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SBI FX トレード×SBI VC トレードコラボキャンペーン実施のお知らせ 

～暗号資産 CFD 口座開設完了でもれなく「50XRP」プレゼント～ 
 
 SBI FX トレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田  行生、

https://www.sbifxt.co.jp/）と SBI VC トレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役

CEO：北尾  吉孝、https://www.sbivc.co.jp/）は、2020 年 8 月 31 日からの SBI FX トレード

の暗号資産 CFD 取引の提供開始に伴い、SBI FX トレードの暗号資産 CFD 口座を新規に

開設いただくことで、もれなく暗号資産 XRP を対象者の SBI VC トレードの取引口座

(VCTRADE 口座)に 50XRP プレゼントするキャンペーンを開始致しましたのでお知らせ

申し上げます。  

記  

 キャンペーン期間 
2020 年 8 月 28 日（金）9：00 ～ 2020 年 9 月 30 日（水）17：00 

 対象となるお客さま 
現在、SBI VC トレードに口座をお持ちのお客さまで、SBI FX トレードの暗号資産

CFD 口座を新規に開設し、専用のキャンペーン申込画面から登録いただいたお客さ

ま  
※  SBI FX トレード、SBI VC トレードともに口座未開設のお客さまであっても、

この機会に口座を開設することで対象となります。  
※  満 20 歳以上 80 歳未満の方に限らせていただきます。  

 特典内容 
暗号資産 XRP を 50XRP プレゼント  
※  既存のキャンペーンとの併用が可能です。キャンペーン内容の詳細につきまして

はこちらからご確認頂けます。  
※  特典のお申し込み期間は、2020 年 9 月 1 日～10 月 7 日迄です。  

 特典ご提供時期 
対象条件を全て満たした月の翌月末を目途に、SBI VC トレードのお取引口座

(VCTRADE 口座 )に付与いたします。  

 ご注意事項 
 本特典の対象となるのはお 1 人さま 1 回限りです。  
 口座開設申込から完了までは、審査・郵送を含めて 10 日程度を要する場合があり

ます。手続きに時間を要した場合及び申込内容の確認等で時間が経過した場合な

どで、本キャンペーンが終了となった場合には本特典の対象外となりますので、

お早めのお手続きをお願いいたします。  
 SBI FX トレード・SBI VC トレードでは法令に基づき、なりすましや名義貸しな

どの行為を禁止しております。当該事項に該当すると SBI FX トレード・SBI VC
トレードが判断した場合には、本特典の対象外となります。  

https://www.sbivc.co.jp/campaign/2020/fxt_collabo2/


 口座開設については、SBI FX トレード・SBI VC トレードの審査により口座開設

をお断りさせていただく場合がございます。  
 本特典の内容及び期間につきまして、SBI FX トレード・SBI VC トレードの都合

により予告なく変更または終了する場合がございますのでご了承ください。  
 本特典において不正な手段等が使用されたと判断した場合には、本特典を無効と

させていただく場合がございます。  
 法人口座は本特典の対象外となります。  
 過去両社にて口座開設が完了し、既に口座解約に至っているお客さまは、本特典

の対象外となります。  
以上  

 
 
＜手数料等及びリスク情報について＞  
 
（SBI FX トレード株式会社）  
【SBI FXTRADE 及び積立 FX（店頭外国為替証拠金取引）】  
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をも

とに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その

一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできませ

ん。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあり

ます。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、

スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等によ

り変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と

売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証

拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異

なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率（「SBI FXTRADE」個人のお客

さま：4％ (レバレッジ 25 倍 )、ただし、ロシアルーブル /円およびブラジルレアル /円は

10%（レバレッジ 10 倍）、法人のお客さま：一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発

表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*（通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異な

ります )、「積立 FX」個人および法人のお客さま：100％（レバレッジ 1 倍）、50％（レ

バレッジ 2 倍）、33.334％（レバレッジ 3 倍））の証拠金が必要となります。  
*為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号

に規定される定量的計算モデルを用い算出します。  
 
【暗号資産 CFD（店頭暗号資産証拠金取引）】  
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をも

とに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その

一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によ

って思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るこ

ともあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。

また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価

の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができま

す。取引価格は、買値と売値に差（スプレッド）があります。スプレッドは暗号資産の

価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行え

ない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現

物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証

拠金の額は取り扱う暗号資産ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定

の証拠金率（50％（レバレッジ 2 倍））の証拠金が必要となります。証拠金の詳細につ

いては、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあ

ります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。  
 



店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取

引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく

場合は、この限りではありません。  
 
また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金

決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」等をよく

お読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断に

てお取引くださるようお願いいたします。  
 
商号等：  SBI FX トレード株式会社（金融商品取引業者）  
登録番号：  関東財務局長（金商） 第 2635 号  
加入協会：  一般社団法人 金融先物取引協会（会員番号 1588）  
          一般社団法人 日本暗号資産取引業協会（会員番号 1026）  
 
＜手数料について＞  
口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産の受取・送付（入出庫）手数料は

かかりません。ただし、日本円の出金に対しては手数料がかかります。  
詳しくはサービス概要をご確認ください。  
 
 
（SBI VC トレード株式会社）  
＜暗号資産を利用する際の注意点＞  
暗号資産は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証

されているものではありません。  
暗号資産は、価格変動により損失が生じる可能性があります。  
暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。  
SBI VC トレードが倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することが

できない可能性があります。  
SBI VC トレードの取り扱う暗号資産のお取引にあたっては、その他にも注意を要する

点があります。お取引を始めるに際しては、「取引約款」、「契約締結前交付書面」等をよ

くお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断に

てお取引くださるようお願いいたします。  
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能

性があります。  
 
商号等：  SBI VC トレード株式会社（暗号資産交換業者）  
登録番号：  関東財務局長 第 00005 号  
加入協会：  一般社団法人 日本暗号資産取引業協会（会員番号 1005）  
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本プレスリリースに関するお問い合わせ先   
SBI FX トレード株式会社  経営企画部  03-6229-0915 
SBI VC トレード株式会社  経営企画部  03-4577-4577 
 


