領から、お客様の不満が2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。

  Level 14, Macquarie House 
167 Macquarie Street, 
SYDNEY NSW 2000
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  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。

3. 当社コンプライアンス課の最終的な判断に満足いただけない場合、申立て内容が既定の範囲内である限り、金融オンブズマン・サ
ービス(FOS)に不服申立ての権利があります。FOSは外部紛争処理機関です。FOSの連絡先は以下の通りです。

  Financial Ombudsman Service Limited 
G.P.O.  Box 3  
Melbourne VIC 3001 
電話: 1300 780 808 
ホームページ:  www.fos.org.au

当社はFOS紛争処理制度に参画しています。(No. 15404) FOSにより提供されるサービスに費用はかかりません。

当社は、FOSのお客様の申立ての審査前に、お客様の問題解決に努めなければならないことをご了承下さい。

豪州証券投資委員会（ASIC）にはインフォラインが設けられており、お客様の申立てや権利に関する情報を取得できます。番号は以
下の通りです。

1300 300 630

6.13	 プライバシー

申込書等により当社が集めた情報は、金融商品やサービスの提供や、口座の維持目的、及び顧客としての適性審査目的に使用しま
す。

当社は、1988年施行の豪州連邦プライバシー法の規定、及びその遵守における手続に従います。

規定の重要な内容は以下の通りです。

1.	個人情報の収集

当社は個人情報の収集にあたり、以下の事項を実践します。

• 上記目的に必要な情報のみの収集

• 公正かつ適法な手段による情報収集の保証

• お客様情報が収集される理由、及び当社管理情報のアクセスにおける、お客様への情報周知に関する適切な措置

必要に応じ、当社はお客様や代理人、もしくは代表者の所属する会社の取締や株主の情報を集めることがあります。当社は法律の規
定により、例えば課税目的もしくは口座開設、及び使用する個人の身元確認のために情報収集を求めることがあります。

2.	個人情報の使用

当社は、一度集められたお客様情報を、お客様の同意もしくは法律の規定なしに、上記目的以外に使用しません。

以下の者、もしくは場合に、お客様情報が開示されることがあります。 

• 顧問、会計士、弁護士、執行者、代理人その他代表者を含む、お客様の代理人

• お客様が申込んだ金融商品、及びサービスの提供の通常の過程にある当社、もしくは代理人の関係法人

• 当社が事務機能を外部委託する、いかなる企業

• お客様が諮問する業者及び代理人(これにより、お客様情報の交換及び口座管理を効果的に行うことができます。)

• 公的監督機関

• 法律もしくは裁判命令がある場合
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お客様情報はお客様の同意なしで他社に提供されることはありません。

お客様は、例外として認められた事項を除き、当社への連絡により、当社が集めた自身の個人情報を確認することができます。 

当社は法律の規定により、使用する個人情報が正確、最新、且つ完全であることを担保するための適正な措置を取っておりますの
で、お客様情報に変更がある場合は速やかにご連絡下さい。

3.	個人情報管理

当社は全ての個人情報の安全保護の行使、維持に努め、誤用、喪失、不正アクセス、情報改変、漏洩の危険にさらされないように管理
します。

第7章	 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。

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

• 注文がなされるまでのお客様の取引金額

ABNとは、オーストラリア事業者番号を指します。 

AEST/AEDTとは、オーストラリア東部標準時/オーストラリア東部夏時間を指します。 

AML法とは、2006年施行の豪州連邦マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策法、及び関連する規制、法規を指します。 

アット・ザ・マネーとは、HighLowバイナリー・オプションにおいて、行使価格と判定価格が、判定時刻において同額になることを指し
ます。 

ATOとは、オーストラリア国税局を指します。 

オーストラリアドル, A$もしくはAUDとは、豪州連邦(オーストラリア)の法定通貨を指します。

残高とは、HighLowバイナリー・オプションで使用可能な口座内の資金総額を指します。 

バイナリー・オプションとは、判定時刻、判定価格が行使価格よりも上昇したか(コール・バイナリー・オプションの場合)下落したか(プ
ット・バイナリー・オプションの場合)により、固定の予め定められた額を支払う店頭取引を指します。行使価格と判定価格の差額に
関わらずお客様に支払われる金額は固定ですのでご了承下さい。

バイナリー・オプション料とは、バイナリー・オプションに対して支払われる価格を指します。 

営業日とは、シドニーで休日として告示されていない平日のことを指します。

コール・バイナリー・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バイナリ
ー・オプションを指します。 
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お客様とは、当社口座を保有する個人を指します。

会社法とは、2001年施行の豪州連邦会社法を指します。

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。 

取引所とは、関係する市場、もしくはその他の取引所、関連する原資産の取引やインデックスにおいては、その関連する市場を指しま
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バイナリー・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バイナリー・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。 

HighLow電子取引プラットフォームとは、当社HighLowバイナリー・オプション取引他、本開示文書に記載のない他の商品のため
の、オンライン取引プラットフォームを指します。

イン・ザ・マネーとは、HighLowバイナリー・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。

JPYとは、日本国の法定通貨(日本円)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。 

店頭取引とは、外国為替や金属のような商品先物に関する取引を含む、金融商品の店頭取引を指します。

アウト・オブ・ザ・マネーとは、判定時刻時にHighLowバイナリー・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・バイナリー・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バイナリー・オプションを指します。

当社とは、ハイロー・マーケッツ・ピーティーワイ・エルティーディー(ACN 143 553 628 AFSL364 264)を指します。 

当社顧客分別管理口座とは、豪州連邦会社法981B条に基づき、分別管理口座として当社に管理される、一つ乃至は複数の銀行口
座を指します。お客様の利益として預託された当該資金は、お客様の口座に反映されます。

タックス・ファイル・ナンバー(TFN)とは、オーストラリア国財局発行の納税者番号を指します。 

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。

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。 

USDとは、アメリカ合衆国の法定通貨(米ドル)を指します。


