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KVB Kunlu 口座開設のための質問と模範解答 
 
 
KVB Kunlun (クンルン)でのFX口座（マージン口座）開設を行う際のアンケート日本語訳と口座開設のガイドです。 
 
アンケートの正答一覧は、2ページ目へお進みください。 
 
 

KVB Kunlun 口座開設方法について 
 

 
 
口座開設はすべてウェブで行います。書類などがご自宅へ届くことはありません。 
 
口座開設フォームは英語ですが、KVBは日本語窓口があり、ニュージーランド国内では日本語でのFXセミナーなども開催中

です。お困りの際には、KVB日本語窓口までお問い合わせを。 
 

日本語窓口直通 : +64-9-359-8982 
 
 

KVB Kunlun 口座開設の流れと口座の選び方 

 
次のページでは、KVBで口座開設の際のフォームの入力事項にいての解説が掲載されています。 
 

 
 
口座タイプの選び方から、口座開設の詳細な手続きまで1ページで解説されていますので、口座開設の際にご活用ください。 
 
ForexStar (フォレックス・スター)口座開設の際にご確認ください。 
 
  

口座開設フォームの日本語訳と解説 

KVB Kunlun 口座開設フォーム 

http://www.kaigai-toushi.biz/
http://www.kaigai-toushi.biz/?p=20573�
http://click.minna-de.com/kvbkunlun/jp/signup�
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口座開設アンケート（事前質問）正しい回答 
 
1. レバレッジ（倍率）を聞かせた取引商品：FX 取引マージン口座および差金決済取引（CFD）における実存的損失リスクが存在

し、市場が混乱する環境では元本割れする可能性があるということ  
原文: Trading leverage products such as margin FX and CFDs carries a high degree of risk. I can lose 
more than my initial investment in certain circumstances. 
 
回答: ○ Trueを選択 
 
2. 店頭先物取引（OTC）で保持する商品を通して利息を得ることは無く、取引した商品の現物の所有権は有しない 
原文: Trading leverage products such as margin FX and CFDs carries a high degree of risk. I can lose 
more than my initial investment in certain circumstances. 
 
回答: ○ Trueを選択 
 
3. スプレッドの意味を次の三者から選択 
原文: What is a “spread”?  
 
回答: 
・ 買値と売値の差のこと ○ 
・ 売値のこと 
・ 買値のこと 
 
一番上を選択 
 
4. NZDUSD 通貨ペアを買うということは、 
原文: If I buy the NZDUSD currency pair, I am 
 
回答: 
・ 米ドルを買うためにNZ ドルを支払うこと 
・ NZ ドルを買うために米ドルを支払うこと ○ 
 
二つ目を選択 
 
5. 市場がボラタイル（不透明）の状況とは以下の説明のどちらが正しいか 
原文: If the market is volatile, which statement is true? 
 
回答: 
・ 投資対象の価格にほとんど変動や動きが見られない状況 
・ 投資対象の価格に大きな価格変動、騰落が見られる状況 ○ 
 
二つ目を選択 
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6. 以下の説明のどれが取引におけるリスクを軽減する方法といえるか 
原文: Which of the following methods can reduce the risk of a trade?  
 
回答: 
・ ストップロスをいれずに取引をすること 
・ ストップロス注文を入れて取引すること ○ 
・ 取引量或いは決済数を増加させること 
 
二つ目を選択 
 
7. 価格ギャップ或いはギャッピングとはどういうことか ？ 
原文: What is price gapping?  
 
回答: 
・ 一つの投資対象を買うと同時に他の投資対象を売るという取引戦略のこと 
・ 一つの投資対象を買うと同時に売るということを同時に行う取り引き戦略のこと 
・ 投資対象の価格が安定せず取引直後の価格から次の価格に大きな価格差が生じる状態のこと ○ 
 
3つ目を選択 
 
 
 
 
 
8. FX 取引、店頭先物取引（OTC）を行う際、投資家は、自身の責任においてオンライン取引プラットフォームで手持ちのポジシ

ョンを確認し、十分な証拠金があることを確認し、強制自動決済されることのないように留意することが求められる。  
原文: When I have an OTC derivative position, I am obliged to monitor my positions on the on-line 
trading platform to ensure I have sufficient margin so as not to have my exposure automatically liquidated.  
 
回答: ○ Trueを選択 
 
9. 取引提供者のFX マージンブローカーは、手持ちのポジションを自動的に解消する権限を有しており、自身の取引状況を常に確

認しリスク管理ツールのストップロス注文機能を使用し自身の口座を管理することが求められる。 
原文: My margin broker may liquidate my position automatically. It is my responsibility to manage 
my account using risk management tools such as stop loss orders and monitoring my account 
regularly. 
 
回答: ○ Trueを選択 
 
10. 価格ギャップ或いはギャッピングが生じたとき、注文時の価格と実際の売買価格に価格差が生じるため、損失を被る可能性が高

い。 
原文: When the market price gaps, I may lose money quickly including between the order placement 
and execution or between the purchase and sale of the derivative. 
 
回答: ○ Trueを選択 
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KVB Kunlun Forex Star (フォレックス・スター)のPDF口座開設ガイドは以上です。 
 
不明な点は、みんなで海外FXサイト内で検索もしくは、KVB Kunlun日本語窓口までお問い合わせください。 
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