
 

20% Iron Bonus - Terms and Conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.IronFX (hereafter “IronFX”) promotes a 20% 

Iron Bonus Offer (the “Offer”) to its Clients, 
subject to the terms and conditions contained 
in the present document. 
 
2.By opening a trading account and applying 
for this Offer, the Client acknowledges that he 
has read and agreed to be bound by these 
terms and conditions and the IronFX Terms of 
Business which are available on this website. 
 

3.This Offer is available from 01 January 2022 
(00:00 GMT+2) to 31 December 2022 (23:59 
GMT+2) inclusive. This 20% Iron Bonus Offer 
supersedes all previous Iron Bonus promotions 
and no further Iron Bonus will be provided on 
any previous promotions. This offer only 
applies to Clients who opened an account 
through www.IronFX.com . 
 

4.In order to be eligible for this Offer, the 
Client must satisfy each of the following 
requirements: 
 
4.1.the Client must act in good faith in 
applying for this Offer 
 
4.2.the Client must have authorised any 
application to IronFX for this Offer 
 

4.3.the Client must provide true and accurate 
details and information in connection with this 

Offer, including without limitation the Client’s 

telephone contact details 
 

20％の Ironボーナス―取引条件 

 

本条件は、両当事者により英語で締結されている。 

翻訳版は便宜上のものに過ぎず、英語版が優先するものと

する。 

 

1. IronFX は、本文書に記載の条件に従い、クライアント

に 20%の Iron ボーナスオファー(「オファー」)を提案する。 

 

 

 

2. 取引口座を開設し、このオファーを申請することにより、ク

ライアントは、本ウェブサイト上で入手可能な本条件および

IronFX取引条件に拘束されることに合意したことを認め

る。 

 

3. このオファーは、2022年 1月 1日 (00:00 GMT+2) 

から 2022年 12月 31日(23:59 GMT+ 2)まで利用

可能である。この 20%の Iron ボーナスのオファーは、これま

でのすべての Iron ボーナスのプロモーションに取って代わり、

これまでのプロモーションではそれ以上の Ironボーナスは提

供されない。このオファーは、www.IronFX.com を通じて

口座を開設したクライアントにのみ適用される。 

 

4. このオファーの対象となるには、以下の各要件を満たして

いる必要がある。 

 

4.1 クライアントは、このオファーを申請するにあたり誠実に行

動しなければならない。 

 

4.2 クライアントは、このオファーのために IronFXに任意の

アプリケーションを承認している必要がある。 

 

4.3. クライアントは、本オファーに関連して、クライアントの電

話連絡先を含むがこれらに限定されない、真実かつ正確な

詳細および情報を提供しなければならない。 

 

 

http://www.ironfx.com/


4.4.the Client must not have previously 
obtained this Offer (regardless of the number 
of accounts which the Client maintains with 
IronFX) 
 
4.5.the Client must use an IronFX account 
other than an STP/ECN account, a zero fixed 
spread account, a vantage account, or a 
privilege account 
 
4.6.the Client must not be an employee or 
partner of IronFX 
 
4.7.the Client must never have participated in 
Abusive Behaviour (as defined in paragraph 5 
below) in relation to any other offer or 
promotion made by IronFX 
 

4.8.the Client must not be associated with any 
person who has participated in Abusive 
Behaviour (as defined in paragraph 5 below) in 
relation to any other offer or promotion made 
by IronFX. 
 
5.This Offer, and the retention of the Offer by 
the Client, is conditional on the Client 
complying with the IronFX Trading Terms and 
Conditions and on the Client meeting the 
following conditions at all times: 
 

5.1.the Client acts in good faith in relation to 
this Offer 
 
5.2.the Client does not participate in any 
abuse, improper conduct, or attempted abuse 
or improper conduct in relation to this Offer 
or, in either case, any previous abuse or 
improper conduct in relation to a previous 
similar Offer or promotion by the Client 
(together, "Abusive Behaviour"). 
 

5.3.Abusive Behaviour includes the following: 
 

5.3.1.giving instructions on behalf of a Client 
without due or proper authority; 

4.4 クライアントは(IronFXで保持している口座数に関係

なく) このオファー以前に取得していない必要がある。 

 

 

4.5 クライアントは、STP/ECN口座、ゼロスプレッド口座、

バンテージ口座、または特権口座以外の IronFX口座を

使用する必要がある。 

 

 

4.6 クライアントは、IronFX の従業員またはパートナーであ

ってはならない。 

 

4.7 クライアントは、IronFXが行うその他のオファーまたはプ

ロモーションに関連して、決して(下記第 5項に定義される) 

濫用行為に関与していないこと。 

 

4.8 クライアントは、IronFXが行うその他のオファーまたはプ

ロモーションに関連して、濫用行為(下記第 5項に定義)に

関与した人物と関係を持ってはならない。 

 

 

5. このオファーおよびクライアントによるオファーの保持は、クラ

イアントが IronFX取引条件を遵守し、クライアントが常に

以下の条件を満たすことを条件とする。 

 

 

 

5.1. クライアントは、本オファーに関して誠実に行動する。 

 

5.2 クライアントが、本オファーに関連する濫用、不適切な

行為、または企てられた濫用もしくは不適切な行為に関与

しないこと、またはいずれの場合も、クライアントによる以前の

類似のオファーまたはプロモーションに関連して悪用もしくは不

適切な行為(併せて「濫用行為」) に関与していないこと。 

 

 

 

5.3 濫用行為には、以下のものが含まれる。 

5.3.1. 正当な権限なしにクライアントに代わって指示を与

えること。 



 
5.3.2.repeatedly failing to respond to an email 
for a period of 15 days or more; 
 
5.3.3.the Client, by himself or acting with 
others (including an Introducing Broker), 
constructing a trading position or positions 
which have the purpose or effect of extracting 
the credit provided, and/or the profits 
generated by the Iron Bonus, without 
exposure to economic risk, including without 
limitation loss of the Iron Bonus or the Client's 
capital (or the capital of others); 
 
5.3.4.the Client, by himself or acting with 
others, having an account or accounts 
where the accumulated Iron Bonus or bonuses 
from other offers or promotions in the 
account is 
greater than the amount which could have 
been accumulated if the Client and such others 
had complied with the terms and conditions of 
this Offer and such other offers or promotions 
based on the specific offer(s) or promotion(s) 
in which the Client has participated or is 
participating; 
 
5.3.5.the Client hedging his positions 
including, without limitation, by holding open 
position(s) on the opposite of a trade, 
including, by way of illustration only, through 
use of a single or correlated currencies, at given 
periods, internally (using other trading 
accounts held with IronFX) or externally (using 
other trading accounts held with other 
brokers); 
 

6.Subject to IronFX’ s Terms of Business and 

the present 20% Iron Bonus Terms and 
Conditions each Client (other than a Client 
excluded in accordance with paragraph 3 
above or who does not satisfy the conditions in 

paragraph 5 above) (an “eligible client”) will 

be entitled to receive a 20% bonus (the “Iron 

 

5.3.2 メールに 15日以上応答しないことを繰り返すこと。 

 

5.3.3 クライアントが、自らまたは他者(紹介ブローカーを含

む) と行動し、提供されたボーナスを引き出す目的または効

果を有する取引ポジションまたはポジションを構築し、および/

または経済的リスクにさらされることなく、Ironボーナスによっ

て生み出された利益(Iron ボーナスまたはクライアントの資

本(または他者の資本)の損失を含むが、これらに限定され

ない)を構築する場合。 

 

 

5.3.4 クライアントは、自身または他者と共同して、口座内

の他のオファーまたはプロモーションからの累積された Iron ボ

ーナスまたはボーナスが、クライアントが参加または参加してい

る特定のオファーまたはプロモーションに基づいて クライアント

および他者がこのオファー及びその他のオファーまたはプロモー

ションの契約条件を遵守した場合に累積され得る金額より

も大きい口座を有すること。 

 

 

 

 

 

5.3.5 特定の期間において、クライアントが内部的に

(IronFXの他の取引口座を利用して)または外部的に(他

社が保有する他の取引口座を利用して)単一または相関

通貨を使用することを含め、取引の反対側でオープンポジシ

ョンを保持することを含むが、これらに限定されない、ポジショ

ンをヘッジすること。 

 

 

 

6. ただし、IronFXの取引条件および現在の 20%の

Iron ボーナス条件(上記第 3項に基づき除外されたクライ

アントおよび上記第 5項の条件を満たしていないクライアン

ト以外のクライアント)(以下「適格クライアント」)は、クライア

ント当たり最大$2,000 (または他の通貨の同等額)までの

どの入金額に対してもに対して 20%のボーナス(以下「Iron

ボーナス」)を受領する権利を有する。さらに、口座のマージ



Bonus”) on any deposits up to a maximum of 

US$2,000 (or the equivalent amount in other 
currencies). It is further noted that when the 
margin level of the account reach the stop-out 
level the Iron Bonus will be fully reset affecting 
the rest of the positions ie.to reach stop out. 
The Client will be entitled to an additional 

bonus (the “Additional Bonus”) US$2,000 (or 

the equivalent amount in other currencies) 
based on his profitability. Please note that the 
maximum amount limits referred to in this 
paragraph shall apply on a per-Client basis and 
shall in no way be affected by the number of 
accounts which a Client holds with IronFX. 
Clients who have received the maximum 
limitation of bonus and have realized profits, 
would not be eligible to additional bonus. THE 
IRONBONUS CANNOT BE CASHED IN and 
Clients will not be allowed to withdraw from 
their account the Iron Bonus (see paragraph 13 
for further details). 
 

7.The Iron Bonus applies only to deposits 
made by Clients during the period set out in 
paragraph 3 above. The Iron Bonus is only 
available to Clients who deposit US$100 (or 
the equivalent amount in other currencies) or 
more into their trading accounts and the life of 
the granted Iron Bonus is up to the end of 
September and then it can be automatically 
renewed for another 30 days. 
 

8.No trading account of a Client will be 
credited with the Iron Bonus if that account is 
already subject to another promotion. If the 
Client's trading account is already subject to 
another promotion, the Client may open a 
separate account for the purpose of receiving 
the Iron Bonus. The Client acknowledges that 
in the case of an internal transfer from an 
account already subject to another promotion 
(excluding the case mentioned in paragraph 9) 
any Iron Bonus or Additional Bonus already 
granted to this existing account will be 

ンレベルがストップアウトレベルに達すると、Ironボーナスは

残りのポジションに影響を与えて完全にリセットされる。クライ

アントは、利益に基づき、追加ボーナス（「追加ボーナス」）

$2,000（または他の通貨での同等額）を受け取る権利

がある。本項で言及されている最大限度額は、クライアント

ごとに適用されるものとし、クライアントが IronFXに保有す

る口座数に影響を受けない。ボーナスの上限制限を受け、

利益を実現しているクライアントは、追加ボーナスの対象外と

なる。Iron ボーナスは現金化できず、クライアントは Ironボ

ーナス(詳細については第 13項を参照)を口座から引き出

すことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ironボーナスは、上記第 3項に定める期間中にクライ

アントが行った入金額にのみ適用される。Ironボーナスは、

$100（または他の通貨での同等額）以上を取引口座に

入金したクライアントが対象となり、付与されたボーナスの有

効期間は 9月末までとなり、その後 30日間は自動的に更

新される。 

 

 

 

8. クライアントの取引口座がすでに別のプロモーションの対

象となっている場合、Ironボーナスは付与されない。クライア

ントの取引口座がすでに別のプロモーションの対象となってい

る場合、クライアントは、Ironボーナスを受け取る目的で別

の口座を開くことができる。クライアントは、既に他のプロモー

ションの対象となっている口座からの振替の場合(第 9項に

記載されている場合を除く) 、クライアントが新しい口座に

20%の Ironボーナスを受け取る資格を得るために、この既

存口座に既に付与されている Iron ボーナスまたは追加ボー

ナスが自動的に差し引かれ、削除されることを了承する。 

 



automatically subtracted and removed in 
order for the Client to be eligible to receive 
the 20% Iron Bonus into his new account. 
 
9.Clients that have their accounts funded 
through their Introducing Brokers are not 
eligible to receive the Iron Bonus. In addition, 
Introducer Brokers will not be eligible to receive 
commissions for trading on Bonus funds. 
 

10.Once all of the requirements set out in 
these terms and conditions have been met, 
the Iron Bonus will be credited into an eligible 
Client's account, as a notional sum. The Iron 
Bonus will not be recorded or construed as a 
liability of IronFX towards the Client and may be 
unilaterally, retroactively and unconditionally 
withheld, subtracted, cancelled or removed 
from a Client's accounts, at any time and at the 
sole discretion of IronFX in accordance with 
the terms set in paragraph 19 below. 
 
11.The Iron Bonus may also be removed in full 
by IronFX or following a Client's withdrawal 
request or request to transfer funds between 
accounts at IronFX (whenever that request is 
made) and immediately prior to the fulfilment 
(if fulfilment is possible) of the request. In 
addition and if requested by the Client during 
trading, the remaining Iron Bonus may only be 

removed provided that all of the Client’s 

positions are closed. 

 
12.In order to claim the Iron Bonus offered 
under this promotion, the Client should set up 
an account with IronFX and then send a 
request via his IronFX Client Portal. Subject to 
compliance with the conditions set out herein, 
the Client will receive his Iron Bonus. Save 
where the Company specifically agrees 
otherwise, the Client must request his Iron 
Bonus within the first 5 business days from the 
date of each deposit date he makes into his 
account. If the Client starts trading in an 

 

 

 

9. 紹介ブローカーを通じて口座に入金するクライアントは、

Iron ボーナスを受け取る資格がない。さらに、紹介ブローカ

ーはボーナスファンドの取引に対する報酬を受け取る資格が

ない。 

 

 

10. これらの条件に定められたすべての要件が満たされる

と、Iron ボーナスは、想定元本として、対象となるクライアン

トの口座に入金される。Ironボーナスは、クライアントに対す

る IronFXの責任として記録または解釈されないものとし、

下記第 19項に定める条件に基づき、いつでも、IronFXの

単独裁量で、一方的に、遡及的に、かつ無条件にクライア

ントの口座から差し引かれ、取り消され、削除されることがあ

る。 

 

 

11. Ironボーナスは、クライアントの出金要求または口座

間の資金振替要求の後(要求がなされた際) および要求の

履行(履行可能な場合)の直前に、IronFXによって完全に

削除されることがある。さらに、取引中にクライアントから要求

があった場合、残 っている Iron ボーナスは、クライアント

のポジションがすべてクローズされている場合に限り、削除さ

れる。 

 

 

 

 

12. このプロモーションで提供された Ironボーナスを請求す

るために、クライアントは IronFXのアカウントを設定し、

IronFX クライアントポータルからリクエストを送信する必要が

ある。本契約に定める条件を遵守することを条件として、クラ

イアントは、その Iron ボーナスを受領する。会社が別段の

明示的合意をしない限り、クライアントは、口座への入金日

から 5営業日以内に Iron ボーナスを請求しなければなら

ない。クライアントが Ironボーナスを要求する前、また Iron

ボーナスが入金される前に、口座で取を開始した場合、クラ

イアントは Ironボーナスを受ける権利を持たない。クライア



account before he requests his Iron Bonus 
within the period specified above and before 
his Iron Bonus is deposited, the Client will not 
be entitled to the Iron Bonus. If the Client 
reaches his stop-out limit (i.e. his balance falls 
below US$5 and all his positions are closed) he 
can claim the Additional Bonus by following 
the steps outlined in paragraph 6 above. 

 
13.Following receipt of the Iron Bonus, if the 
Client requests a withdrawal of funds from his 
account or requests a transfer of funds from 
one IronFX account to another IronFX may: 
 

13.1.(where the Client has not received the 
Additional Bonus) IronFX shall be entitled, 
prior to the fulfilment of such request, at its 
sole discretion, to remove from the Client's 
account a sum which equals the Iron Bonus 
previously granted. If there are insufficient 
funds in the Client's account to enable the 
removal of a sum equaling the Iron Bonus, 
IronFX shall be entitled to remove all sums in 
the account; or 
 

13.2.(where the Client has received the 
Additional Bonus) prior to the fulfilment of 
such request, at its complete sole discretion, to 
remove from the Client's account a sum which 
equals the Additional Bonus. If there are 
insufficient funds in the Client's account to 
enable the removal of a sum equaling the 
Additional Bonus, IronFX shall be entitled to 
remove all sums in the account. 

 
14.Please see below examples of how 
withdrawal requests will be processed: 
 

Example A 
Initial Deposit: US$ 10000 
Bonus: (Initial Deposit * 20%) with maximum 
limit at US$ 2,000 (10000*20%) = US$ 2000 
Starting Equity = (Deposit + Bonus) = 
(US$ 10000 + US$ 2000) = US$ 12000 
Profits = US$ 8000 Balance = US$ 20000 

ントがストップアウト限度額に達した場合(すなわち、残高が

$5を下回り、そのポジションがすべてクローズされた場合)、

上記第 6項の手順に従い、追加ボーナスを請求することが

できる。 

 

 

 

 

13. Ironボーナスの受領後、クライアントが自己の口座か

ら資金の引き出しを要求するか、またはある IronFX口座

から別の IronFX口座への資金の送金を要求する場合: 

 

13.1 クライアントが追加ボーナスを受領していない場合は、

当該要求が履行される前に、その単独の裁量により、以前

に付与された Ironボーナスに等しい金額をクライアントの口

座から削除する。クライアントの口座に Ironボーナスに等し

い金額の削除を可能にする十分な資金がない場合、

IronFXは、口座内のすべての金額を削除する権利を有す

るものとする。 

 

 

 

13.2 (クライアントが追加ボーナスを受領した場合) は、当

該要求の履行前に、クライアントの口座から追加ボーナスに

相当する金額を削除することを、完全な単独裁量で行う。

クライアントの口座に追加ボーナスに相当する金額の削除を

可能にする十分な資金がない場合、IronFXは、口座の金

額をすべて削除する権利を有するものとする。Y 

 

 

 

 

14. 出金依頼の処理の例： 

 

例 A 

最初の入金:$10,000 

ボーナス:(最初の入金×20%) 最大限度$2,000 

($10,000×20%)=$2,000 

開始時の残高=(ボーナス+預

金)=($10,000+$2,000)=$12,000 



Eligible withdrawal amount: (Balance – Bonus) 
= US$ 20000 –US$2000 = US$ 18000 Client will 
not be eligible to receive the bonus again 
 
 
 
 
Example B 
Initial Deposit: US$ 10000 
Bonus: (Initial Deposit * 20%) with maximum 
limit at US$ 2,000 (10000*20%) = US$ 2000 
Starting Equity = (Bonus + Deposit) = 
(US$ 10000 + US$ 2000) = US$ 12000 
Profits = US$ - 8000 Balance = US$ 4000 
Eligible withdrawal amount: (Balance – Bonus) 
= US$ 4000 –US$ 2000 = US$ 2000 
Client will not be eligible to receive the bonus 
again upon a new deposit unless the bonus 
isn’t lost (Balance =/< US$ 5) 
 
 
 
 

Example C 
Initial Deposit: US$ 10000 
Bonus: (Initial Deposit * 20%) with maximum 
limit at US$ 2,000 (10000*20%) = US$ 2000 
Starting Equity = (Bonus + Deposit) = 
(US$ 10000 + US$ 2000) = US$ 12000 
Profits = US$ - 10000 Balance = US$ 2000 
Eligible withdrawal amount: (Balance – Bonus) 
= US$ 2000 –US$ 2000 = US$ 0 Client will be 
allowed to continue trading with the bonus. 
 
 
15.If IronFX proceeds with the withdrawal of 
the Iron Bonus or Additional Bonus from the 
Clients’ account(s) in accordance with 
paragraph 13 above, such action shall not give 
rise to any cause of action, liability or remedy 
against IronFX. 
 

16.The Client acknowledges that Forex and 
CFDs are leveraged products which involve a 
high level of risk. When trading in such 

利益=$8,000 

残高=$20,000 

引出可能額:(残高-ボーナス)= $20,000-

$2,000=$18,000 

クライアントは再度ボーナスを受け取ることはできない。 

 

例 B 

最初の入金:$10,000 

ボーナス:(最初の入金×20％) 最大限度$2,000 

($10,000×20％)=$2,000 

開始時の残高=(ボーナス+預

金)=($10,000+$2,000)= $12,000 

利益=$-8,000 

残高=$4,000 

引出可能額:(預金-ボーナス)＝$4,000-

$2,000=$2,000 

クライアントは、ボーナスが無くならない限り、新規入金時に

再度ボーナスを受け取ることはできない。 

（残高＝<$5） 

  

例 C 

最初の入金:$10,000 

ボーナス:(最初の入金×20％) 最大限度$2,000 

($10,000×20％)=$2,000 

開始時の残高=(ボーナス+預

金)=($10,000+$2,000)= $12,000 

利益=$-10,000 

残高=$2,000 

引出可能額:(預金-ボーナス)＝$2,000-$2,000=$0 

クライアントは引き続きボーナスを使用して取引できる。 

 

15. 上記第 13項に基づき、IronFXがクライアントの口座

からの Iron ボーナスまたは追加ボーナスの引き出しを進めた

場合、当該行為は、IronFXに対する訴訟原因、責任また

は救済を生じさせないものとする。 

 

 

16. クライアントは、FXおよび CFD取引が高いリスクを伴う

レバレッジ商品であることを認識している。このような商品を

取引する場合、クライアントは、自己資本のすべてを失う可



products, the Client understands that it is 
possible to lose all of his capital. These 
products may not be suitable for everyone and 
the Client should ensure that he understands 
the risks involved. The Client should seek 
independent advice if necessary. 
 
17.The trading account1 which receives this 
Offer will not be eligible to participate in any 
other promotion or programme offered by 
IronFX (as per paragraph 8 above). The Client 
is only entitled to receive the Iron Bonus once 
(see paragraph 6 for more details). 
 

18.This Offer is independent and, save as set 
out in paragraph 4 above, does not affect any 
promotions previously offered by IronFX. 
Clients should contact their account managers 
if they have any questions (or wish to make 
requests) in relation to this Offer or previous 
promotions. 
 
19.If IronFX in good faith has reason to believe 
that a Client (whether individually or as part of 
a group) has failed to comply with the 
conditions set out in paragraph 5 above, 
IronFX is entitled at its sole discretion, to: (i) 
deny, withhold or withdraw from that Client 
the Iron Bonus (and the Additional Bonus if 
applicable) (ii) to withhold, cancel and 

subtract, from that Client’s account(s) and/or 

from any other account(s) related to such 
Client account(s) the Iron Bonus, (iii) to offset 
any resulting losses against related/hedged 
winning accounts, (iv) to terminate that 
Client's access to services provided by IronFX 
and/or terminate the contract between IronFX 
and the Client for the provision of services, (v) 
to block that Client's Account(s) (save where 
required otherwise by a relevant authority) 
and to arrange for the transfer of any unused 
balance (less the Iron Bonus and any 
Additional Bonus if applicable) to the Client and 
(vi) to cancel any profits, as well as any 

能性があることを理解している。これらの商品はすべての人に

適しているとは限らず、クライアントは関連するリスクを理解し

ていることを確認する。クライアントは必要に応じて独立した

助言を求めるべきである。 

 

 

17. このオファーに参加しても、クライアントは IronFXが提

供する他のプロモーションまたはプログラムに参加する権利を

与えられたわけではない。クライアントは、(保有する口座数

にかかわらず)1回のみ Iron ボーナスを受け取る権利があ

る。 

 

18. このオファーは独立したものであり、上記第 4項に記載

されているように、IronFXが以前に提供したプロモーションに

影響を及ぼさない。クライアントは、このオファーまたは以前の

プロモーションに関して質問(または要求) がある場合は、ア

カウントマネージャーに連絡する必要がある。 

 

 

19. lronfxが誠意をもってクライアント（個人または団体の

一部としてかどうかに関わらず）が上記第 5条に定める条

件を遵守していないと信じる理由がある場合、lronfxはそ

の単独の裁量で、次のことを行う権利がある。(i)当該クライ

アントから Iron ボーナス（および該当する場合は追加ボー

ナス）を拒否、保留または撤回すること (ii)当該クライアン

トの口座（複数可）および／または当該クライアントの口

座（複数可）に関連する他の口座（複数可）から Iron

ボーナスを保留、取消および差し引くこと (iii)結果として生

じる損失を関連して／ヘッジして利益をあげた口座対して相

殺すること (iv)lronfxによって提供されるサービスへクライア

ントのアクセスを終了する、および/またはサービスの提供のた

めの lronfx とクライアントとの間の契約を終了すること (v)

当該クライアントの口座をブロックする権利(関連当局が別

途要求する場合を除く)と未使用残高の振替を手配する権

利(該当する場合、Ironボーナスおよび追加ボーナスを差し

引く) (vi)濫用行為から発生した利益と紹介ブローカーの報

酬を取り消すこと。 

 

 

 



Introducing Broker’s fees, generated from 

Abusive Behaviour. 
 
1 Client can only use one trading account for the 
Iron Bonus 
 

20.IronFX has the right to levy an 
administration charge on the Client up to the 
value of the Iron Bonus to cover any costs 
incurred by IronFX in respect of validating or 
investigating information provided by the 
Client to IronFX or contacting the Client. 

 
21.IronFX may ask the Client to provide 
sufficient documentation as the Company 
thinks fit and necessary in order be satisfied as 

to the Client’s identity before granting any 

bonus. 
 
22.These Terms & Conditions are made in 
English. Any other language translation is 
provided as a convenience only. In the case of 
any inconsistency or discrepancy between the 
original English text and its translation into any 
other language, as the case may be, the 
original version in English shall prevail. 
 
23.IronFX is a trading name of Notesco 
Limited. Notesco Limited is a company 
registered in Bermuda with Registration No. 
51491. 
 
24.These Terms and Conditions were last 
updated on 13 December 2021. 
 
 
 
 
 

 

 

 
1Iron ボーナスで使用できる取引口座は 1つです。 

 

20. IronFX は、クライアントから IronFX に提供された情

報の検証または調査またはクライアントへの連絡に関して、

IronFX が負担した費用を補償するために、Ironボーナス

の値を上限としてクライアントに管理費を賦課する権利を有

する。 

 

 

21. IronFX は、ボーナスを付与する前に、クライアントの身

元を確認するため、会社が適切かつ必要と考える十分な文

書をクライアントに提供するよう依頼することができる。 

 

 

22. 本条件は英語で作成される。他の言語翻訳は、便宜

上のものにすぎない。原文（英語）と他の言語の翻訳との

間に矛盾や不一致がある場合には、場合に応じ、原文

（英語）が優先されるものとする。 

 

 

 

 

23. IronFXは Notesco Limitedの商号であり、

Notesco Limitedはバミューダで登録番号 51491 で登

録されている会社である。 

 

24.この取引条件は 2021年 12月 13日に更新された 

 


