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Monthly Trading Competition Terms and Conditions 
*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の扱いとなり、 

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。 

 
1. Monthly Competition Rules 
 
1.1 The Competition is sponsored by Exclusive Markets Ltd, hereinafter referred to as 
“Exclusive Markets” and “the Company.” 
 
1.2 Registration for this Competition and/or entry in the Competition constitutes your 
agreement to these Rules and you will not be eligible for the prize unless you agree to these 
Rules. 
 
1.3 Each Monthly Competition starts at [00:00] a.m. (EET) on the first day of each of the 
applicable calendar month during year 2021 (“Start Date”), and ends at 23:59 p.m. (EET) of 
the last day of such applicable calendar month during the year 2021 (respectively, the “End 
Date” and, the "Competition Period”). 
 
Trading Competition dates: 
06 September 2021, 00:00 EET until 30 September 2021, 23:59 EET. 
01 October 2021, 00:00 EET until 31 October 2021, 23:59 EET. 
01 November 2021, 00:00 EET until 30 November 2021, 23:59 EET. 
01 December 2021, 00:00 EET until 31 December 2021, 23:59 EET. 
 
2. Participation Eligibility. 
 
2.1 Only persons of legal age (18 or older) can take part in the Competition. 
 
2.2 The Monthly Trading Competition is available to all verified live account holders 
(hereinafter referred to as “Participants”) according to the Company’s procedures and 
policies; Participants who do not meet the criteria for opening a live account with the 
Company shall be disqualified and the Company shall reserve the right to withhold the prize 
and award another trader as per the conditions of the Competition. 
 
2.3 Each participant agrees to provide real data during registration. Providing fake data may 
result in disqualification from the Competition at any stage. 
 
2.4 Each client is eligible to open only one Trading competition account per month. Users 
participating who have more than one trading account will be eligible for one reward only. 
Users opening or operating multiple accounts to benefit from the Competition will not be 
entitled to receive any prizes. 
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2.5 Trading Account Types available are only USD EUR and JPY custom accounts. The 
accounts will be the same for all participants and will have group specs found here 
 
2.6 Platforms allowed will be the Exclusive Markets MT4 and MT5. 
 
2.7 The minimum deposit amount is USD150/EUR150/JPY15,000 to be eligible to participate 
in the Trading Competition. 
 
2.8 The Participant may enter the Monthly Live Trading Competition running during the 
current month or the next month, by entering his/her account into the Competition in the 
Client Portal at any time between the first day of the month and the last day of the month.  
 
2.9 Each Competition account shall have the same trading conditions: 
 
2.9.1 Initial deposit: USD150/EUR150/JPY15,000 or more. 
 
2.9.2 Leverage: any leverage up to 1:500. 
 
2.9.3 Trading Instruments: All instruments available on the MT4 and MT5 platforms. 
 
2.9.4 Trading via Expert Advisers is allowed [scalping]. 
 
2.10 Each participant agrees to having his/her trading account listing in the ratings module 
with their information publicly viewable. 
 
2.11 In the event that the account of a participant being listed in the social trader is followed 
by subscribers, the participants will have the opportunity to generate a monthly 
performance fee based on High Water Mark from the profit generated by its subscribers. 
The performance being calculated based on the equity and considering any High-Water 
Mark on a monthly basis. 
 
3. Prizes and Winner Determination. 
 
3.1 The monthly prize fund of the Trading Competition is 15,000 USD: 
1st place is awarded with 8,000 USD 
2nd place is awarded with 3,500 USD 
3rd place is awarded with 2,000 USD  
4th place is awarded with 1,000 USD 
5th place is awarded with 500 USD 
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3.2 The minimum volume required in order to be eligible to receive the prize is 9 lots 
(900,000USD equivalent) for a gross deposit of USD150/EUR150/JPY15,000. Amounts higher 
than this will require volume proportionally. [Gross deposit/150 * 900,000]. 
 
3.2.1 Minimum volume - 0.01 lot, 
 
3.2.2 Maximum volume – 1000 lots, 
 
3.2.3 Step size - 0.01 lot, 
 
3.2.4 Maximum number of open positions/pending orders – 200. 
 
3.2.5 The trading Competition result will be calculated based on Rating = (Profit  / Total 
Investment), where Total Investment = Total deposits. Withdrawals are NOT calculated. 
*Widget figures will show the above [Rating + FloatingPnL / Balance] and this is an indicative 
figure. Official Results will be calculated after the Contest has ended and all open positions 
are closed. 
 
3.3 The trading Competition performance will be calculated based on total deposit. 
 
3.4 All the current Competition statistics shall be available on the Exclusive Markets website. 
 
3.5 The participants with the highest % in profit equity who also adhere to all other 
conditions set herein shall be announced as winners. 
 
3.6 The Prize amounts are withdrawable in accordance with, and subject to, to provisions of 
the T&C with respect withdraw amounts from the Account. 
 
3.7 The list of cash prize winners will be definitive within 10 working days following the end of 
the trading Competition for the previous month. 
 
3.8 The prize is paid into the winner's real / live account with Exclusive Markets within 20 
calendar days of the announcement of the winners and can be withdrawn without 
restrictions. 
 
3.9 In case two or more Competition winners have equal highest % in profit equity at the end 
of the Competition, the respective prize will be shared among them equally. 
 
3.10 The Company reserves the right to declare any prize already given invalid and subject to 
cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the 
prize funds. 
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3.11 Competition and prizes offered should not be considered as an incentive to trade. Only 
partake in the trading Competition when you feel you are ready to trade. 
3.12 Each contestant agrees that some of his/her registration data (including but not limited 
to country of residence), as well as his/her trading activity within the Competition Account 
might be shared publicly during the Competition Period. 
 
3.13 We further reserve the right to publish the winners' trading IDs/Names and counties, in 
any form or media whatsoever within 20 business days from the End Date. 
 
3.14 If we do not receive a sufficient number of Eligible Participants meeting the entry 
requirements, we may, at our discretion, select fewer winners than described above. 
 
4. General Rules 
 
4.1 The Company reserves the right, in its sole judgement and discretion which will be final 
and binding, to reject or disqualify any participant who is breaching the terms set herein 
and, in all cases, when the Company has reasons to believe that the contestant is engaged 
in fraudulent or otherwise unfair trading methods/practices including but not limited to: 
 
4.1.1 Any kind of IP match between two or more participants shall be grounds for 
disqualification. 
 
4.1.2 Any kind of arbitrage trading, and/or any other abuse with pricing and/or quotes will be 
subject to disqualification from the Competition. 
 
4.2 If there is any conflict or inconsistency between the English and the translated version of 
the Terms and Conditions, the English shall be the governing and prevailing version. 
 
4.3 The Company reserves the right to change the terms of the Competition or cancel it at 
any time without prior notice and without any liability to the participants. 
 
4.4 Exclusive Markets is a limited liability company incorporated under the laws of 
Seychelles, with Reg. No.: 8423950-1 and has its registered address at Room 12, 1st Floor, 
Kingsgate House, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles 
 
5. Restricted Regions 
 
5.1 The competition will not be provided to residents from Canada, Cuba, Iran, Iraq, North 
Korea, Spain, Sudan, Syria, Turkey, Belgium, The United States, Latvia, and Switzerland. 
Participants from these areas will not be able to open live accounts with Company and as a 
result they will be disqualified. 
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Forex and CFDs are leveraged products and you may lose your initial deposit as well as 
substantial amounts of your investment. Trading leveraged products carries a high level of 
risk and may not be suitable for all investors, so please consider your investment objectives, 
level of experience, financial resources, risk appetite and other relevant circumstances 
carefully. Please read and understand the risk disclosure policy before entering any 
transaction with Exclusive Markets. 
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⽉次開催ライブトレーディングコンテスト取引条件 
 

 
エクスクルーシブマーケットでは、賞⾦総額15,000ドルの⽉次ライブトレーディングコンテストを開催しています。 

本、トレーディングコンテスト参加希望のお客様は、本「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト取引条件」をご熟読の上、お申込み頂けます様お願

い申し上げます。 
 
1. ⽉次ライブトレーディングコンテスト⼀般ルール 

 

1.1本、トレーディングコンテストは、Exclusive Markets Ltd（以下、「Exclusive Markets」もしくは「会社」と称します。）が主催致します。 

1.2本、トレーディングコンテストへご登録並びに参加頂く場合、本「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト取引条件」にご同意頂いたものとし、本

「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト取引条件」にご同意頂け無い場合は、賞⾦獲得対象外となりますのでご注意下さい。 

1.3各⽉、⽉次開催のトレーディングコンテストは、⽉初1⽇、EET 時刻（サーバー時刻 GMT＋2/3）[00:00] A.M より開始となり、各⽉末

⽇、EET 時刻（サーバー時刻 GMT＋2/3）[23:59] P.M に終了となります。（尚、それぞれ、「終了⽇」「コンテスト期間」と称します。） 

 

ライブトレーディングコンテストスケジュール: 

2021年9⽉6⽇［EET 時刻 午前00:00］〜2021年9⽉30⽇［EET 時刻 午後23:59］ 

2021年10⽉1⽇［EET 時刻 午前00:00］〜2021年10⽉31⽇［EET 時刻 午後23:59］ 

2021年11⽉1⽇［EET 時刻 午前00:00］〜2021年11⽉30⽇［EET 時刻 午後23:59］ 

2021年12⽉1⽇［EET 時刻 午前00:00］〜2021年12⽉31⽇［EET 時刻 午後23:59］ 

*夏時間期間中は、⽇本との時差6時間、冬時間期間中は⽇本との時差が7時間となりますのでご注意下さい。 

 

2. ⽉次ライブトレーディングコンテスト参加資格 

 

2.1本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」へは、法定年齢18歳以上の⽅のみ参加頂けます。 

2.2本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」は、弊社規定の申請⽅法にてプロフィール（ライブ⼝座）をお持ちのお客様（以下、「参加者」

と称します。）に参加頂く事が出来ます。︔弊社規定並びにポリシーに準拠せずプロフィール（ライブ⼝座）を作成・承認完了頂けていない無い

場合は、本、トレーディングコンテスト参加による賞⾦獲得要件を満たしていないとし、成績上位者リストからの除外対象となりますのでご留意下さ

い。 

2.3本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」参加者は、弊社にてプロフィール（ライブ⼝座）作成時にご提出頂く必要のある⾝分証明書

類・住所証明書類は正しい書類を提出頂くものとして、偽データ・偽造書類提出による申請は、いかなる段階であってもコンテスト失格の対象とさ

せて頂きます。 

2.4 本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」⽤の⼝座は、各開催⽉毎に1つの⼝座のみ開設頂く事が出来ます。複数のプロフィールをお持

ちのお客様は、お客様1名に対して１つのコンテスト⽤の⼝座のみ開設頂けます。尚、複数のコンテスト⼝座を有し取引履歴がある場合は、賞⾦

獲得要件を満たしていないものとして、賞⾦対象者リストから除外させて頂きますのでご注意下さい。 

2.5本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」⽤のトレード⼝座では、ドル建て・ユーロ建て・円建てより選択頂けます。本、「⽉次開催ライブト

レーディングコンテスト」参加者が利⽤するトレード⼝座は同⼀の取引条件 [各商品取引条件⼀覧] となります。 

2.6本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」にてご利⽤頂けるプラットフォームは、弊社提供の MT4プラットフォーム・MT5プラットフォームがご

利⽤頂けます。 
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2.7本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」参加に必要な最⼩⼊⾦額は、150ドル/ユーロもしくは15,000円となります。 

2.8本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」に参加するには、弊社クライアントポータルより追加⼝座作成にてコンテスト⽤の⼝座（例︓

Contest Sep2021）を作成して下さい。開催⽉期間（⽉初〜⽉末迄）の間にてトレーディングコンテストを開催頂き、最⼩⼊⾦額をご⼊⾦

後、お取引をお願い致します。翌⽉のコンテスト⽤⼝座は、前⽉開催期間中にクライアントポータルに追加されます。 

2.8.1 最⼩⼊⾦額︓150ドル/ユーロもしくは15,000円以上 

2.8.2 ご利⽤可能レバレッジ︓最⼤500倍（弊社提供取扱い商品規定のご利⽤レバレッジが適⽤） 

2.8.3 お取引商品︓MT4/MT5プラットフォーム上にて提供されている全ての商品 

2.8.4 スキャルピング・エキスパートアドバイザー（EA）の利⽤可 

2.9本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」への参加者は、弊社ウェブサイト上に掲載されるランキングリスト上にてお客様の情報の⼀部

（⼜、これに限定されない。）が公開される事に同意頂いたものと⾒なします。 

2.10 本、「⽉次開催ライブトレーディングコンテスト」⽤のトレード⼝座をソーシャルトレーダー・プロバイダー⼝座としてご登録頂く事が出来ます。その

場合は、弊社ウェブサイトより、ソーシャルトレーダー登録頂く事でフォロワーを獲得する事が出来ます。運⽤成績に応じてフォロワーより徴収できる成

功報酬は、ハイ・ウォーター・マーク⽅式にて算出されます。 
 
3. ⽉次ライブトレーディングコンテスト賞⾦並びに受賞者の決定 

 

3.1⽉次ライブトレーディングコンテスト、上位成績優秀者5名への毎⽉の賞⾦総額は15,000ドルとなります。︓ 

第1位︓獲得賞⾦8,000ドル 

第2位︓獲得賞⾦3,500ドル 

第3位︓獲得賞⾦2,000ドル 

第4位︓獲得賞⾦1,000ドル 

第5位︓獲得賞⾦500ドル 

3.2本「⽉次ライブトレーディングコンテスト」賞⾦獲得要件として、参加に必要な最⼩⼊⾦額は、150ドル/ユーロもしくは15,000円となりますが、

もし150ドル/ユーロもしくは15,000円をご⼊⾦頂いた場合は9ロット（往復取引）分を完了頂く必要がございます。尚、150ドル/ユーロもしくうは

15,000円以上をご⼊⾦頂いた場合に完了する必要がある取引量（ロット数）の計算⽅式は以下の通りです。 

例︓コンテスト開催期間中に2,500ドルご⼊⾦頂いた場合︓2500ドル÷150ドル×9ロット＝150ロット 

   コンテスト開催期間中に1,500,000円ご⼊⾦頂いた場合︓1,500,000円÷15,000円×9ロット＝900ロット 

3.2.1最⼩取引量︓0.01ロット〜 

3.2.2最⼤取引量︓1,000ロット迄 

3.2.3ステップサイズ︓0.01ロット 

3.2.4最⼤指値・逆指値数︓200オーダー/ポジション 

3.2.5本「⽉次ライブトレーディングコンテスト」における成績は、[レーティング＝（利益/総投資⾦額）]によって算出され、総投資⾦額は、ご⼊⾦

額計となっておりご出⾦額は含まれておりません。 

*コンテストランキングウィジェット上、［リターン＝（レーティング＋未確定損益/⼝座残⾼）］が表⽰される様になっておりますが、コンテスト終了

後、全てのポジションがクローズされた段階で最終的なリターンの算出が可能となります為、あくまでランキング表⽰は、上記記載の計算式での指標

としてご確認頂けます様お願い申し上げます。 

3.3本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」における成績（パフォーマンス％）は、参加者のご⼊⾦総額に基づき算出されます。 

3.4本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」における現在のランキングは弊社ウェブサイト・プロモーションページにてご確認頂けます。 



 
  

8 of 9 
 
 

Exclusive Markets is a limited liability company incorporated under the laws of Seychelles, with Reg. No.: 8423950-1 
and has its registered address at Room 12, 1st Floor, Kingsgate House, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles 

 

3.5本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト利⽤条件」を満たし、コンテスト開催期間中の成績において、最も利益率（％）の⾼い順に上位5名

が賞⾦獲得となります。 

3.6本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」による獲得賞⾦は、利⽤条件に基づきご出⾦頂く事が出来ます。 

3.7本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」各⽉上位成績者5名は、開催期間終了後10営業⽇以内に確定致します。 

3.8賞⾦は、賞⾦獲得者発表から20営業⽇以内にトレーディング⼝座へ⽀払われ、弊社規定の出⾦申請⽅法に従いご出⾦申請頂けます様お

願い申し上げます。 

3.9本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」開催期間終了時に、2名以上の参加者が、同⼀の成績（利益率）となり且つ、賞⾦対象となった

場合は、獲得賞⾦は対象者間にて均等額にて共有されます。 

3.10弊社では、直接的・間接的を問わず、賞⾦獲得後に発覚した、不正⾏為・取引を事由として賞⾦獲得に関する権利のキャンセルもしくは剥

奪に関して⾏使する権利を有します。 

3.11本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」にて提供される商品は、お客様の取引活動に対するインセンティブではございません。その為、お客様

ご⾃⾝で、本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」に参加する準備が出来たと感じる場合のみ参加頂けます様お願い申し上げます。 

3.12本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト」参加者は、居住国を含むご⾃⾝の登録データの⼀部が、コンテスト成績ランキング上に掲載され、ご

⾃⾝の取引活動がウェブサイト上にて共有される可能性がある事にご同意頂いた事と⾒なさせて頂きます。 

3.13弊社では、各⽉「⽉次ライブトレーディングコンテスト」終了⽇から20営業⽇以内に、勝者の取引 ID やニックネームをウェブサイトなどのメディ

ア名を問わず公開する権利を有します。 

3.14賞⾦獲得要件を満たす参加者が5名に満たない場合は、弊社の判断・裁量にて記載の賞⾦獲得者5名よりも少ない⼈数で勝者を決定す

る場合がございます。 

 

4. ⼀般ルール 

 

4.1弊社では、弊社独⾃の判断並びに裁量にて、本、「⽉次トレーディングコンテスト取引条件」規約に違反、もしくは違反している可能性がある

参加者の参加可否、もしくは⽉次ライブトレーディングコンテスト開催中の参加資格、賞⾦授与資格を拒否もしくは失格とする権利を有します。

尚、弊社独⾃の判断並びに裁量にて、以下4項記載（に限定されず、いかなる不正⾏為も含みます。）の規約違反、不正⾏為、公正では無い

取引⼿法に該当もしくは、該当に値すると判断する権限を有します。 

4.1.1 2⼈以上での申し合わせた参加や、IP アドレスの⼀致は、本「⽉次ライブトレーディングコンテスト」規約違反とし、失格とさせて頂きます。 

4.1.2価格差やレイテンシー、スワップレート乖離を利⽤したいかなる裁定取引や、アビューズ取引に該当する取引と判断される場合は、本「⽉次ラ

イブトレーディングコンテスト」規約違反とし、失格とさせて頂きます。 

4.2本、「⽉次ライブトレーディングコンテスト利⽤条件」英⽂版並びにそれ以外の⾔語への翻訳版との間に⽭盾もしくは⽭盾と思しき箇所がある場

合は、英⽂版に準拠するものとします。 

4.3弊社では、事前の通知・予告なしに、「⽉次ライブトレーディングコンテスト取引条件」を変更もしくはキャンセルする権利を有し、参加者並びに

関係者に対して⼀切の瑕疵を負わないものとします。 

4.4 エクスクルーシブマーケット（Exclusive Markets Ltd ）は、登記番号8423950-1、Room 12, 1st Floor, Kingstage House, 

Independence Avenue, Victoria Mahe - Seychelles を登記住所としてセイシェル共和国にて登記しています。 
 
5. 制限地域 

 

5.1本、トレーディングコンテストは、以下記載の地域（カナダ・キューバ・イラン・イラク・北朝鮮・スペイン・スーダン・シリア・トルコ・ベルギー・⽶国・ラ

トビア、並びにスイス）に居住のお客様へは提供する事が出来ません。制限地域にお住まいのお客様は、弊社にてプロフィール（ライブ⼝座）作
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成する事が出来ない為、本トレーディングコンテストへ参加頂く事は出来かねますのでご了承下さい。 

（*尚、⽇本⼈のお客様におかれましては、キューバ、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、⽶国などの特定の地域にお住まいで無い場合は、

ご利⽤が可能です。） 

 

外国為替証拠⾦並びに CFD 商品はレバレッジ商品に該当し、お客様の投資⾦額に応じて投資資⾦の全てを失う可能性がございます。レバレッ

ジは、優位にも不利にも⼤きく作⽤する為、⾼リスク商品に該当し、全ての投資家に適した⾦融商品ではございません。投資⽬的・経験レベル・資

⾦源・お客様のリスク許容⼒に応じて、投資決定は慎重に決定頂けます様お願い申し上げます。⼜、当該レバレッジ商品への投資活動を開始頂

く前に、必ず弊社リスク開⽰ポリシーをご⼀読頂けます様お願い申し上げます。 
 
 


