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TERMS AND CONDITIONS FOR 
100%FIRST TIME DEPOSIT 

100%初回入金ボーナス規約と条件 
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100% First Deposit Bonus program is available to all new direct and affiliate clients who open a 

live account at GKFX Prime and deposit $200 at least. The bonus amount will be credited to 

the account and can be used as a margin trading for two calendar months from the time of 

credit. 

100％初回入金ボーナスプログラムは、GKFX Primeでライブアカウントを開設し最低入金額200ドル

からご利用可能です。ボーナスの金額はアカウントに入金され、クレジットの時点から2か月間マー

ジン取引として使用できます。 

1. Organiser  主催者 

International Finance House Limited (GKFX Prime is a trademark of 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  

International Finance House Limited（GKFX PrimeはInternational Finance House Limitedの

商標です）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 

2. Participants 参加者 

All new direct and affiliate clients.  

初回入金をされたお客様。 

3. 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. All new direct and affiliate clients who meet the requirements of our Terms and Condi-

tions are eligible to apply for the bonus promotion.  

利用規約の要件を満たしているすべての新規のお客様は、ボーナスプロモーションに申し込む

ことができます。 

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。 
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4. 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。 

c. Bonus cannot be transferred between trading accounts within GKFX Prime.  

GKFX Prime内の取引口座間でボーナスを譲渡することはできません。 

d. Trading account of a client will not be credited with the bonus if it is already subject to 

another promotion.   

すでに別のプロモーションの対象となっている場合、クライアントの取引口座にはボーナスが

加算されません。 

5. Mechanism of the Promotion 推進の仕組み 

a. The bonus promotion is 100% bonus up to $1000 and 40% for deposits above $1000.  

ボーナスプロモーションは、最大1000ドルの100％ボーナスと、1000ドルを超える預金の場合

は40％のボーナスです。 

b. The bonus promotion will be applied only once. It cannot exceed $20,000.  

ボーナスプロモーションは1回のみ適用されます。 20,000ドルを超えることはできまん。 

c.  The bonus will be valid for two calendar months from the time that the bonus has been 

credited to the account.  

ボーナスは、アカウントにボーナスが入金されてから2か月間有効です。 

d. In case of a withdrawal, bonus will be deducted proportionally. 

引き出しの場合、ボーナスは比例して差し引かれます。 

e. The clients can submit a bonus request no later than 5 business days after the deposit. 

Requests submitted outside of this timeline limit will not be processed.  

クライアントは、デポジットから5営業日以内にボーナスリクエストを送信できます。 このタ

イムライン制限を超えて送信されたリクエストは処理されません。 

f. Clients may apply to this bonus offer by requesting via phone or sending an e-mail to 

local representatives or to support_jp@gkfxprime.com .  

クライアントは、電話でリクエストするか、またはsupport_jp@gkfxprime.comに電子メール

を送信することにより、このボーナスオファーに申し込むことができます。 

g. The margin bonus has no effect on stop-out level.  

マージンボーナスはストップアウトレベルには影響しません。 
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h. The bonus will only be used as a margin of trading. An example can be viewed as below:  
 ボーナスは取引のマージンとしてのみ使用されます。 以下に例を示します。 

 

 

 

 

 

 

6. Termination of the Promotion プロモーションの終了 

a. If an eligible client withdraws funds from his/her account during the promotional period, 

the account will be disqualified from the offer.  
プロモーション期間中に資格のあるクライアントがアカウントから資金を引き出した場合、 

アカウントはオファーから失格となります。 

b. GKFX Prime is not responsible for informing the client when the bonus is removed from  

the account.  
GKFX Primeは、アカウントからボーナスが削除されたときにクライアントに通知する責任を 

負いません。 

7. Further Conditions さらなる条件 

a. International Finance House Limited reserves the right to amend, cancel or restrict this  

offer to any applicant or customer.  

International Finance House Limitedは、応募者または顧客への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 

b. If GKFX Prime detects that the client has abused the terms of this promotion, GKFX Prime 

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

the services provided by GKFX Prime.  
クライアントがこのプロモーションの条件を悪用したことをGKFX Primeが検出した場合、 

GKFX Primeは取引クレジットボーナスを撤回するか、GKFX Primeが提供するサービスへのクラ

イアントアクセスを終了する権利を留保します。 

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

his positions internally or externally, GKFX Prime reserves the right to withdraw the trading 

credit bonus or terminate the client access to the services provided by GKFX Prime.  

Abuse includes hedging, scalping any kind of breach on the system.  

GKFX Primeは、クライアントが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、GKFX 

Primeが提供するサービスへのクライアントアクセスを終了する権利を留保します。 悪用には、

ヘッジ、システムのあらゆる種類の違反のスキャルピングが含まれます。 

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

margin bonus promotion without client’s consent.  

GKFX Primeは、クライアントの同意なしに、このマージンボーナスプロモーションの条件を変更

または変更する権利を留保します。 

Deposit Bonus Final Equity 

$500 $500 $1000 

$1000 $1000 $2000 

$3000 $1800 $4800 

$5000 $2600 $7600 
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