
取引約款 

１．会 員 規 約  

この約款は、グローバルリンクアドバイザーズ株式会社（以下「当社」いう。）とお客様との取

引を開始するにあたり、特に必要となる取決めを定めたものです。（その他、お客様が取引を

行われる内容によっては、当該取引約款とは別段の定めがある場合もあります。）  

第 1 条（目的） 

本規約は、当社が提供する有料情報サービス（以下、「本サービス」という。）を利用する会員

の規定を定めることを目的とします。 

第 2 条（本規約の範囲） 

当社が、電子メール及びオンライン上により随時会員に対して発する通知は、本規約の一部

を構成するものとし、会員はこれを承認したものとします。 

第 3 条（本規約の変更） 

当社は会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、会員はこれを承諾した

ものとします。 

第 4 条（入会の承認） 

① 当社は、別途定めるオンライン上の方法にて入会申込を受け付け、手続き等を行った上

で、入会を承認します。 

② 当社が、入会を承認した場合は、入会申込者に対して本サービスを利用できる権利を許

諾したものとします。この場合当社は、当該通知により当社の入会申込に対する承認の効力

が生じ、入会申込者は会員となり、当社と会員との間で本規約を内容とする本サービスの利

用契約が成立するものとします。  



第 5条（入会の不承認及び承認の取消等） 

当社は会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。又、

既に入会の承認を受けている場合でも会員が以下の何れかの項目に該当する場合、会員へ

の事前の通知、催告なしに、当該会員につき当サービスの利用の一時停止又は当サービス

の会員資格の取消をすることができます。 

この場合、当該の会員は、既に生じた当サービスの利用料金等については当社所定の方法

で支払うものとし、また、当社に既に支払われた当サービスの利用料金等については払戻し

の請求などは一切行うことができないものとします。 

尚、当社は承認しない理由を会員又は入会申込者へ明らかにしないことがあります。  

① 入会申込した方が実在しない 

② 入会申込に虚偽の記載がある 

③ 入会申込時に規約違反等により購読者資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等

で当サービスの入会資格の取消処分を受けたことがある 

④ 入会申込時に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払を怠ったことが

ある 

⑤ パスワードを不正に使用した場合 

⑥ 本サービス情報等を漏洩した場合 

⑦ 本サービスの情報の改竄を行った場合 

⑧ 本サービスの運営を妨害した場合 

⑨ 本サービスの利用料金の支払の債務の履行を延滞し又は支払を拒否した場合 

⑩ 規約の何れかに違反した場合 

⑪ その他当社が会員とすることを不適当と判断した場合  

第 6 条（会員資格の有効期限） 



会員が当社の別途定めるオンライン上で本サービスの入会を受付、申込完了画面をもって、

本サービスの会員資格が発生し、会員サービスを提供した日から契約の解除日 24 時まで有

効とします。  

第 7 条（本サービスの内容） 

① 当社は、会員への事前の通知をもって、本サービスの内容の追加、変更、部分改廃等を

することが出来、会員はこれを承諾するものとします。 

② 当社は、本サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等により、会員に対す

る事前の通知なく、本サービスの提供を一時的に中断、停止することが出来、会員はこれを

承諾するものとします。 

③ 前 2 項による本サービスの変更、停止等につき、当社は責任を負わないものとします。な

お、本サービスの変更、停止がなされた場合には、当社を通じて通知します。  

第 8 条（本サービスの利用料金等） 

① 本サービスの利用料金、算出方法及びその支払方法等は本規約で定める場合を除き、

当社が別途定める通りとします。 

② 本サービスの利用料金等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改定

されることがあります。変更した場合には、本サービスの利用料金等は、変更後の料金規定

によります。 

③ 当社は会員により支払われた本サービスの利用料金等につき、如何なる事由が生じても

返還しないものとします。 

④ 当社は会員により支払われた本サービスの利用料金が、規定の料金に満たない場合は

当該購読者に追加請求できるものとし、もしその追加料金が支払われない場合には当該料

金に見合う本サービスの会員資格の有効期限を変更できるものとします。  

第 9 条（パスワードの管理） 



① 会員は、指定したパスワードの管理、使用について一切の責任を持つものとします。 

② 当社は、会員のパスワードの使用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正使用等

に起因して会員が損害を被った場合でも、当該損害につき一切の責任を負わないものとしま

す。 

③ 当社が会員に貸与したＩＤ／パスワード等は、申込時に手続きを行った者のみが利用でき

るものとし、会員以外の第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入、相続したりす

るなどできません。  

第 10 条（設備等） 

会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随し

て必要となる全ての機器を、自己費用と責任において準備し、サービス利用可能な状態に置

くものとします。 

また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスを受け取るものと

します。  

第 11 条（本サービスに関する保証） 

本サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。当社は、当社が提供する

データについて、その完全性、正確性、適用性、有効性等に関し、一切の責任を負わないも

のとします。  

第 12 条（会員による本サービスの内部的使用） 

会員は、当社が事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるデータ、

情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、

販売、出版、転用等のために使用しないものとします。  

第 13 条（責任／禁止行為） 



① 当社は、会員が本サービス、その他本サービスと通じて他のサービスを利用することによ

り発生した損害について一切の責任を負わないものとします。 

② 会員は、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。当社は会員が以

下の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員が負い、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

 会員が以下の項目で禁止されている行為によって当社に損害を与えた場合、当社は会員

に対して被った損害の賠償を会員に請求できるものとします。 

（1）公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為 

（2）他の購読者または第三者に不利益を与えるような行為 

（3）当サービスの運営を妨げ、或いは当サービスの信頼を毀損するような行為 

（4）他の購読者のパスワードを不正に使用すること 

（5）他の購読者又は第三者の著作権の侵害 

（6）他の購読者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 

（7）他の購読者又は第三者を誹謗中傷するような行為 

（8）その他当社が不適当と判断した行為 

③ 会員が、本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与

えた場合は、当社は、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。 

④ 当社がホームページ及び電子メールにて会員に提供する、すべての情報は、当社が法的

権利を有するものであり、許可無く、第三者への情報の転売、及び漏洩、それに類する行為

のすべてを、理由の如何を問わず禁じます。 

権利侵害が認められた場合は、即時法的処置をとらせて頂きます事をご了承ください。尚、

情報サービスは、お申込会員様ご本人だけが得られる権利である事を原則とさせていただき

ます。  

第 14 条（退会） 

① 会員の退会については、契約満了日 24 時をもって退会とします。 

② 会員資格は、当社が、当該会員様の死亡を知り得た時点を以って、退会とします。  



第 15 条（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国憲法が適用されるものとします。  

第 16 条（専属的合意管轄裁判所） 

当社及び会員は、会員と当社の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合は、当社の所在

地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

２．その他雑則 

届出事項の変更 

お届出の氏名及び住所等の届出事項に変更があったときは、お客様は当社オンライン上の

手続に従って遅滞なく当社にお届出いただきます。（お届出があったとき、当社はお客から、

運転免許証、住民票等の必要と認められる書類を提出いただくことがあります。） 

1 申込者は、当社に届け出た氏名及び住所等に変更があったとき、遅滞なく、その旨を当社

オンライン上の手続きにより届け出るものとします。 

2 前項の規定による届出がない場合又は届出が遅延により損害が申込者／入会者に生じ

た場合には、当社は免責されるものとします。 

3 当社より申込者への諸通知が、転居、不在その他申込者／入会者に責に帰すべき事由に

より、延着また到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことがで

きるものとする。  

免 責 

次に揚げる損害については、当社は免責されるものとします。 

1 天災地変、政変、提携先金融機関の倒産等その他不可抗力と認められる事由により、売

買の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。 

2 郵便等の誤謬、遅滞又はシステム、回線、機器の障害等、当社の責に帰すことのできない

事由により生じた損害。  



約款の変更 

1 本取引約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要に応じて改定することがあ

ります。また、改定の内容が、従前のお客様の権利を制限又は新たな義務を課すものである

場合は、その改定事項を電子メールにより通知します。 

2 前項の通知は、改定の内容が、お客様の権利を制限又は新たな義務を課すものでない場

合又はその内容の変更が軽微である場合は、当社ホームページ等により代えることができる

ものとします。  

３．交付書面等に関する電磁的方法による交付 

当社がお客様にインターネットを用いた当社からのサービスを提供するにあたり、金融商品

取引業に関する内閣府令第 56 条第 1項第 1号ハの規程によって、お申込みのお客様へ交

付する書面等に代え、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織（自己の使

用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（電磁的方法）により交

付（「電子交付」という。）させて頂きます。  

(1) 当社ホームページ上、当社取引約款、契約締結前の交付書面及び契約締結時の交付書

面並び投資顧問契約書等の内容をご確認頂き、その書面の交付については、電子交付のサ

ービスによって提供致します。（別途、電子メールにてＰＤＦもご用意いたします。）  

(2) お客様は、当社が行う本サービスをご利用するにあたり、電子メールアドレスをご登録い

ただき、包括的に電子交付のサービスを申し込むものとします。  

電子交付の対象となる主な書面 

 ・取引約款 

 ・契約締結前の交付書面 

 ・契約締結時の交付書面 

 ・投資顧問契約書  



以 上  

グローバルリンクアドバイザーズ株式会社  

   （登録番号 近畿財務局長 （金商）第 68 号）  

４．金融商品販売法に係る勧誘方針 

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、下記の勧誘方針を定め、当社で取扱う金融商

品の販売については、当方針に従い、適切な勧誘を行うよう努めて参ります。  

１．当社は、お客様に商品内容やリスク内容等の適切な情報と説明に努め、十分な理解が得

られるように努めて参りますので、お客さまのご判断と責任において、商品をご購入下さい。

尚、商品をご購入いただく際には、必ず「取引約款」及び「 契約締結前の交付書面」の内容

をご確認の上、ご購入ください。 

２．当社は、お客様の投資目的、知識、経験及び資力等の状況に照らし合せ、かつ充分把握

した上、適切な情報提供と説明を行います。 

３．当社は、投資勧誘に当っては、不実告知、誤解を招く説明や迷惑な勧誘を行わず、誠実

及び公正な勧誘に徹し、お客さまの信頼の確保を第一義とした勧誘を行うように努めて参り

ます。 

４．深夜、早朝その他不適当な時間帯に電話又は訪問による勧誘は行いません。（但し、お

客様からのお申し出並びにご了承頂いている場合は、除く。） 

５．当社は、法令等諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう社内の教育・管理体制の強

化、監督に努めて参ります。 

６．商品の勧誘などに関するお問合せにつきましては、誠実に対応致します。  

５．個人情報取扱規程 

グローバルリンクアドバイザーズ株式会社（以下「当社」といいます）は、お客様に係る個人情

報を正しく扱うことは、当社にとり重要な責務であると考えております。当社では以下のように

個人情報を取り扱い、個人情報の正確性と機密性の保持、および個人情報の適切な収集・

利用に努めております。  



情報保護方針 

当社では以下のとおり「情報保護方針」を定め、個人情報の適切な保護に努めます。 

1、情報の適切な生成、収集、利用及び提供を行います。  

2、情報への不正アクセス、情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防ぎます。  

3、情報に関する法令及びその他規範を遵守します。  

4、情報保護に関する規程類を整備し、継続した改善を行っていきます。  

5、当社は、この方針を文書化し本規程の全ての適用対象者に周知します。  

個人情報の利用目的について 

・利用目的 

当社は、情報サービスをお客さまにご利用いただくにあたり、各種の申込みの受付、商品販

売、セミナー等イベントの機会に、当社が直接または業務委託先等を通じて、または電話帳・

住宅地図等の刊行物等により、お客さまの氏名、住所、電話番号等の情報（以下「お客さま

情報」といいます。）を取得しますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。 

1、ご本人確認、ご利用料金の請求、及びご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、ご

利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びにその他当社サービスの提供に係ること  

2、電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨・アンケー

ト調査並びに景品等の送付を行うこと  

3、上記各種サービス・製品のお知らせ・ＰＲ、調査・データ集積・分析、研究開発  

4、上記の他、当社の営業に関する行為  

なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエ

ンスストア、債権回収会社、情報処理会社、協力会社（システム開発会社、システムサービス

会社等）等に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先

に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先と

の間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。  

・第三者への開示・提供 



1、ご本人の同意がある場合 

2、法令に基づき開示・提供を求められた場合  

3、人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得る

ことが困難である場合  

4、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

お客さまの同意を得ることが困難である場合  

5、国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であっ

て、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合  

・開示 

当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の開示をご希望される場合に

は、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、合理的な期間および範囲で

回答します。  

・訂正等 

当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の内容について訂正、追加ま

たは削除をご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上

で、事実と異なる内容がある場合には、合理的な期間および範囲で情報内容を訂正、追加ま

たは削除します。  

・利用停止・消去 

当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の利用停止または消去をご

希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、合理的な

期間および範囲で利用停止または消去します。これらの情報の一部または全部を利用停止

または消去した場合、不本意ながらご要望にそったサービスの提供ができなくなることがあり

ますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。（なお、関係法令に基づき保



有しております情報については、利用停止または消去のお申し出には応じられない場合があ

ります。）  

・開示等の受付方法・窓口 

当社が保有するお客さま情報に関する開示等のお申し出および当社のお客さま情報の取扱

いに関するお問い合わせは、以下の方法にて、受け付けます。なお、この受付方法によらな

い開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください 。  

・利用停止・消去 

当社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の利用停止または消去をご

希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、合理的な

期間および範囲で利用停止または消去します。これらの情報の一部または全部を利用停止

または消去した場合、不本意ながらご要望にそったサービスの提供ができなくなることがあり

ますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。（なお、関係法令に基づき保

有しております情報については、利用停止または消去のお申し出には応じられない場合があ

ります。） 

1、受付手続き 

以下の受付窓口まで、電話、郵送または電子メールにてご連絡ください。 

ご本人（代理人）であることの確認をしたうえで、書面交付の方法またはお客さまおよび当社

が適当と認めた方法で回答します。お申し出内容によっては、当社所定の申込書面をご提出

いただく場合があります。また、回答までに日数を要することがありますのでご了承ください。

なお、書面での回答については、当社所定の手数料をお支払いいただきます。受付手続きに

ついての詳細は、お申し出いただいた際にご案内申し上げます。 ※ご本人からお申込みの

場合は、ご本人であることを、以下の方法等で確認いたします。  

〇氏名・住所・電話番号・ご使用ID・暗証番号および料金支払のための振替口座番号・クレジ

ットカード番号等の当社ご登録情報の確認  

〇当社ご登録電話番号へ折り返しお電話させていただくこと  



〇運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険の被保険者証、印鑑証明書等の

証明書類 ※代理人からお申込みの場合は、本人からの委任状および委任状に押印された

印鑑の印鑑証明書、ご本人への電話等により確認させていただきます。  

2、 受付窓口  

〇電話  

06-4802-2278 

受付時間 10 時 00 分～18 時 00 分 

※土日・祝日除く 

〇郵送 

〒531-0072 大阪市北区豊崎 2-7-9 豊崎いずみビル 4階 

グローバルリンクアドバイザーズ株式会社 

〇電子メール 

info@gladv.co.jp 

６．シ ス テ ム 規 約 

（規約の目的）  

第１条 当社がお客様にインターネットを用いた投資顧問サービスを提供するために、このシ

ステム運用約款（以下「約款」とする）を定めるものとします。  

（提供するサービスの内容の変更等）  

第２条 当社は、サービス内容向上等のために、お客様の了承を得ることなく当サービスの内

容の追加、変更、部分撤廃等をすることがあります。但し、その場合には、当社のホームペー

ジ上において、事前に公表するものとします。  

2 当社は当該サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等の事由が発生した

場合、お客様への事前の通知をすることなく、当サービスの提供を一時的に中断、停止する

ことがあります。  

3 前2 項による当該サービスの変更、停止等につき、当社は一切の責任を負わないものとし



ます。なお、当該サービスの変更、停止等がなされた場合には当社又は当社の委託した第三

者を通じて通知します。  

（情報の流用、転用の禁止）  

第３条 お客様は当該サービスにより受けた諸情報、データを流用又は複製出来ないものと

します。  

７．商品リスクに関する重要事項 

当社の有料情報サービスをご利用にあたっては、その取扱いについて次の商品リスクが含ま

れております。  

1. 証券 

株価変動により投資した元本を割り込む可能性がございます。投資した株式の経営・財政状

況の変更及びそれらに関する外部評価の変更等によって、株価が変動し投資した元本を割

り込む可能性がございます。  

2. 外国証券 

外国株式及び債券等の外国証券は、基本的には国内の法制度の適用（適用を受ける一部を

除き）を受けておりませんのでご注意ください。外国証券への投資には、他の金融商品と同様

に次のようなリスクが伴いますのでご注意ください。  

（1） 外国証券変動リスク 

外国株式及び債券等の外国証券の市場価格は、その投資先の市場における需要関係や発

行体の財務内容等の情報そして金利動向や経済情勢等を敏感に反映し変動し、投資した元

本を割り込む可能性がございます。  

（2） 信用リスク 

外国株式及び債券等の外国証券は、その発行体等の倒産、財務状況の悪化等により価格



が下落し、また、債務返済不能状態に陥った場合、投資した元本を割り込む可能性や利子の

支払が滞ったり、支払い不能となることがあります。  

（3） 市場に関するリスク 

外国株式及び債券等の外国証券は、国内と比較して流動性が低い市場もございますので必

ず希望通りの注文が執行され、換金されるとは限りません。特に市場規模の小さな市場の場

合、買い注文や売り注文が大量に殺到した場合など特に流動性（換金性）が低くなることも考

えられます。  

（4） 為替リスク 

外国株式及び債券等の外国証券への投資は、外国為替の変動によるリスク（円貨建てのも

のを除き）があります。為替の動向（変動）により、為替差損益が生じることとなります。  

（5） カントリーリスク 

外国株式及び債券等の外国証券への投資は、投資先の国及び地域の政治・経済・社会情勢

の変化に大きな影響を受けることとなり、投資した元本にも影響を与えます。  

3、為替証拠金取引並びに信用取引 

 顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を当該

取引による損失の額が上回ることとなる恐れがある。 

4、その他のリスク 

上記以外のリスクとして、グローバルリンクアドバイザーズ株式会社で、天災地変、火災、停

電、通信機器の故障等、不測の事態により本取引に制限（本契約に基づく投資情報の伝達

遅延及び誤謬等）が生じることがあります。また、お客様が所有する通信回線およびシステム

機器、または、第三者が所有する通信回線およびシステム機器に障害が発生した場合には、

機会利益の損失等のリスクが発生します。  

 


