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投資にかかる手数料およびリスクなどについて
【お取引に関する注意事項】

•市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワークの不具合、システム障害等、予期せぬ

•当社の外国為替証拠金取引（以下、「取引」）は、元本および収益が保証されているものではあ

事象の発生などにより、取引ができなくなることおよび損失が生じることがあります。

りません。レバレッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、相場の
変動による価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合があります。
◆当社の概要

取引に必要な証拠金は、個人の場合は売買代金の 4％、法人の場合は金融先物取引業協会が

商号等：ゲインキャピタル・ジャパン株式会社（GAIN Capital Japan Co., Ltd.）

算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額（＝法定レバレッジで計

金融商品取引業：関東財務局長(金商)第291号

算した必要証拠金額）以上の証拠金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会 会員番号1539

引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出し

HP： https://www.forex.com/jp/

ます。但し、リスク管理のため、特定の通貨ペアには上記より高い証拠金率（＝低いレバレッジ）
が適用されています（詳しくは当社 HP をご確認ください）。

◆苦情相談窓口

•当社の取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカット、注文形態、価格配信の停

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 クライアントサービス

止・再開により発注レートと約定レートが大きく乖離したり、停止時と再開時の配信価格にギャッ

電話：0120-288-168 / 03-5205-6957 （受付 平日 9：00-18：00）

プが生じる等の理由で預託証拠金以上の損失が生じる可能性があります。
◆指定紛争解決機関

•取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要説明事項」「顧客取引契約

＜外国為替証拠金取引＞

書」等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、危険性等をご理解いただいた上で、

証券・金融商品あっせん相談センター

ご自身の判断と責任にてお取引ください。 各書類につきましては当社ウェブサイトのダウンロー

東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

ドセンターをご確認ください。

電話：0120-64-5005 月曜-金曜 (祝祭日を除く 9：00-17：00）

•取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプレッド）があります。
主要国政策金利の極端な変更や雇用統計など重要経済指標の発表前後、為替市場の流動性

◆取引時間

が著しく低下した場合(年末年始・クリスマス時期など）や相場急変時(震災などの天変地異や戦

米国夏時間（日本時間 月曜朝6：00～土曜朝6：00）

争など)においては、スプレッドが拡大することがあります。主要 10 通貨ペア(USD/JPY・

米国冬時間（日本時間 月曜朝7：00～土曜朝7：00）

EUR/JPY ・ GBP/JPY ・ AUD/JPY ・ EUR/USD ・ GBP/USD ・ AUD/USD ・ CAD/JPY ・ CHF/JPY ・
NZD/JPY)の表示スプレッドの適用は日本時間午前 8：00～翌午前 3：00 (米国冬時間の場合は
午前 9：00～翌午前 4：00)となります。午前 3：00～午前 8：00 (米国冬時間の場合は午前 4：00～
午前 9：00)は表示スプレッドの適用外となります。
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MetaTrader 4 の動作環境について
Windows 10
OS

Windows 8

○

Windows 7
Mac OS

×

Internet Explorer （バージョ
ン 10.0 以上）
Firefox
ブラウザ

Google Chrome

×

Opera
Safari
Netscape
通信環境

ブロードバンド

プロセッサ（CPU）

マルチコア CPU 3.0GHz 以上

メインメモリ（RAM）

2G 以上推奨

ハードディスク空き容
量
ディスプレイ解像度

1G 以上
1024×768 以上（1280×1024 推奨）
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FOREX.com の MetaTrader 4 でできること
MetaTrader 4は、MetaQuotes Software社が開発したFX取引ソフトウェアです。
次のような優れた機能を備えるため、MetaTrader 4は世界中の投資家に選ばれ、広く
支持されています。※FOREX.com MT4 Web はEAや外部プログラムはご利用になれま
せん。また、ダウンロード版と比較すると、使用できる機能が限定されておりますのでご
注意ください。

チャートを使って為替の動向を分析できる
MetaTrader 4は高度なチャートソフトです。あらかじめ用意された30種類以上のテクニ

1,000 通貨から取引できるので資金効率が高い

カルインディケーターで様々なチャートを作り、為替の動向を分析できます。さらに、世
MetaTrader 4で取引できる会社は他にもありますが、FOREX.comでは1,000通貨から取

界中の投資家が開発したインディケーターを追加して、思い通りにチャートを作成でき

引できます。少ない証拠金で取引できるため、高い資金効率を実現できます。

ます。

チャートに基づいて FX 取引できる
MetaTrader 4のチャート機能があまりに優れているため、チャート専用ソフトと誤解する

クイック入金でチャンスを逃さない

人もいます。しかし、MetaTrader 4は優れたFX取引ソフトでもあります。作成したチャー
証拠金が不足していると、取引のチャンスが到来したときに大きな取引を行えません。

トに基づいて取引できます。

口座振込で入金しても取引口座に反映されるまで時間がかかるため、取引のチャンス
を逃しかねません。しかし、FOREX.comには「クイック入金」があるため、証拠金を即座
に追加でき、取引のチャンスを逃しません。さらに、クイック入金は振込手数料が無料
です。

自動的に取引できる
世界中の投資家がMetaTrader 4用の自動売買プログラム（EA: Expert Advisor）を開発

デモ口座を使って経験を積める

しています。これを追加することで、MetaTrader 4に自動的にFX取引させることができ
MetaTrader 4では、いくつでも、何度でもデモ口座を作ることができます。デモ口座を使

ます。日中や寝ているときなどチャートを見られない時間帯でも、取引のチャンスを逃

った疑似取引は、実際の口座を使った取引と何も変わりません。MetaTrader 4の使い

がしません。

方を学ぶだけでなく、資金を使わずにFX取引の経験を積むことができます。なお、デモ
口座の有効期限は60日間です。口座ごとにメールアドレスを変更してご登録ください。
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第1章 取引前の準備
容

MetaTrader 4をインストールする

目次項目が見つかりません。

MetaTrader 4で取引をするには、お使いのPCにMetaTrader 4をインストールする必要
があります。MetaTrader 4をインストールしていない場合は、ダウンロードセンターのペ

⑤

[デモ口座開設お申し込
みフォーム]内に入力

⑥

[MetaTrader 4ダウンロー
ド]をクリック

５

ージからインストールしてください。

①

②

ブラウザのURL欄に次の
URLを入力
https://www.forex.com/j
p/

６

次の画面が表示されます。

⑦

Enterキーを押す

実行か保存かを選ぶ画面が表
示されます。

FOREX.comのサイトが表示さ
れます。

③

[デモ口座開設]をクリック

７

[無料デモ取引口座申込み]ペ
ージが表示されます。

④

[ダウンロード]をクリック

⑧
８

[実行]をクリック
インストールの準備が完了する
まで、しばらく待ちます。

MetaTrader 4の[デモ口
座申し込みはこちら]を
クリック

⑨

[次へ]をクリック
画面の指示に従います。

[MetaTrader 4無料デモ口座申
込]画面が表示されます。


インストールが完了すると、
MetaTrader 4が起動し、デ
モ口座の申請画面が表示
されます。
P.8

９
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第1章 取引前の準備

MetaTrader 4をインストールする
MetaTrader 4をアップデートする
[セキュリティの警告]画面が表示されたら

[LiveUpdate]画面が表示されたときは、次の操作でMetaTrader 4を最新版にアップデ
ートします。

[実行]または[開く]をクリックしてください。

①

[Start]をクリック
アップデートが完了するまで、し
ばらく待ちます。

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら
[続行]または[はい]をクリックしてください。

１
MetaTrader 4 が起動しないときは
タスクバーを確認してください。

②
タスクバーにないときは、デスクトップの[MetaTrader 4 at FOREX.com]アイコンをダブ
ルクリックして起動します。

２

[Update and Restart]を
クリック
MetaTrader 4が終了し、再び起
動します。

MetaTrader 4をアンインストールする
Windowsのコントロールパネルの[プログラムのアンインストールまたは変更]を開き、
[MetaTrader 4 at FOREX.com]を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。
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第1章 取引前の準備

デモ口座を開設する
MetaTrader 4をはじめて起動すると、[デモ口座の申請]画面が表示されます。

④

MetaTrader 4の操作に慣れるため、まずはデモ口座を使って取引を練習することをお


画面に表示されるログイン

すすめします。

①

[完了]をクリック
ID、パスワード、Investorは、
MetaTrader 4の[メールボッ
クス]に通知されます。
P.9

必要事項を入力し、[貴社
からの…]にチェック（）を
入れる

４


必要事項に空欄が残ってい
ると、次の画面に進めませ
ん。

１

[LiveUpdate]画面が表示されたら


レバレッジは「1：25」のまま

２

[Start]をクリックしてください。

変更しません。

②

P.7

[次へ]をクリック

新しいデモ口座を開設するとき

③

[次へ]をクリック

ファイルメニューの[デモ口座の申請]を選ぶと、新しいデモ口座を開設できます。


[次へ]が薄く表示されるとき

デモ口座の有効期限（90日間以内）が切れたときや、複数のデモ口座を使うときに行っ

は、先に[Scan]をクリックし
ます。

てください。

実際の口座（ライブ口座）を開設するとき
３

FOREX.comの[口座申込み]ページで、[MetaTrader 4口座開設]をクリックします。

第5章 P.46
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第1章 取引前の準備

取引用サーバーにログインする
「回線不通！」と表示されたときは

MetaTrader 4を起動すると、取引用サーバーに自動的にログインし、取引できる状態に
なります。

取引用サーバーに接続されていません。パソコンがインターネットに接続できるよう設

１

定してください。

① [MetaTrader 4 at FOREX.

複数の口座を開設したときは、ログインIDとパスワードの入力、取引用サーバーの選

com]アイコンをダブルクリ
ック

択をご確認ください。
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MetaTrader 4が起動し、自動的
にログインします。

表示する通貨ペアを変更する

気配値表示

[気配値表示]（左図参照）には、一部の通貨ペアだけが表示されています。はじめて使
うときは、必要な通貨ペアを表示するために、次の操作を行います。


デモ口座でログインした場

①

合、「Waiting for update」と
表示される場合があります。
チャートを表示させる方法
については第3章をご覧くだ
さい。
P.25

１ ３

ポップアップメニューが表示さ
れます。

②

[メールボックス]タブに

２
４

FOREX.comからのメールが
表示されます。
開設した口座のログインID、
パスワード、Investorが記載
されています。

②
２

[気配値表示]をマウスの
右ボタンでクリック（右クリ
ック）

右下に通信速度が表示さ
れていることを確認

P. 9

[全通貨ペアを表示]をク
リック
[気配値表示]にすべての通貨
ペアが表示されます。

③

[気配値表示]を右クリッ
ク

④

[通貨ペア一覧]をクリッ
ク

第1章 取引前の準備

取引用サーバーにログインする

６

複数の口座を使い分ける

⑤

不要な通貨ペアをクリック

⑥

[非表示]をクリック

MetaTrader 4の起動時に、前回使った口座で自動的にログインします。

選択した通貨ペアが[通貨ペア
一覧]画面から消えます。

誤操作を防止するため、取引の前に、どの口座でログインしているかを必ず確認してく

５

デモ口座を残したままライブ口座を開設したときや複数のデモ口座を開設したときは、

ださい。


不要な通貨ペアがすべて消
えるまで、手順⑤～手順⑥
を繰り返します。

７

⑦

ログインしている口座を確認する

[Close]をクリック

 ログインした口座の「ログイン ID」が表示され

必要な通貨ペアだけが、[気配
値表示]に表示されます。

ます。
下の[ナビゲーター]の[口座]と見比べると、

取引用サーバーからログアウトするとき

ログインした口座を確認できます。

ファイルメニューの[プログラムの終了]をクリックして、MetaTrader 4を終了します。

 開設した口座の名前と、その「ログイン ID」
が表示されます。
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第1章 取引前の準備

取引用サーバーにログインする

別の口座でログインし直す

FOREX.com MT4Web にログインするとき

①

[ナビゲーター]の[口座]
で、取引に使う口座をダ
ブルクリック

以下のURLからアクセスすることができます。ログイン方法はインストール版と同じです。
ホームページ右上の【ログイン】→【FOREX.com MT4 Web】からもアクセスできます。
https://www.forex.com/jp/metatrader-web/

[取引口座のログイン情報]画面
が表示されます。

１

③

[ログイン]をクリック
いったんログアウトし、選択した
口座でログインし直します。

④
３

選んだ口座でログインした
ことを確認


前ページをご覧ください。
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第1章 取引前の準備

MetaTrader 4の画面と役割
●メニューバー

MetaTrader 4の画面は、様々なパーツから成り立っています。

さまざまな機能を利用できます。P.54

ここでは、それぞれのパーツの名前と役割の概要を紹介します。

●ツールバー
メニューバーの中から、主要な機
能を抜粋したメニューです。主に
チャートの操作に利用します。

P.56
●気配値表示

●データ・ウィンドウ

取引通貨ペアの気配値を確認

選択したチャートについて確認で

できます。

きます。（初期状態では非表示）

P.14
ティックチャートを表示することも

●チャート

できます。

各通貨ペアの値動きを確認できま
す。チャートをカスタマイズすれば、

●ナビゲーター

より便利になります。

罫線分析ツールや

P.25

Expert Advisorを使うときは、
ここで選択します。

●ターミナル

P.277

さまざまな情報を確認できます。
・[取引]P.23

●Strategy Tester（テスター）

・[口座履歴]P.24

自動売買を行う前に、

・[アラーム設定]P.24

Expert Advisorの有用性を

・[メールボックス]P.24

検証できます。（初期状態で

・[操作履歴]P.24

は非表示）
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