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TERMS AND CONDITIONS  
FOR CASHBACK 

キャッシュバックの規約と条件 
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Cashback is available to all retail clients who open a live account at GKFX Prime.  

キャッシュバックは、GKFX Primeでライブ口座を開設するすべての小売顧客が利用できます。 

1. Organiser  主催者 

International Finance House Limited is a company registered and located in the British 

Virgin Islands and does not solicit or accept customers that reside in or are domiciled in the 

United States or its territories.  

Craigmuirs Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola BVI  

http://www.gkfxprime.com 

International Finance House Limitedは、英領バージン諸島に登録および所在する会社であり、

米国またはその領土に居住または居住している顧客を勧誘または受け入れません。 

Craigmuirs Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola BVI 

http://www.gkfxprime.com/jp 

2. Eligibility 対象者 

a. All applicants must be 18 years old or over, subject to our general Terms of Business and 

Terms and Conditions.  

すべての応募者は、当社の一般的な取引条件および利用規約に従って、18歳以上でなければな

りません。 

b. The offer is available to all direct clients even if they have multiple accounts.  

直接のクライアントが複数のアカウントを持っている場合でも、このオファーを利用できま

す。 

c. If an eligible client has been disqualified from the offer for any reason, he/she cannot 

apply for the same promotion again.  

資格のあるクライアントが何らかの理由でオファーから失格した場合、そのクライアントは同

じプロモーションに再度申し込むことはできません。 

3. Restrictions 制限事項 

a. No staff members, and/or their relatives, of International Finance House Limited or any 

associated company, may take part in this promotion.  
International Finance House Limitedまたは関連会社のスタッフおよび/またはその親族は、

このプロモーションに参加できません。 

b. The offer is limited to one per household and one per person, even if they have multiple 

accounts.  

オファーは、複数のアカウントを持っている場合でも、世帯ごとにアカウントは1つと1人あた

りアカウントは1つに制限されています。  

http://www.gkfxprime.com/
mailto:accounts@gkfxprime.com
http://www.gkfxprime.com/jp
http://www.gkfxprime.com
http://www.gkfxprime.com/jp


 
Craigmuir Chambers P.O Box 71, Road Town, Tortola +318000201494  www.gkfxprime.com accounts@gkfxprime.com FSC 

 
International Finance House Ltd. BVI SIBA/L/1066 +44 (0) 203 695 9713 www.gkfxprime.com/jp support_jp@gkfxprime.com 

2 

4. Mechanism of the Promotion 推進の仕組み 

a. Cashback is $2 USD for one effective FX, XAUUSD or XAGUSD lot.  

キャッシュバックは、有効なFX、XAUUSDまたはXAGUSDの取引1ロットにつき2米ドルです。 

b. One effective lot shall mean 1 lot traded round turn on GKFX Prime trading platform.  

有効な1ロットとは、GKFX Prime取引プラットフォームで1ロット取引されたラウンドターンを

意味します。 

c. Promotion is applicable for all account types.  

プロモーションはすべてのアカウントタイプに適用されます。 

d. Clients need to inform GKFX Prime on their intent to join the Cashback and get confir-

mation. Only the traded lots after the confirmation will be taken into consideration.  

クライアントは、キャッシュバックに参加して確認を取得する意図をGKFX Primeに通知する必

要があります。 確認後の取引されたロットのみが考慮されます。 

e. Cashback derive from certain or several deposits /net deposit/number of trading vol-

umes as a percentage of the value of the deposit, you should request the program be-

fore deposit and get approval from the company. 

キャッシュバックは特定または複数の預金/ネット預金/預金額の割合としての取引量から 

派生されます。リクエストはご入金前に会社からの承諾を得る必要がございます。 

f. Illegal trading positions will not be taken into consideration while calculating volume.  

違法取引ポジションは、ボリュームの計算中に考慮されません 

g. Scalped trades will not be taken into consideration while calculating volume.  

ボリュームの計算中に、スキャルピングされた取引は考慮されません。 

h. Maximum payout cannot exceed $10,000.00 USD for per account.  

最大支払い額は、アカウントごとに$ 10,000.00 USDを超えることはできません。 

i. Cashback rebate will be calculated and deposited to the clients’ accounts every first 

week of the month.  

キャッシュバックリベートが計算され、月の最初の週ごとにクライアントのアカウントに入金

されます。 

j. Accounts that have not traded in the last 30 days will be removed from the Cashback 

Program.  

過去30日間に取引されていないアカウントは、キャッシュバックプログラムから削除されま

す。 

5. Further Conditions さらなる条件 

a. GKFX Prime Investment Group Limited reserves the right to amend, cancel or restrict this 

offer to any applicant or customer.  
GKFX Prime Investment Group Limitedは、応募者または顧客に対するこのオファーを修正、

キャンセル、または制限する権利を留保します 

http://www.gkfxprime.com/
mailto:accounts@gkfxprime.com
http://www.gkfxprime.com/jp


 
Craigmuir Chambers P.O Box 71, Road Town, Tortola +318000201494  www.gkfxprime.com accounts@gkfxprime.com FSC 

 
International Finance House Ltd. BVI SIBA/L/1066 +44 (0) 203 695 9713 www.gkfxprime.com/jp support_jp@gkfxprime.com 

3 

b. If GKFX Prime detects that the client has abused the terms of this promotion by hedging his 

positions internally or externally, or by any other suspicious methods, GKFX Prime reserves 

the right to withdraw the trading credit bonus or terminate the client access to the services 

provided by GKFX Prime.  

GKFX Primeは、クライアントが内部的または外部的に、または他の疑わしい方法でポジションを

ヘッジすることにより、このプロモーションの条件を悪用したことを検出した場合、GKFX Prime

は取引クレジットボーナスを撤回するか、クライアントが提供するサービスへのアクセスを終了

する権利を留保します。 

c. GKFX Prime reserves the right to modify or change any of the terms and conditions of this 

Cashback promotion without client’s consent. 
GKFX Primeは、クライアントの同意なしに、このキャッシュバックプロモーションの契約条件を

変更または変更する権利を留保します。 
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