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当社子会社であるトレイダーズ証券株式会社が展開する新オンライン取引システム

「TRADERS FX」サービス提供開始に関するお知らせ 

 

トレイダーズホールディングス株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：金丸 貴行）

の連結子会社であるトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：橋本 清

志）は、平成 21 年７月 10 日（金）６時 10 分より、新オンライン取引システム『TRADERS FX』

のサービス提供を開始いたします。 
また、『TRADERS FX』のサービス提供開始に先立ち、平成 21 年７月４日（土）19 時より、

口座開設の申込受付を開始いたします。 

 なお、詳細については別紙のとおりです。  
 

 

外国為替取引事業における当社グループの事業戦略 

 
昨今、個人投資家の外国為替証拠金取引に対するニーズ・取引趣向の中心は、従来のスワップ

重視の円キャリートレード型から、短期間でのアクティブトレードへと移ってきております。 
当社グループでは、従来、外国為替取引事業において、特長の異なる複数の商品ラインナップ

を提供することで、取引やサービスに対する趣向が違う様々な投資家層に訴求する商品戦略をと

ってまいりましたが、今後は、特にアクティブトレーダーをはじめとする個人投資家のニーズに

対応した商品スペック・取引ツールを提供していくことが、当社グループの FX 取引の活性化、

収益拡大の鍵を握っているものと確信しております。  

『TRADERS FX』は、FX 業界で高い実績・トラックレコードのある高機能な取引システム

をレベニューシェア型 ASP 方式で導入することにより、開発リスク、初期投資額を 小限にと

どめながら、当社グループが業界のパイオニアとして黎明期から蓄積してきた事業ノウハウと融

合させることによって、顧客ニーズに的確に応えるものとなっております。 

『TRADERS FX』サービス開始と合わせ、当社グループは既存金融商品・サービスの見直

しを行い、外国為替取引事業全体の収益極大化、経営資源の 適配分を図ってまいります。（外

国為替証拠金取引システム『NFX プロ』は平成 21 年 7 月 4 日をもって、また、『ネットフォレ

ックス』は平成 21 年８月 28 日をもって、各々取扱いを終了させていただきます。） 

 

以上 
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（別紙） 

 

 

2009 年７月３日 

トレイダーズ証券株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレイダーズ証券 FX(外国為替証拠金取引) 

新オンライン取引システム『TRADERS FX』 
7 月 10 日（金）よりサービスリリース！ 

 

トレイダーズ証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 清志、以下：トレイダーズ証

券）は、FX の新オンライン取引システム『TRADERS FX』を 2009 年 7 月 10 日(金)よりサービスリリース

いたします。またサービスリリースに先駆け、口座開設申込を 2009 年 7 月 4 日(土)より受付開始いたし

ます。 

『TRADERS FX』はスピードと快適な操作性を兼ね備えた、現行のサービス｢ネットフォレックス｣及び

「ＮＦＸプロ」に代わる新しいＦＸオンライン取引システムです。 

刻一刻と変化する外国為替相場において取引チャンスを逃さないよう、ワンクリック注文やクイック決

済、複数決済などの機能を搭載しています。『TRADERS FX』は 1 つの画面において、注文画面はもち

ろん口座状況や各種照会画面、ニュース、チャートなどを同時に複数表示することが可能です。また、

画面のカスタマイズを自由自在に行うことができるため、お客様一人ひとりのトレードスタイルに合わせ

て自分だけのレイアウトを保存することができます。 

『TRADERS FX』では、長く、安心してお取引いただくために、今後のレバレッジ規制を踏まえた 50 倍

以下のレバレッジの充実（9 種類）を軸に、計 11 種類のレバレッジをご用意いたしました。新しい基準に

適応したサービスラインナップを充実させることで、お客様の投資スタイルに合わせてお取引いただくこ

とが可能となっております。(下表参照) 

さらに『TRADERS FX』では、お客様の取引チャンスを拡大するため、複数のカバー先から も良いレ

ートを提供することで、業界 良水準のスプレッドを実現しております。米ドル/円のスプレッドは原則 1

銭以下を目標とし、ホームページにて実際にお取引が可能なリアルタイムレートを公開いたします。 

なお、サービスリリース同日より 大3万円キャッシュバックの「スタートアップキャンペーン」を実施い

たしますので、この機会にぜひ『TRADERS FX』でのお取引をスタートしていただきたいと思います。 

トレイダーズ証券は、2000 年 5 月に日本で初めて FX のオンライン取引サービスをスタートし、2001

年 6 月より他社に先駆けて独自の顧客資産分別信託スキーム「セーフティ・トラスト・アカウント」による

分別保管を行ってまいりました。FX 業界のパイオニアとして、今後も引続き投資家のニーズにお応えで

きるようサービスを拡充してまいります。 

 

【『TRADERS FX』 サービスリリース概要】 

口座開設申込開始日 2009 年 7 月 4 日(土) 19 時 00 分 

利用開始日 2009 年 7 月 10 日(金) 6 時 10 分 

対象商品 FX(外国為替証拠金取引) 

口座開設申込方法 オンライン申込のみ 
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【『TRADERS FX』 スタートアップキャンペーン概要】 

 

期間 2009 年 7 月 4 日(土)～2009 年 9 月 30 日(水) 

対象者 『TRADERS FX』口座を開設し、5 万円以上新規入金いただいたお客様 

(1) 口座開設後、2 週間以内に 1Lot 以上の取引を行った方。    

>> 5,000 円のキャッシュバック   計： 5,000 円 
 

 

 

 

 

※以下、2 週間以内に初回取引をいただくことが条件となります。 
 

(2) 条件(1)を満たし、期間内に 1,000Lots 以上の取引を行った方。 

条件および 

キャッシュバック金額 

>> 5,000 円のキャッシュバック   計：10,000 円 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
(3) 条件(2)を満たし、期間内に 2,000Lots 以上の取引を行った方。 

>> 5,000 円のキャッシュバック  計：15,000 円 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

(4) 条件(3)を満たし、期間内に 3,000Lots 以上の取引を行った方。 

>> 5,000 円のキャッシュバック  計：20,000 円 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

(5) 条件(4)を満たし、期間内に 4,000Lots 以上の取引を行った方。 

>> 5,000 円のキャッシュバック  計：25,000 円 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

(6) 条件(5)を満たし、期間内に 5,000Lots 以上の取引を行った方。 

>> 5,000 円のキャッシュバック  計：30,000 円 

※2009 年 9 月末日時点で『TRADERS FX』に口座残高があることが条件です。 

キャッシュバック時期 2009 年 10 月中旬より実施予定 

注意事項 

・当キャンペーンは、2009 年 9 月末日時点で TRADERS FX に口座残高があるお客様

が対象です。お取引条件を満たしていても 9 月末日時点で口座残高が 0 円のお客様

は対象外となります。 

・イタズラや重複など、お申込み内容として相応しくない入力が見られた場合キャンペ

ーンの対象外とさせていただきますので、予めご了承願います。 

・当社で実施しているその他口座開設キャンペーン対象者の場合は、キャンペーンの

対象外とさせていただきますので、予めご了承願います。 

・口座開設申込を完了する過程でブラウザを閉じる、もしくは別サイトを経由してお申

込みをするなどの行為を行った場合、当社に対象キャンペーン経由でお申込みされ

た記録が残りません。 記録が残っていない場合は判別が行えず、キャンペーン対

象外となりますのでご注意ください。 

・その他当社が不適と認めた場合キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。

 

 

【『TRADERS FX』 取引概要】 

商品名 TRADERS FX 

契約（取引）形態 OTC 取引（店頭外国為替証拠金取引） 

取引方法 インターネット（ＰＣおよび携帯電話） 

手数料 
0 円 （無料）  
 

※ただしロスカット時には、ロスカット手数料が発生するためご注意ください。 

取引通貨 

10 通貨ペア 

（米ドル/円, ユーロ/円, 英ポンド/円, 豪ドル/円, NZ ドル/円, スイスフラン/円, 

加ドル/円, 南アフリカランド/円, ユーロ/米ドル, 英ポンド/米ドル） 

取引単位 
各通貨ペア 1 万通貨単位 

（南アフリカランド/円のみ 10 万通貨単位） 
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レバレッジ 

選択可能（1 倍, 5 倍, 10 倍, 15 倍, 20 倍, 25 倍, 33 倍,  

40 倍, 50 倍, 100 倍, 200 倍) 

（南アフリカランド/円のみ 20 倍まで） 

スプレッド 
米ドル/円 原則 1 銭以下 
※ 詳しくはリアルタイム取引レートをご確認ください 

ロスカット 証拠金維持率が 80％を下回った場合 

ロスカット手数料 

1 万通貨単位あたり 400 円 

（ただし、南アフリカランド/円は、10 万通貨単位あたり 400 円）です。 

※ なお、レバレッジ 100 倍以上のご注文に関しては、 

ロスカット手数料を無料とします。 

取引上限 
1 日の注文数量 ： 無制限 

1 回の新規注文上限 ： 全通貨ペア 100 万通貨単位 ※ 
※ ロスカット、複数決済時を除きます 

注文種類 
成行・指値・逆指値・IFD 注文・OCO 注文・IFO 注文 

トレール注文・時間指定成行注文 

ワンクリック注文 環境設定より指定することができます 

通知メール 約定・不出来・ロスカット・レート・アラート・入金確認・出金予約 

初回入金額 50,000 円以上 

クイック入金 
三菱東京 UFJ、ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行、イーバンク銀行、 

三井住友銀行、みずほ銀行、セブン銀行 
※ クイック入金 低入金額は 5,000 円以上です 

モバイルクイック入金 三井住友銀行、セブン銀行 

資金管理 
信託保全、分別保管 

（三菱ＵＦＪ信託銀行にて信託保全、バークレイズ銀行にて分別保管） 

カバー先 
バークレイズ銀行/ドイツ銀行/シティバンク 

/ゴールドマン・サックス証券/コメルツ銀行 

 

 

【『TRADERS FX』動作環境・推奨環境】 

CPU 
標準：インテル(R) Pentium(R)シリーズ 1GHz または同等以上のプロセッサ 

推奨：インテル(R) Pentium(R) 4 相当以上 

メモリー 標準：1GB 以上 推奨：2GB 以上 

OS 
Windows ： Windows 2000, Windows XP, Windows Vista(R) 対応 

Macintosh ： OS X v.10.4、10.5 

ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 6.0 以上、7、Safari 3.x、 

その他のブラウザ（Adobe Flash(R) Player 10 以上が使用可能な環境であればご

利用頂けます場合もございますが、当社推奨ブラウザでは無い為動作保障はい

たしません。） 

その他ソフトウェア  Adobe Flash(R) Player 10 以上、Adobe Reader 9.0 以上、

JAVA 6 以上 

ディスプレイ解像度 1,280x720px 以上 

 

 

詳しくはトレイダーズ証券ホームページにてご確認くださいhttp://www.traderssec.com/ 
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【金融商品取引業者の商号】  

  トレイダーズ証券株式会社 代表取締役社長 橋本 清志 

〒106‐6029 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー 29 階 

電話 03-5114-0333(代表) FAX03-5114-0300  

 

【金融商品取引業登録】  

  関東財務局長(金商)第 123 号  

 

【手数料について】 

手数料は無料 

※ロスカットには、ロスカット手数料が発生するためご注意ください。 

 証拠金維持率 80％を下回った場合、ロスカットとなります。 

 ロスカット手数料は 1 万通貨単位あたり 400 円（ただし、南アフリカランド/円は、10 万通貨単位あたり 400 円）で

す。 

※なおレバレッジ 100 倍以上のご注文に関しては、ロスカット手数料を無料とします。 

 

【取引単位について】 

全通貨ペア 1 万通貨単位 

ZAR/JPY のみ 10 万通貨単位（レバレッジ 20 倍まで） 

 

【売値と買値の差について】 

・通常、当社が同時に提示する買い付け価格(BID)と売りつけ価格(ASK)には、価格差(以下「B/A スプレッド」といい

ます。)があり、当該 B/A スプレッドも、お取引の際のコスト要因となります。B/A スプレッドは、為替相場の変動や

流動性などの影響によって拡大または縮小します。 

 

【証拠金について】 

取引に必要な証拠金額は、注文時のレバレッジにより異なります。レバレッジ 1 倍のとき総約定代金の 100％、5 

倍のとき 20％、10 倍のとき 10％、15 倍のとき 6.67％、20 倍のとき 5％、25 倍のとき 4％、33 倍のとき 

3.03％、40 倍のとき 2.5％、50 倍のとき 2％、100 倍のとき 1％、200 倍のとき 0.5％（ただし、南アフリカランド/円は

レバレッジ 20 倍までのため、5％まで）です。 

例えば米ドル/円(100.00 円) レバレッジ 100 倍 1Lot を保有するのに必要な証拠金は 10,000 円となります。※小

数点第 3 位を切り上げしています。 

 

【リスクについて】 

●為替相場の変動や金利変動などの要因により、損失が生じる恐れがあります。 

また、発生する損失の額は、預託された資金額を超える場合があります。 

●お取引金額は、通常預託された証拠金よりも大きいため、預託資金額に対 

して大きな収益が期待できる反面、大きな損失が発生する可能性があります。 

●店頭取引では、当社の信用状況や、当社カウンターパーティーの信用状況、 

信託銀行の信用状況が悪化することによって、預託資金額の全部または一部の 

返還を受けることができなくなる場合があります。 

●必ず契約締結前交付書面等の書面内容を十分にお読みください。 

 

【加入する金融商品取引業協会】 

金融先物取引業協会／日本証券業協会 

 

 

【トレイダーズ証券 会社概要】 

社 名：   トレイダーズ証券株式会社 

Ｕ Ｒ Ｌ：   http://www.traderssec.com/ 

本 社 所 在 地：   〒106-6029 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー29Ｆ 

設 立 年 月 日：   平成 11 年 11 月 5 日（決算期 3 月末） 

資 本 金：   2,000,000,000 円（平成 21 年 3 月 31 日現在） 

代 表 取 締 役 社 長：   橋本 清志 

事 業 内 容：   インターネット及びコールセンターを通じた証券取引事業及び外国為替取引事業 

関 連 会 社：   トレイダーズホールディングス株式会社 

金融商品取引業登録：   関東財務局長(金商)第 123 号 

 


