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年齢 職業

1 株式会社■■ ２０１３年７月～２０１３年８月 １２０万円 ４３歳 会社役員
　スマートＣＸを勧誘された
が，直後には通常の商品先
物取引に勧誘された。

適合性原則違反
新規委託者保護義務違反
説明義務違反
無意味な反復売買

一審係属中

　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，損
失限定型の取引であるとしてスマートＣＸを勧誘し
ている。
　通常の先物取引に関しては，最初から最後ま
で，同限月・同枚数の同時両建，同時直しなどの
無意味な取引が繰り返されている。

2 株式会社■■ ２０１４年５月～２０１４年６月 ３６６万円 64歳 会社員

　白金地金（現物）やスマート
ＣＸを勧誘され，その直後に
は商品先物取引を勧誘され
た。

不招請勧誘の禁止違反
説明義務違反
両建の勧誘
過当売買

訴え提起準備中
　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，損
失限定型の取引であるとしてスマートＣＸを勧誘し
ている。

3 ▲▲株式会社 ２００９年１１月～２０１１年９月 ２３３８万円 ５７歳 歯科医師
　「これからは金の時代だ」な
どと金の先物取引を勧誘さ
れた。

適合性原則違反
新規委託者保護義務違反
説明義務違反
実質的一任売買
無意味な反復売買
両建の勧誘

一審係属中

　法改正前における不招請勧誘による被害事案
である。
　極めて多数回にわたり，同限月，異限月の両建
が行われている。

4 ■■株式会社 ２０１２年１０月～２０１３年２月 ５５７万円 ３３歳 自営業

　突然，電話で「最近，金の
値段が上がっているのを聞
いたことがないですか。」と勧
誘した。

不招請勧誘の禁止違反
適合性原則違反
断定的判断の提供
新規委託者保護義務違反
説明義務違反
一任売買
無意味な反復売買

一審係属中
　法改正後であるにもかかわらず，不招請勧誘が
行われている。

5 ■■株式会社 ２００８年１月～２００８年２月 １２７２万円 ４０歳 会社員
　金地金取引から，商品先
物取引を勧誘された。

新規委託者保護義務違反
両建類似取引　等

一審係属中

6 ■■株式会社 ２００８年２月～２００９年１０月 ２０００万円 ６７歳 会社代表者 　不招請勧誘
新規委託者保護義務違反
過当売買　等

民事調停により
和解

7 ■■株式会社 ２０１０年１２月～２０１２年６月 １３００万円 ５９歳 会社代表者
　金地金を購入したところ，さ
らに商品先物取引を勧誘さ
れた。

新規委託者保護義務違反
過当売買　等

一審にて和解

備考現在の状況
被害者

番号 取引期間 損害額（概算） 問題となった違法事由勧誘の態様業者
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長方形
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年齢 職業
備考現在の状況

被害者
番号 取引期間 損害額（概算） 問題となった違法事由勧誘の態様業者

8 ■■株式会社 ２０１３年７月～取引係属中 １５００万円 ４０歳代 歯科技工士
　白金地金（現物）を購入し
たところ，商品先物取引を勧
誘された。

不招請勧誘の禁止違反
説明義務違反
断定的判断の提供
実質的一任売買

訴え提起準備中

　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，白
金地金（現物）を勧誘されている。
　なお，被害者は以前にも■■株式会社におい
て先物取引を行い損失を被っている。

9 ■■株式会社 ２０１０年９月～２０１１年３月 ９４６万円 ５０歳 会社員

　金地金を購入後，「小遣い
稼ぎができる。」などと執拗
に商品先物取引を勧誘し
た。

適合性原則違反
説明義務違反
新規委託者保護義務違反
断定的判断の提供
実質的一任売買
両建，無意味な反復売買

一審係属中
　法改正前における不招請勧誘による被害事案
である。執拗な勧誘が行われている。

10
■■株式会社
▲▲株式会社 ２００９年３月～２０１３年２月 １５５１万円 ５０歳

無職
（パート）

　「僕に任せてもらえば絶対
に利益が出る。」と勧誘され
た。

適合性原則違反
説明義務違反
実質的一任売買
無敷
詐欺

一審係属中

　３月１０日に取引を開始しているが，最初に証拠
金を預託したのは３月２７日である（無敷）。
　２０１３年１月には，６％の配当が出るなどと架
空の取引を勧誘するなど詐欺が行われている。

11 ■■株式会社 ２０１１年９月～２０１２年３月 ２６７８万円 ４９歳 会社役員

　純金積立，金地金取引を
勧誘され，金（現物）を買った
ところ，商品先物取引を勧誘
された。

不招請勧誘の禁止違反
断定的判断の提供
説明義務違反
適合性原則違反
一任売買
無断売買
無意味な反復売買
新規委託者保護義務違反

一審係属中
　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，純
金積立や金地金取引を勧誘されている。

12 ■■株式会社 ２０１２年１月～２０１２年４月 ４１０万円 ３８歳 会社代表者
　白金地金を勧誘され，さや
とりを勧誘された。

適合性原則違反
新規委託者保護義務違反
断定的判断の提供
一任売買
無意味な反復売買
両建の勧誘

一審係属中

　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，白
金地金（現物）を勧誘されている。
　さやとりであれば確実に利益が得られるかのよ
うに勧誘されたが，取引開始直後から，さやとりで
はなく，通常の先物取引になってしまっている。
　口座開設申込書の資産・投資可能資金額欄に，
事実と異なる金額を記入するよう指導された。
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備考現在の状況

被害者
番号 取引期間 損害額（概算） 問題となった違法事由勧誘の態様業者

13
■■株式会社
▲▲株式会社 ２０１３年２月～２０１３年４月 ５０５万円 ５０歳 会社代表者

　白金地金を勧誘され購入し
たところ，スマートＣＸを勧誘
され，その直後に商品先物
取引を勧誘された。

適合性原則違反
新規委託者保護義務違反
説明義務違反
実質的一任売買
無意味な反復売買
仕切拒否

一審係属中

　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，白
金地金（現物）を勧誘されている。
　被害者は一応会社代表者であるが，従業員は
おらず，個人事業主（いわゆる一人親方である）
に等しい。
　口座開設申込書の資産・投資可能資金額欄に，
事実と異なる金額を記入するよう指導された。

14
■■株式会社
▲▲株式会社 ２０１３年４月～２０１３年６月 ５４１万円 ６９歳 会社代表者

　約３年にわたって勧誘を続
けられ，その間に白金地金を
購入したところ，それを倉荷
証券に替えて代用有価証券
として商品先物取引を勧誘さ
れた。

適合性原則違反
新規委託者保護義務違反
説明義務違反
無意味な反復売買
仕切拒否

一審係属中

　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，白
金地金（現物）を勧誘されている。
　被害者の心理につけ込み，巧みに仕切拒否・仕
切回避して取引を継続させている。
　口座開設申込書の資産・投資可能資金額欄に，
事実と異なる金額を記入するよう指導された。

15 株式会社■■ ２０１４年３月～２０１４年５月 ２７８万円 ７２歳 無職
　最初スマートＣＸを勧誘さ
れ，その後，商品先物取引を
勧誘された。

不招請勧誘の禁止違反
適合性原則違反
説明義務違反
断定的判断の提供
実質的一任売買

交渉中
（管理部）

　不招請勧誘の禁止を潜脱するために，当初，ス
マートＣＸが勧誘されている。

16 株式会社■■ ２０１４年２月～２０１４年４月 ５９１万円 ４２歳 会社役員 　不招請勧誘
新規委託者保護義務違反
過当売買　等

一審係属中

17 株式会社■■ ２０１２年５月～２０１２年５月 １５４万円 ３６歳 会社員 　不招請勧誘

適合性原則違反
断定的判断の提供
迷惑勧誘
実質的一任売買
説明義務違反
両建の勧誘

一審係属中

　法改正後であるにもかかわらず，不招請勧誘が
行われている。被害者が恐怖を感じるくらい執拗
な勧誘が行われた。
　後日，被害者が苦情を申し立て，不招請勧誘の
禁止違反を認めた際の会話につき，録音テープ
が存在する。
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被害者
番号 取引期間 損害額（概算） 問題となった違法事由勧誘の態様業者

18 株式会社■■ ２００３年７月～２００６年２月 ９９８万円 ５９歳 無職

　竹村健一の講演を聴きに
行ったところ，講演内容のレ
ポートをお届けしたいと執拗
に連絡があり，やむなく会っ
たところ，商品先物取引を勧
誘された。

適合性原則違反
説明義務違反
断定的判断の提供
新規委託者保護義務違反
過当取引
両建の勧誘
実質的一任売買
無敷

一審係属中
　法改正前における不招請勧誘による被害事案
である。執拗な勧誘が行われている。

19 ■■株式会社 ２０１０年１２月～２０１２年６月 ４０２０万円 ４８歳 会社員

　金地金を購入したところ，
スマートＣＸを勧誘され（３か
月間ほとんど取引なし），そ
の後商品先物取引を勧誘さ
れた。

新規委託者保護義務違反
過当売買　等

一審係属中
　改正法が施行される直前の事案であるが，不招
請勧誘の禁止を潜脱するために，金地金，スマー
トＣＸなど勧誘されている。

20 ■■株式会社 ２０１１年１０月～２０１２年７月 ４５５万円 ３５歳
無職
（アルバイト）

　異業種交流会で知り合い，
「金を使った有利な資産運用
がある。」などと，商品先物
取引を勧誘された。

適合性原則違反
説明義務違反
不招請勧誘の禁止違反
実質的一任売買
両建の勧誘
無意味な反復売買

一審係属中

　法改正後であるにもかかわらず，不招請勧誘が
行われている。
　被害者は，自分自身の店を持つために，アルバ
イトをして開業準備資金を貯め，いよいよ開業す
るためにアルバイト先を辞めたときに勧誘され，
開業準備資金の全てを失った。

21 ●● ２００９年１１月～２０１２年５月 １５３２万円 ６７歳 会社代表者 　不招請勧誘
説明義務違反
過当売買　等

一審係属中

22 ２０１２年６月～２０１３年１０月 ８１０３万円

23 ２０１２年１０月～２０１３年１０月２８７８万円 ４４歳 会社代表者

　法改正後であるにもかかわらず，不招請勧誘が
行われている。

●●株式会社

法人

　平成２４年４月初旬頃，突
然，電話があり，商品先物取
引の勧誘を始めた。

適合性原則違反
断定的判断の提供
説明義務違反
新規委託者保護義務違反
過当取引
一任売買
無意味な特定売買

一審係属中



先物取引被害全国研究会
－その他先物業者の最近の係争－

２０１４．０９．０６

5 / 5 ページ

年齢 職業
備考現在の状況

被害者
番号 取引期間 損害額（概算） 問題となった違法事由勧誘の態様業者

24 ■■株式会社 ２０１２年３月～２０１３年２月 １億７６００万円 ４９歳 会社代表者 　不招請勧誘
新規委託者保護義務違反
過当売買
一任売買　等

一審係属中

25 ■■株式会社 ２０１４年１月～ ３００万円 ４１歳 自営業

　「取引をすれば儲かる。リ
スクは円高だけであるが，ア
ベノミクスで円高にはならな
い。」などと勧誘された。

不招請勧誘の禁止違反
適合性原則違反
説明義務違反

訴え提起準備中
　法改正後であるにもかかわらず，不招請勧誘が
行われている。

26 ■■株式会社 １９９７年１１月～２００９年７月 ２億９１８５万円 ３５歳 会社代表者
　「取引をすれば必ず儲か
る。」などと勧誘された。

適合性原則違反
説明義務違反
無意味な反復売買
両建の勧誘
一任売買

一審係属中
　法改正前における不招請勧誘による被害事案
である。執拗な勧誘が行われている。

27
●●株式会社

２０００年７月～２００７年４月 ３５１６万円 ５６歳 会社員 　突然に電話勧誘された。

適合性原則違反
断定的判断の提供
実質的一任売買
両建の勧誘
過当取引
新規委託者保護義務違反
差玉向かい

一審係属中
　定年退職の直前に勧誘され，取引開始の直後
には退職し，嘱託従業員となっている。

28 ××株式会社 ２０１４年１月～２０１４年５月 １５５０万円 ７３歳
無職
年金生活者

　スマートＣＸを勧誘したが，
直後には通常の商品先物取
引に勧誘された。

不招請勧誘の禁止違反
適合性原則違反
新規委託者保護義務違反
説明義務違反
無意味な反復売買

訴え提起準備中
　損害１５５０万円のうち，１１００万円以上が業者
の手数料である。

29 ××株式会社 ２０１３年４月～２０１３年１２月 １４８８万円 ６６歳 無職

　「金の取引に興味はある
か。」と言われ，はっきり断っ
たのに，その後も執拗に勧
誘され，結局，金地金と勘違
いして取引を開始してしまっ
た。

強迫による取消
不招請勧誘の禁止違反
説明義務違反
断定的判断の提供
実質的一任売買

訴え提起準備中
　「興味がないので訪ねてきても無駄ですよ。」と
明確に断ったのに訪ねてきた。
　早期退職したときの退職金を失ってしまった。
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