
ＦＸ口座開設デモンストレーション
初心者にフォーカスした、初めてのＦＸから稼ぐ道　第１章

はじめまして、川井と申します。

今回は、意外と初心者の方が、つまづいてしまう、口座開設について、

お話させていただきます。

その前に、簡単に自己紹介をさせていただきます。

私は、元々、貿易関係の仕事をしていました。

そのため、為替の変動は、とても身近なものでした。

そのようなこともあり、２０１０年にＦＸをはじめたのですが。

詳しくは、無料レポートのほうにも記載していますので、

今後のためにも、是非、レポートのほうもチェックしてみてください。

http://fx-plus.jp/
http://fx-plus.jp/


レポートも、こちらの動画とＰＤＦを掲載しているサイトのほうで、

請求することができます。

よろしくお願いします。

それでは、早速、口座開設について、お話していこうと思います。

口座といいましても、実はたくさんありまして、

本当に、初めてだと、どこで作ればいいのか分かりません。

「FX 会社なんて、どこでもいいんじゃないの？」

と思われるかもしれません。

私も、同じように思い、適当に１社選び、口座開設しました。

ところが、実践していく中で、たまたま、他のところで、

キャッシュバックキャンペーンをしているのを見かけたんです。

そして、ただで資金が増えるならと思い、口座を開設してみました。

そこで初めて気づいたのですが、

画面の表示の仕方、チャートの見易さなどが、全然違ったんです。

これは、個人差や、チャートに関しては、

パソコンのスペックなども関わってきますので、

どれが一番良いとは言い切れません。

http://fx-plus.jp/


ですので、”自分に合った口座”を探すところからはじめてみましょう。

具体的に、どうしたらいいかと言いますと、

全部の会社で、口座開設してみて、操作画面をチェックするということ

です。

「全部で登録するなら、動画で教えてもらう意味ないじゃ

ん」

ごもっともです。

ですので、今回は私がリサーチした結果、

これからＦＸを始める人にオススメのＦＸ会社をご紹介します。

これからご説明する会社は、最低押さえておいてほしいところなのです。

面倒であっても、少なくともこの重要な３社では、口座作るようにしてく

ださい。

「そんなに口座作って、危なくないの？」

基本的には、口座を開いても、

いっぺんに３社で取引すると言うわけではありません。

それに、入金しなければ安心ですよね。

この３社以外でも、条件を満たせば、キャッシュバックがあるところもあ

りますので、

キャッシュバックだけ受け取る、ということも出来ると思いますよ。



条件は、様々ですので、自分にとってハードルが高いと思うものは、

手を出さずに、  リスクをなるべく減らす  ことを心がけてください。

それでは、FX 会社を見ていきましょう。 

下の表にまとめてみました。

ＦＸ会社 初回入金額 裁定取引額 ポイント

￥0 ￥10,000
FX 口座数が国内第 1 位の最も勢いのある

FX 会社。すべての通貨ペアで手数料が業

界最安水準。

￥0 ￥1.000 手数料、スワップ、取引ツールのどれもハ

イスペックで 3 拍子揃っている FX 会社で

す。

￥0 ￥1 1 通貨単位(約 4 円)で取引ができる貴重な

FX 会社です。

￥0 ￥1.000 FX 預かり資産、No.1 で最も多くの人が資

産を預けている FX 会社です。

￥5.000 ￥1.000 かんたん操作の自動注文機能を導入！初心

者にも使いやすい高機能ツールも提供。

￥0 ￥1,000
スプレッドは業界最狭水準に設定されてい

る FX 会社です。しかし、自己資本規制比

率が低い。

￥0 ￥1.000 少額取引用と大口取引用の口座があります。

スプレッドは若干広めに設定されている。

￥0 ￥100
顧客満足度ランキングの初心者部門で 1 位

を獲得。100 通貨単位から取引できる少額

口座もある。

￥10,000 ￥1,000
1000 通貨からの少額取引ができて、米ドル

/円が業界最高水準 0.3銭の低スプレッドで

パフォーマンスは有名どころにも劣らない。

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=DMM2&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=CLICK1&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=SBI50&SQ=0&isq=101
http://www.gaitame.com/g/entry_beginner3.html?device=c
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=NJT2&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=PAN1&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=TFX1&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=FXTS2&SQ=0&isq=1
https://track.affiliate-b.com/visit.php?guid=ON&a=C6756X-o225460y&p=s3666780


ＦＸ会社 初回入金額 裁定取引額 ポイント

￥0 ￥1,000
トラリピなど独自の注文をもつ FX 会社。

小さな利幅を狙う戦略の場合は手数料が割

引になるサービスも。

 
￥10.000 ￥1.000 総合力が高く、豊富な取引ペアパターンと、

約定率にも定評がある。

 
￥0 ￥1.000 元のサイバーエージェントをヤフーが買収

したＦＸ会社。１０００通貨単位から取引

ができる。

 
￥0 ￥1.000 取引ツールにチカラを入れた、シストレ最

大手。

使いやすさはバツグン。

 
￥0 ￥1.000 ３パターンの投資スタイルに応じた口座を

用意。

初心者から上級者まで幅広く対応している。

 
￥50.000 ￥1.000 ポジションを保持したまま、スワップポイ

ントのみを出金できる。

 
￥0 ￥10.000 ”エコトレＦＸ”という簡単操作のシスト

レツールが人気。

この他にも、FX 会社はたくさんありますが、

代表的なところを挙げさせていただきました。

前置きが長くなりましたが、実際に口座開設をしていきましょう。

動画を見ながら、ご自身でも口座開設をしてみてください。

今回は、取り引高 世界ナンバー２、国内１位の実績を誇る、

CM でもおなじみの・・・

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=HIR99&SQ=0&isq=1
http://www.yjfx.jp/accountform/new_gaikaex_sl8.php?cid=brand_g&iid=62&sid=1&utm_source=SEM&utm_medium=GOOGLE&utm_campaign=SEARCH&utm_contents=BRAND
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=INV10&SQ=0&isq=1
http://www.central-tanshifx.com/
http://www.fxcm.co.jp/index.php?CID=&DID=ad&PID=rawspread&AFID=ggladwd1&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gc
http://sec.himawari-group.co.jp/fx/
https://track.affiliate-b.com/visit.php?guid=ON&a=Z6521w-u233223Q&p=s3666780


ＤＭＭ　ＦＸは、オススメしません。

意外でしたか？

その理由は、次でお伝えします。

まずは、ヒロセ通商 LION FX です。

http://hirose-fx.co.jp/

何故、ＤＭＭ　ＦＸを選ばずに、LION FX なのか？

その理由は、ほとんどの初心者の方が、デイトレードからはじめるからで

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=DMM2&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=HIR99&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=HIR99&SQ=0&isq=1
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=HIR99&SQ=0&isq=1


す。

「何で、デイトレードだと LION FX が良いの？」

その理由は、約定率（やくじょうりつ）です。

約定率というのは、トレードの確定のしやすさのことです。

デイトレードで稼ぐには、経済指標発表後などの、

為替が大きく動く瞬間がメインになります。

その、売買が集中する瞬間、サーバーに負荷がかかり、

取引がスムーズに成立しないことがあります。

そのせいで、利益を失ったり、思わぬ赤字をこうむったりと、

悲惨な結果を招きかねないんです。

また、ＤＭＭ　ＦＸは確かに優れているのですが、”情報量が少ない”。

ＤＭＭ　ＦＸで、トレードしている多くの人が、

他のＦＸ会社の取引ページと同時に立ち上げて、

情報は他で、取引はＤＭＭでというやり方をしているそうです。

これでもいいんですが、これだと、パソコンのスペックによっては

すごく重くなって、更に約定できない可能性が高まります。

ですので、ＤＭＭ　ＦＸは、中級者になってからでいいと思います。



説明ばかりでは、飽きてきますので、まずは、LION FX で、

実際に、口座開設をしてみましょう！

ヒロセ通商 LION FX⇒　http://hirose-fx.co.jp/

ここからは、動画を見ながら、一緒に入力していきましょう。

まずは。「口座開設はこちら」をクリック。
↓

各特記事項に目を通してチェックボタンにチェックを入れていきます。
↓

名前、生年月日、性別･･･と順番に入力。
↓

最後まで入力しても、「未入力の項目があります」と出ている場合は、

赤くチェックが入っている箇所を、修正してください。
↓

一番下の「確認画面へ」をクリック
↓

入力事項を確認したら、「登録する」をクリック
↓

これで、完了になります。

その後の流れについてですが、ほとんど、他の会社さんも同じです。

下の図をご参照ください。

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=HIR99&SQ=0&isq=1


このような流れになります。

はい、それでは、次に進んでいきましょう。

面倒な作業ですが、面倒だからこそ、一気にやってしまったほうがいいで

す。

延ばし延ばしにすると、結局やらないということになります。

面倒ではありますが、この作業が、必ず成果に繋がります。

もうひと頑張りしましょう！

２番目は、ＳＢＩ　ＦＸトレードです。

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=SBI50&SQ=0&isq=101


 
https://www.sbifxt.co.jp/

こちらをオススメする理由は、最も小額で取引できる会社だからです。

また、ＳＢＩは色々なサービスを提供していますが、

どれも、信頼性が高いと、ネットでも評判です。

多くのＦＸ会社で、デモ口座という、

お金を使わずトレードを体験できるサービスがあります。

ですが、それでは、経験値が積み上げられないと私は思います。

実際に、お金を動かすと、思考も、よりシビアになりますよね？

色々な要素を考えますし、利益の確定や、損切りのタイミングも変わってき

ます。

ですので、小額でも、実際にお金を動かして、

メンタル面の負荷も、感じておいて欲しいんです。

では、こちらも、ページの左側にある「無料口座開設」から

口座開設の手続きをしてください。

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=SBI50&SQ=0&isq=101
http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=SBI50&SQ=0&isq=101


はい。それでは、いよいよ最後になります。

と思っていたんですが、最後は、メールで配信します。

「いっぺんに口座開設したほうが良いって言ったじゃないか」

そうなんです。

ただ、最後の口座は、少し属性が違うものなので、

今、お話しすると、逆に分かり辛いかと思い直しました。

しかし、上記の２社でトレードしていく中で、必ずお伝えさせていただきま

す。

まずは、ＳＢＩ　ＦＸトレードで、小額でトレードの感覚を体験してみま

しょう。

デイトレードの感覚に慣れたら、約定率の高い、外為オンラインで、

確実に利益を積み上げていきましょう。

このほかのＦＸ会社につきましても、

これから、メリットとデメリットを順次配信していきます。

「これだ！」と思ったら、まずは登録してみて、

実際に、扱いやすそうかどうかを、ご自身の目で確認してください。

今回は、”初心者にオススメの口座”ということで、お話してきました。

ご自身の状況によって、他の口座を開いて、移って行っていいと思いま

http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C83535&LC=SBI50&SQ=0&isq=101


す。

中級者、上級者になっていくには、ステップがあります。

私が、導けるところまでは、惜しまず情報をお送りいたします。

ですので、今日ご説明した作業が、意外と大切になります。

慣れてきたら、”見やすい”、”扱いやすい”と感じる会社で、

ストレスなく実践してください。

お問い合わせいただければ、ご質問、ご要望にお答えします。

例えば、「他の会社の口座開設のデモ動画も見たい」ということでした

ら、

また、収録して、メールで配信させていただきます。

サイトのほうからも、問い合わせできますので、お気軽にご利用ください。

サイトはコチラ⇒http://fx-plus.jp/

その他、疑問点や、お悩みなどと、その対策について、

メールで順次配信させていただきます。

FX で、快適な生活を築いていきましょう。

最後まで、ご閲覧いただきまして、ありがとうございました。

http://fx-plus.jp/

