
 
 

5,000JPY Welcome Bonus Terms and Condition 
 

*日本語参考訳は以下に記載がございます。 

英語以外の言語に翻訳された法的書類はあくまで補完的な書類として扱いとなり、 

翻訳において相違が生じる場合は、英文に準拠するものと致します。 

This 5,000JPY Welcome bonus will be eligible to clients who firstly opened profile with Exclusive Markets 
Ltd. In order to use this Welcome bonus, you need to open live trading ‘Welcome bonus’ account through 
from our client portal/members area. By applying ‘Welcome Bonus Account’, you will automatically have 
5,000JPY or 50 USD/EUR based on account currency you choose. Eligibility and terms and condition of 

this ‘Welcome deposit bonus’ are following: 

A. Introduction and Eligibility 

1. After registration and profile is verified by our back office department, applying a trading account 
‘Welcome Bonus’ which contains 5,000JPY/50USD/50EUR welcome bonus and applying for this Offer the 
client acknowledges that he/she has read and agreed to be bound by the terms and conditions of the 
Exclusive Markets Client Agreement which are available on the website. 

2. This Offer applies only for Clients who open an account through. https://exclusivemarkets.com/jp/. 

3. In order to be eligible for this Offer, the Client must comply with the each of the following 
requirements: 
 
3.1 the Client must act in good faith in applying for this Offer 
3.2 the Client must not be an employee or partner of Exclusive Markets 
3.3 the Client must never have participated in any Abusive Behaviour as defined in clause B. 
3.4 The Client must not be associated with any person who has participated in Abusive Behaviour. 
3.5 The Client does not participate in any abusive, improper conduct, or attempted abuse or improper 
conduct in relation to this Offer. 

B. Abusive Behaviour 

1. Abusive Behaviour includes the following: 
1.1 the Client, by himself or acting with others (including an Introducing Broker), constructing a trading 
position or positions which have the purpose or effect of extracting the credit provided, and/or the 
profits generated by the Welcome Bonus, without exposure to economic risk, including without limitation 
loss of the Welcome Bonus or the Client’s capital (or the capital of others) 
1.2 the Client hedging his positions including, without limitation, by holding open position(s) on the 
opposite of a trade, including, by way of illustration only, through use of a single or correlated currencies, 
at given periods, internally (using other trading accounts held with Exclusive Markets) or externally (using 

other trading accounts held with other brokers). 

C. Terms and Condition for Welcome Bonus 

1. If the Client satisfies the above conditions, then apply ‘welcome Bonus’ account, the client will be 

eligible to use ‘Welcome Bonus‘ account for trading without any deposit.  

 

https://exclusivemarkets.com/wp-content/uploads/2020/07/Client-Agreement-1.pdf
https://exclusivemarkets.com/jp/


 
 

2. The Client can have only one ‘Welcome Bonus’ account in his/her profile. In case client holds multiple 

profiles with different email address, firstly opened ‘Welcome Bonus’ account will be valid. 

3. This ‘Welcome Bonus’ account is not allowed new deposit nor redeposit. Solely use for enjoying testing 

our platform and trading conditions. 

4. Terms and life of grant to this ‘Welcome Bonus’ is unlimited period till your balance become 0 or below 
0. There is no negative balance protection apply to this ‘Welcome Bonus’ account. 

5. After client accomplished 10 round trades, client is eligible to withdraw his/her profit but not 
‘Welcome Bonus’ itself. 

6. This ‘Welcome Bonus’ will not be removed on losing realized trades, but the proportion of the bonus 
will change. 

7. This ‘Welcome Bonus’ Bonus will not be added on profitable realized trades. 

8. This ‘Welcome Bonus’ Bonus will be removed in the case of withdrawing profits and account will be 
archived after. 

9. The company is entitled to remove/cancel any profits generated by the Bonus in case of suspecting any 
abusive behaviour as defined in Clause B. 

10. Please see below examples on how withdraw requests will be processed: 
 
Example 1: 
 
Starting Equity: Initial Deposit + Bonus = US$0 + US$50= US$50 
Profits = US$50 
Balance = US$50 
Trading Volume = 3 lots 
Eligible for withdraw: Balance – Bonus = US$0 – US$0 = US$0 

* Minimum trading volume are not met. 

Example 2: 
 
Starting Equity: Initial Deposit + Bonus = US$0 + US$50 = US$50 
Profits = US$ 100 
Balance = US$150 
Trading Volume = 10 lots 
Eligible for withdraw: Balance – Bonus = US$150 – US$50 = US$100 
* Eligible to withdraw profit. 

Example 3: 
 
Starting Equity: Initial Deposit + Bonus = US$0 + US$50 = US$50 
Profits = US$ -20 
Balance = US$30 
Trading Volume = 10 lots 



 
Eligible for withdraw: Balance – Bonus = US$30 – US$50 = US$-20 

* There is no profit client can withdraw even if traded 10 lots 

 

12. This Offer is independent with any other promotion previously made and cannot be combined with 

any other promotion. 

13. The company has the right to amend, alter or terminate this ‘Welcome Bonus’ Promotion at its sole 
discretion, and at any time without notice. 

D. Risk warning 

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly. Leverage can work both 
to your advantage and disadvantage. You should consider whether you understand how CFDs work and 
whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read our full Risk Disclosure 

& Leverage Policy. 

E. Disclaimer 

Any indication or suspicion of fraud, manipulation, any kinds of arbitrage trading, or any other forms of 
deceitful or fraudulent activity in an eligible Client’s live ‘Welcome Bonus account’ with Exclusive Markets 
Ltd. or otherwise related/connected to a Welcome Bonus and rebate gained by using Welcome Bonus 
will nullify from client’s accounts.  

Includes any and all transactions carried and/or profits or losses garnered therein, In these 
circumstances, Exclusive Markets Ltd. reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either 
temporarily or permanently) all such Eligible Client’s live Accounts with Exclusive Markets Ltd. 
Furthermore, cancel all orders and annul all profits of such participant.  
 
In these circumstances but not limited to, Exclusive Market Ltd shall not be liable for any consequences 
of the bonus cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out. 

 

  

https://exclusivemarkets.com/wp-content/uploads/2020/07/Exclusive-Markets-Ltd-%E2%80%93-RISK-DISCLOSURE-AND-WARNINGS-NOTICE.pdf
https://exclusivemarkets.com/wp-content/uploads/2020/07/Exclusive-Markets-Ltd-%E2%80%93-RISK-DISCLOSURE-AND-WARNINGS-NOTICE.pdf
https://exclusivemarkets.com/wp-content/uploads/2020/07/Leverage-Policy.pdf


 
口座開設ウェルカムボーナス利用条件 

 

エクスクルーシブ・マーケットにて新規に口座開設頂くお客様は、弊社でのお取引環境をリスクフリーでお楽しみ頂く為に口座開設ウ

ェルカムボーナスとして 5,000円（もしくは、選択の口座通貨に応じて 50 ドル・50ユーロ）が付与された口座にてお取引頂く事

が出来ます。弊社クライアントポータル（メンバーズ・エリア）よりウェルカムボーナス口座を選択頂きますと口座設定通貨に応じて、

5,000円・50 ドル・50ユーロが付与された口座を開設頂けます。本口座開設ウェルカムボーナスご利用に際しては以下記載の

利用条件をご確認の上申請頂けます様お願い申し上げます。： 

A. プロモーションご紹介並びに申請要件 

1. 口座開設フォームよりプロフィールをご登録頂き、弊社管理部門にてお客様のプロフィール作成並びに口座開設申請が承認さ

れましたら、弊社クライアントポータル/メンバーズエリアより「ウェルカムボーナス口座」の開設申請をお願い致します。本「ウェルカムボ

ーナス口座」は、お客様に選択頂きました口座通貨に応じて、5,000円・50 ドル・50 ユーロのクレジットが口座開設承認時に自

動的に付与されています。本「ウェルカムボーナス口座」の申請においては、本プロモーション概要をご理解頂いていると共に、弊社

ウェブサイトにてご案内しております法的書類並びに、顧客契約同意書にご同意頂いたものとさせて頂きます。 

2. 本プロモーションは以下記載のウェブサイトを通じて口座開設申請頂きましたお客様のみご利用頂けます。 

https://exclusivemarkets.com/jp/. 

3. 本プロモーションをご利用頂くに際してお客様は以下記載の要件を満たしている必要がございます。： 

 

3.1 本プロモーションを利用頂くに際して誠実な行動並びに対応をお願い致します。 

3.2 本プロモーションは、弊社従業員もしくはそのパートナーなど関係者にご利用いただく事は出来ません。 

3.3 条項 B に規定される不正行為に該当する行為を行った履歴があるお客様は、本プロモーションをご利用頂けません。 

3.4 条項 B に規定される不正行為に該当する行為を行った履歴があるお客様、もしくはその様な履歴がある人物の関係者は本

プロモーションをご利用頂けません。 

3.5 本プロモーションを利用して条項 Bに規定される不正行為、疑わしき行為を実施する事は出来ません。 

B. 不正行為に関して 

1.  不正行為とは以下に記載された内容に該当する行為の事を定義します。： 

1.1 お客様ご自身もしくは他者（紹介 IBなどを含む）と供託したり、経済環境の大幅な変化を利用したり、口座間・ブローカー

間・レイテンシー・価格差等を故意に利用し、付与されたクレジット金額でのお取引利益分の増大を目論む行為。 

1.2 以下記載の内容に限定されず、単一通貨ペア・複数通貨ペア、ポジション保有期間、レイテンシーや価格・スワップレートなど

を利用した、口座間・ブローカー間、もしくは第三者と結託した両建（ヘッジ）取引全般に該当する行為。 

C. ウェルカムボーナス利用条件 

1. 上記記載の条件を満たし、お客様より「ウェルカムボーナス」口座を開設頂きますと、お客様は、自動的にクレジット金額が付与

された「ウェルカムボーナス」口座にてお取引頂く事が出来ます。 

2. お客様一名に対して、一つの「ウェルカムボーナス」口座の開設申請並びにご利用が可能です。もし異なるメールアドレスにて複

数のプロフィールをお持ち頂いている場合は、最初に「ウェルカムボーナス」口座を開設頂いたもののみ有効となり、異なるプロフィー

ル・メールアドレスであっても同一のお客様が複数のウェルカムボーナスを申請頂く事は出来ませんのでご注意下さい。 

https://exclusivemarkets.com/wp-content/uploads/2020/07/Client-Agreement-1.pdf
https://exclusivemarkets.com/jp/


 
3. 本「ウェルカムボーナス」口座へは、新規入金・再入金共にご利用頂く事は出来ません。あくまで弊社プラットフォームと取引条件

をお楽しみ頂く為にのみ付与されたクレジット金額にてお取引をお楽しみ下さい。 

4. 本「ウェルカムボーナス」をご利用頂ける期間は、口座残高が 0もしくは 0以下となるまで無期限にてご利用頂けます。しかしな

がら、本「ウェルカムボーナス」口座では、ネガティブ残高保護はご利用頂けませんのでご注意下さい。 

5. 利益分出金要件である 10 ロット（往復取引）の取引を完了された場合で、お取引による利益分がある場合は、お受け取り

のボーナス分を除き利益分を出金申請頂く事が出来ます。 

6. 本ウェルカムボーナスを利用したお取引において確定損失となった場合でも、有効証拠金残高がプラスの状態でポジションをオ

ープン頂ける場合は付与されたクレジット分は削除されません。 

7. 本ウェルカムボーナス並びにウェルカムボーナス口座は、他の口座でのお取引による利益分に対して付与する事は出来ません。 

8. 本「ウェルカムボーナス」口座は、お取引による利益分をご出金頂いた場合や、口座残高がマイナスとなりお取引が出来ない状

態となった場合は、当該口座をその後ご利用頂く事が出来ない状態となります。又、一定期間経過後にアーカイブされます。 

9. 弊社にて、条項 Bにて規定されている不正行為と判断した場合は、お客様の口座にて本プロモーションを利用したお取引にお

いて発生した利益分を削除もしくはキャンセルとする権利を有します。 

10. ご出金申請をされる際には以下の例を参考に出金要件をご確認後申請下さい。： 

 

参考例 1: 

 

初期設定有効証拠金残高 : 入金額+ お受取りボーナス金額 = US$0 + US$50= US$50 

お取引後の確定利益 = US$50 

お客様の口座残高 = US$50 

取引量 = 3 lots 

出金可能額 : お客様の口座残高 – お受取りボーナス金額 = US$0 – US$0 = US$0 

*最小取引量要件をみたしていない為利益分出金不可 

参考例 2: 

 

初期設定有効証拠金残高 : 入金額+ お受取りボーナス金額 = US$0 + US$50 = US$50 

お取引後の確定利益 = US$ 100 

お客様の口座残高 = US$150 

取引量 = 10 lots 

出金可能額 : お客様の口座残高 – お受取りボーナス金額 = US$150 – US$50 = US$100 

*出金要件をみたしている為、お取引による利益分出金可能 

参考例 3: 

 

初期設定有効証拠金残高 : 入金額+ お受取りボーナス金額 = US$0 + US$50 = US$50 

お取引後の確定利益 = US$ -20 

お客様の口座残高 = US$30 

取引量 = 10 lots 



 
出金可能額 : お客様の口座残高 – お受取りボーナス金額 = US$30 – US$50 = US$-20 

*出金要件であるお取引量を満たしているものの、お取引により口座残高が損失となっている為出金不可 

12. 本プロモーションは、他のプロモーションと併用してご利用頂く事は出来ません。 

13. 弊社では、独自の裁量によりお客様への通知如何を問わず本プロモーション内容の修正・変更・終了を決定する権利を有し

ます。 

D. リスク警告 

外国為替証拠金を含む CFD商品などレバレッジを利用したお取引はお客様にとって有利にも不利にも大きく作用する為、急速

に投資資金を失う恐れがございます。CFD商品がどの様な商品であるか、又どの様に機能するのかなどお客様ご自身でご理解頂

くと共に、許容出来るリスク範囲内で投資活動を開始される様お願い申し上げます。 重ねて弊社ウェブサイト掲載のリスク開示に

関する書類並びにレバレッジに関するポリシーを再度ご確認下さいませ。 

E. 免責事項 

本ウェルカムボーナス口座、もしくはお受け取りのウェルカムボーナス分に関連したリベート分などを含み、詐欺行為・不正行為など

あらゆる種別の裁定取引を実施頂く事が出来ません。 

弊社にて疑わしき行為と判断した場合、当該プロモーションを利用したお取引による利益分の剥奪だけでなく、お客様のプロフィー

ル・口座（一部もしくは全口座を一時的もしくは永続的に）を非有効化したり、当該行為参加者全ての注文のキャンセルを実施

する権利を有します。以降、弊社サービスをご利用頂け無くなる場合もございますのでご注意下さい。 

 

上記記載の状況に限定されず、お客様の口座にてストップアウトとなった場合やボーナス分が削除される事に対しての責任・瑕疵

は一切負いませんのでご留意下さい。 

 

 

https://exclusivemarkets.com/jp/wp-content/uploads/2020/07/Exclusive-Markets-Ltd-%E2%80%93-RISK-DISCLOSURE-AND-WARNINGS-NOTICE.pdf/
https://exclusivemarkets.com/wp-content/uploads/2020/07/Leverage-Policy.pdf

