
MIB (まんぼう総裁) Demo Contest

1. The contest applies to demo accounts only. Clients who registered under the network of
the partner まんぼう総裁 will be able to participate in the contest. Clients may be registered
on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th levels below the mentioned partner. Clients may register their

accounts before and during the contest duration.

2. The contest period is from the 1st of March 2023 00:00 MetaTrader4 Server time
(GMT+2) till the 31st of March 2023 23:59 MetaTrader4 Server time (GMT+2).
Trading can be started immediately after the contest launch.

3. The demo contest requires at least 30 registered participants. Participants must
complete KYC before joining the demo contest.

4. The client should open the Member Area Standard Demo account and deposit
$10,000.00 into the account. The client is not allowed to qualify for more than one demo
account in the contest. The client is not allowed to make additional deposit operations
into the account which is taking part in the contest.

5. The client should provide the demo account number to the designated submission form.

6. The demo account should be with no open trades by the start of the contest and all the
trades should be closed by the end of the last trading day.

7. The client is allowed to trade all available trading instruments on the trading platform.

8. The client will be disqualified from the contest if the Balance of the account drops below
$500 at any moment during the contest.

9. Winners will be determined by the biggest generated profit on the account during the
contest period. Profit is calculated as a trading result + swap + commission of the closed
orders. The top 3 clients will receive prizes in the form of real money deposits into their
partner accounts. The client can withdraw that money immediately or use it in trading on
real accounts.

10. The prize for 1st place is 100,000 JPY, 2nd place is 50,000 JPY, and 3rd place is
30,000 JPY. Prizes will be deposited into the partner accounts within one-week after the
contest. All qualifiers will be entitled to non-deposit bonus of 10,000 JPY within a week
after the contest ends.

11. Clients (both parties) who accessed another client’s trading terminal from the same
device or IP address with the master password - will be disqualified from the
contest.



12. Clients are not allowed to perform any trading that can qualify as scalping. AximTrade
defines scalping as a trading strategy whereby profits are returned by taking advantage
of internet latencies, delayed prices caused by technical issues or other conditions, or
where both buy and sell orders are entered at or nearly at the same time (minimum of 30
seconds is required per opened order). Scalping is considered a serious breach of our
Terms and Conditions. As such, AximTrade may, in its absolute discretion, close out,
replace, or reverse any transactions or close out the account immediately. Any indication
or suspicion, in AximTrade's sole discretion, of any form of arbitrage (including but not
limited to risk-free profiting), abuse (including but not limited to participant's trading
activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially without
being genuinely interested in trading in the markets and/or taking the market risk, or
trading activity where the majority of trades are reopened in the same trading instrument
less than 30 seconds after the trade in the same direction was closed), keeping account
completely hedged more, than 50% of the trading time, internal hedging in coordination
with other parties or any other form of hedging with the attempt to abusive trading
intentions, abuse of our 'negative balance protection,' fraud, manipulation, cash-back
arbitrage or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will constitute all
Transactions carried and/or profits or losses garnered as invalid. In these circumstances,
we reserve the right to close/suspend (temporarily or permanently) all the Client's trading
accounts and/or cancel all trades. In view of the above, please note that you will be
strictly prohibited from opening any new trading Account(s) and trading with AximTrade.

13. AximTrade does not guarantee that the placement of a Stop Loss will fully protect
against excessive losses being incurred on your account. Stop Losses are intended to
reduce risk. You should maintain adequate levels of free margin in your account to
maintain open positions at all times. Trading will be conducted on the demo server,
which may experience some interruptions in work. Any claims about the quality of the
feed or execution of orders won’t be considered, as all the participants are in the same
conditions on the same demo server, which company may use also for testing purposes.

14. AximTrade preserves the right to disqualify accounts from the contest if the client is
making any type of risk-free profiting based exclusively on utilizing any technical issue
on AximTrade system.

15. Accounts where a single deposit bonus was applied stay under the basic Terms and
Conditions for Trading Accounts under AximTrade. Any violation of those trading
terms can lead to the cancellation of the provided deposit or complete disqualification
of the trading account. Terms and Conditions can be found on the following page:
https://www.aximtrade.com/term-conditions

16. The company reserves the right to change, update or cancel this contest without prior
notice.



17. The English version of the Terms and Conditions is the main reference in case there is
any discrepancy in local language translation

まんぼう総裁 x AximTrade特別タイアップ　デモトレードコンテスト
（MIB (まんぼう総裁)専用　デモトレードコンテスト）

1. 本コンテストは、デモ口座にのみ適用されます。パートナーのネットワークの下で登録された

お客様はコンテストに参加することができ、上記のパートナーの下のネットワークの第1、第2
、第3、第4のレベルとして登録することができます。お客様はコンテストの期間前と期間中に
自分の口座を新規登録することができます。

2. コンテスト期間は、MetaTrader4サーバー時間（GMT+2）で2023年3月1日00:00（日本時間
7:00）から2023年3月31日23:59（日本時間 6:59）です。コンテストの開始後、すぐに取引を
開始することができます。

3. デモコンテストには、最低30名の参加登録が必要です。参加者はデモコンテストに参加する
前にKYC認証を完了させる必要があります。

4. お客様は、メンバーエリアにてデモスタンダード口座を開設し、口座に10,000USドルを入金
する必要があります。複数のデモ口座でコンテストに参加することはできません。また、コン

テストに参加している口座に追加の入金操作を行うことはできません。

5. お客様は、所定のフォームにデモ口座番号を入力し提出する必要があります。

6. コンテスト開始日までに口座にオープン（未決済）取引がない状態であることが必要です。ま
た、コンテスト最終日の終了時までにすべての取引が終了している必要があります。

7. お客様は、取引プラットフォームで利用可能なすべての取引商品を取引することができま
す。

8. コンテスト期間中に口座の残高が500USドル以下になった場合、お客様はコンテストから失
格となります。

9. 勝者は、コンテスト期間中に口座で発生した最大の利益によって決定されます。利益は、取 引
結果＋スワップ＋決済された注文の手数料で計算されます。上位3名のお客様には、パー ト
ナー口座へのリアルマネー入金という形で賞金が与えられます。お客様はその資金をすぐ に
出金するか、実際の口座での取引に使用することができます。

10. 1位は10万円、2位は5万円、3位は3万円の賞金が与えられます。賞金はコンテスト終了後、
1週間以内にお客様のパートナー口座に入金されます。また、参加賞として全員に、コンテス
ト終了後1週間以内に口座開設ボーナス1万円を進呈します。

11. 同じデバイスまたは同じマスターパスワードを使用しているIPアドレスから、他のお客様の取



引端末にアクセスしたお客様は、両者ともコンテストから失格となります。

12. お客様がスキャルピングに該当するような取引を行うことはできません。 AximTradeはス
キャルピングを、インターネットの遅延時間、技術的な問題やその他の条件による価格の

遅

延、または買い注文と売り注文の両方が同時にまたはほぼ同時に入力されることによって利

益を得ることができる取引戦略と定義しています（保有中の注文には最低30秒 が必要で
す）。スキャルピングは、当社の利用規約に対する重大な違反と見なされます。そのため、

AximTradeは、その絶対的な裁量により、いかなる取引も直ちに決済、交換、取り消し、アカ
ウントの閉鎖、またはキャッシュバックの即時取り消しを行う場合があります。 AximTradeの
裁量により、次のような兆候や疑いがあった場合は、全ての取引および/または獲得済みの
利益/損失は無効とします：あらゆる形態の裁定取引/アービトラージ（無リスク利益を含むが
これに限定しない）、悪用（市場での取引を誠 実に追及しないおよび/または市場リスクをとら
ない金銭的利益だけを目的とした参加者の取引傾向がある場合、または取引が終了してか

ら30秒以内に同じ取引ツールで取引の大部分が同じ方向で再開された場合を含むがこれに
限定しない）、取引時間の50%以上を完全にヘッジした状態の口座の維持、他の当事者と連
携した内部ヘッジ、または取引意図を悪用しようとするその他の形態のヘッジ、当社の「マイ

ナス残高保護」の悪用、詐欺、操作、キャッシュバック裁定取引または他の形態の不正また

は詐欺的行為。このような場合、 AximTradeはお客様の取引口座を（一時的または永久的
に）閉鎖・停止し、すべての取引を取り消す権利を有します。上記の観点から、AximTradeで
新しく取引口座を開設し、取引を行うことは厳しく禁じられていることにご注意ください

13. ロスカットの設定は、お客様の口座で発生する過度の損失を完全に防ぐことを保証するもの
ではありません。ロスカットはリスクを軽減するためのものです。お客様は、保有ポジションを

維持するために、常にお客様の口座で十分なレベルの自由証拠金を維持する必要がありま

す。取引はデモサーバーで行われます。作業が中断される可能性がありますが、すべての

参加者は同じデモサーバー上で同じ条件で取引しているため、フィードの品質や注文の実行

に関するいかなる主張も考慮されません。当社はテスト目的でデモサーバーを使用すること

があります。

14. お客様がAximTradeシステムの技術的問題を利用することに基づいて、いかなる種類のリス
クフリーの利益を上げている場合、AximTradeはコンテストから口座を失格させる権利を保
持します。

15. 本コンテストに参加する口座は、AximTradeの取引口座に関する基本的な利用規約の下に
あります。これらの取引条件の違反は、提供された入金のキャンセルまたは取引口座の完

全な資格喪失につながる可能性があります。取引条件は次のページでご覧いただけます:
https://www.aximtrade.com/term-conditions

16. 当社は、本コンテストを予告なく変更、更新、中止する権利を有します。 17. 本規

約の英語版は、各国語の翻訳に相違がある場合の主な参考資料となります。


