CQ Markets 利用規定
第1条. 規定趣旨
本規定は、フィリップ証券株式会社（以下、「当社」という。）の CQ Markets の利用（以下、
「本サービス」という。）に関するお客様との取り決めです。
2 本規定は、当社のコールセンターサービス約款の情報利用の規定に基づき定めるもので
す。
第2条. CQ Markets
CQ Markets は、外国株式取引のために提供する株価の確認を行うことを主な目的とした
情報提供ツールです。
2 CQ Markets は、海外の Phillip Securities Private Limited が提供するシステムであり、当
社のお客様の利用を目的として契約しています。
第3条. 本サービスの利用
お客様が本サービスを利用するためには、当社所定の利用申請を行い、当社がこれを承
認した場合にご利用いただけるものとします。
第4条. 本人認証
本サービスのご利用に際して本人認証を行います。本人認証は、ログイン ID およびログ
インパスワードの一致により行います。
2

お客様は、前項の方法により本人認証が行えた場合にのみ本サービスを利用することが
できます。これらの本人認証ができない場合は、当社は、お客様の本サービスのご利用
をお断りします。なお、認証コードを失念又は紛失された場合は、速やかに当社までお申
し出ください。

第5条. 法令遵守
お客様及び当社は、本規定およびその他の当社の関連する規定等のほか、関係法令お
よび監督機関の諸規則等を遵守するものとします。
第6条. 提供情報の利用
お客様は、本規定に従ってご自身で本サービスを利用するほか、本サービスにより提供
される情報を、その目的の如何を問わず、複製、加工又は再利用することはできないもの
とします。

第7条. 注文の受託等
外国株式の注文の受託は、スマートコール（コールセンター）（以下、「スマートコール」と
する。）で受付いたします。また、CQ Markets は、情報提供ツールですが、注文の受託機
能を備えています。お客様は、当機能を利用して注文を発注することも可能です。
2

CQ Marｔｓの注文の取扱いは、コールセンターサービスとは異なります。委託手数料、取
引の種類、取扱銘柄、取扱数量の範囲、有効期限、取引回数の範囲等については、別途
当社が定めるものとします。

3 第 2 項のルールについては、CQ Markets の仕様、外国株式の取次証券会社のルール、
外国株式の取引ルールの変更等により変更される場合があります。
4 CQ Markets を利用して行う注文については、CQ Markets で照会が可能です。ただし、約
定内容、口座残高及び株式残高等の正確な情報の照会はできません。確認できない情
報については、スマートコールへの問い合わせ、取引報告書、取引残高報告書等で行う
ものとします。
5

CQ Markets でシステム障害が発生し、注文の受託ができない場合は、スマートコールで
注文を受付いたします。なお、本サービスは、株価照会を主な機能として提供しているた
め、システム障害により CQ Markets で注文の受託ができない場合であっても、その際の
手数料はスマートコールの手数料が適用されます。

第8条. サポート対象外の情報
株価以外の投資情報であるチャートについて、CQ Markets でご覧いただけますが、本サ
ービスのサポート対象外の情報といたします。当社は、その内容について一切関知いた
しません。
第9条. 利用料
当社は、本サービスに関する利用料として、当社が別途定める手数料およびその消費税
をお客様より申し受けます。なお、当社が定める手数料は、経済情勢、その他事象変化
により、これを改定できるものとします。
第10条. 免責
本サービスの免責事項については、コールセンター約款の免責事由に準ずるものとしま
す。
第11条. 解約
当社は、お客様が本規定に違反した場合、およびコールセンター約款の解約事由、利用
制限に抵触した場合、本サービスの制限、もしくは停止を行うことができるものとします。

なお、その際に、一旦お支払いいただいた利用料については、いかなる理由でも返却い
たしません。
第12条. 本規定の変更
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他変更の必要が生じたときに変更
を行うことがあります。
2 変更の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すもので
ある場合は、その旨を通知します
3 お客様は本規定の変更に同意しない場合は、前項に基づく通知の受領後 15 日以内に当
社に申し出るものとします。係る申し出がない場合は、本規定の変更に同意したものとみ
なします
4 前 3 項に係らず、第 2 項に基づく通知の受領後にお客様が新規のお取引を開始された場
合は、本規定の変更に同意したものとみなします。
5 前 2 項の通知は、変更の内容が軽微であると判断される場合は、当社ホームページ上の
掲示による方法に代えることができるものとします

第13条. 合意管轄
お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する
裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします
以上
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CQ Markets 利用ルール
本資料は、外国株式を取引する際の株価照会ツールである CQ Markets を利用するにあたっ
てのルールを明示しています。ご不明な点に関しましては、スマートコール（コールセン
ター（以下、
「スマートコール」とする。））までお問い合わせください。
CQ Markets に関するお問い合わせ先
スマートコール（平日 9：00～17：00）：

フリーダイヤル 0120-897-313

※日本の祝日、クリスマス・年末年始の営業時間に関しましては、別途 CQ Markets
のお知らせ画面にてご案内させていただきます。
1. 利用方法について
(1) コールセンターサービス口座
CQ Markets は、コールセンターサービス口座が既に開設されているお客様がご利用
いただけます。
(2) 利用申込
CQ Markets の利用申込にあたり、CQ Markets 利用規定および本利用ルールの熟読
のうえ、同意いただき CQ Markets 利用申込書に記名、捺印をいただくものとしま
す。また、オンラインからのお申込みにより利用を申込む場合、
「お取引申込書」は
利用申込書を兼ねております。
(3) ログイン ID およびパスワード
利用申込にあたり、当社からログイン ID およびログイン PW を発行します。大切に
保管ください。
なお、紛失した場合は、スマートコールまで速やかにお問い合わせください。
(4) 利用料
無料
(5) 解約方法
スマートコールまでお申し出ください。

2. 株価照会について
(1) 対象株式
当社取扱市場
※ CQ Markets では、当社取扱銘柄以外の株価も参考情報としてご覧いただけます。
(2) 株価
CQ Markets で表示される株価は、対象市場毎に 0～20 分程度遅れて表示されます。
(3) 価格（手動更新）と価格（自動更新）画面
CQ Markets でご覧いただける情報画面として、価格（手動更新）と価格（自動更
新）画面がございますが、両画面の情報は同一情報です。お客様が手動（ボタン
を押下する）による株価の更新と、手動によらず、更新するところに違いがあり
ます。PC のスペック、またはお客様の取引に合わせて使い分けてください。
※価格（自動更新）を選択しても、リアルな情報ではなく遅れた株価ですのでお
取引にあたりご注意ください。
3. 取引機能について
CQ Markets は、一部、注文の受託機能を有しております。一部、スマートコールのお
取引と相違があるため、以下の事項をご理解いただき、利用してください。
(1) 完全前受制
CQ Markets では、スマートコール同様、完全前受制にて注文を受託いたします。
但し、新規のお買付けに利用できる金額は、当社が定める範囲とします。当社は、
お預けいただいた現金の 9 割相当を計算し、余力として CQ Markets 上で取引可能
額とします。なお、その他商品のお取引、為替レートの変動等により不足金が発
生した場合は、速やかに受渡日までにご入金ください。
(2) 特定口座又は一般口座の取扱い
CQ Markets で受託した注文は全て特定口座扱いとします。但し、特定口座が未開
設の場合においては、一般口座で処理します。
(3) 取扱銘柄
スマートコールの取扱銘柄と同様です。

(4) 取引可能日
原則、国内営業日。
日本国内が祝日であっても、海外市場が開場の場合もお取引は可能です。
但し、国内約定日は、現地約定日の翌営業日となります。
なお、スマートコールでは、日本国内が祝日の場合は、お取引できませんのでご
了承ください。
※日本の祝日、クリスマス・年末年始の営業時間に関しましては、上述のとおり
CQ Markets のお知らせ画面にてご案内させていただきます。
(5) 手数料及び現地諸費用
①

手数料
スマートコールと同様です。

②

現地諸費用
スマートコールと同様です。

(6) 注文種類
スマートコールでは、特定同意注文として注文を受託しますが、CQ Markets で
は指値注文のみを受付けることとします。
(7) 訂正・取消
訂正注文は、シンガポール株式のみ、減数訂正が可能です。取消については、
各市場、受付いたします。
(8)単元未満株式
単元未満株式の売買は、CQ Markets では行えません。コールセンターにお問合
せください。
(9)約定及び残高照会
約定照会および残高照会は、CQ Markets 上でご確認いただけません。スマート
コールにお問い合わせいただくか、取引報告書及び取引残高報告書でご確認く
ださい。
4. その他
(1) 表示時間について
CQ Markets で表示される時刻は、全てシンガポール時間です。ご注意ください。

（シンガポールと日本の時差は 1 時間あり、日本時間が先行します）
(2) 推奨環境
z

Operating Systems Supported （OS システム）
Windows OS (XP/Vista/7)

z

Internet Browser （インターネット・ブラウザー）
Internet Explorer 8.0 and higher（IE8.0 以上）

z

Java
Java (JRE-Java Runtime Environment) 最新版
ダウンロード： http://www.java.com/ja/

z

PDF Viewer (For viewing of manuals/reports) （PDF ビューワー最新版）
Latest version from http://get.adobe.com/reader/

z

Hardware （機械のハードウェアの仕様）
Internet Connection （インターネットの接続環境）
Pentium 4 processor or higher（CPU は Pentium 4 プロセッサまたはそれ以上）
1GB RAM （メモリ １GB RAM）

以上
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