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FXnetトレーダーのダウンロード＆ログイン 

下記の画面が表示されますので、続けて「ダウンロード」をクリックしてください。

FXnetトレーダーのダウンロード 

 

 

 

  

 

  

まず、専用取引システムである『FXnet トレーダー』をダウンロードします。
iFOREX（http://www.iforex.com/jp) の TOPページ左にあるボタンから
下記のページに移り「最新版ダウンロード」をクリックしてください。

「ダウンロード」をクリック

「ダウンロード」をクリック

トップページ左にあるこちらのボタンを
クリックすると取引ツール『FX net トレ
ーダー』ダウンロードページにいきます。
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数十秒～数分間の処理後、下記の画面が表示されますので、
「インストール」をクリックします。

 

 

 
 

インストールが完了すると、お手持ちのＰＣの「すべてのプログラム」に
「iFOREX」が追加されていますので、項目「FXnet Trader」を選択して起動してください。
下記のログイン画面が表示されます。パスワード等を入力したら、
「ＯＫ」をクリックしてください。取引トップ画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

  

「インストール」をクリック

.COM

日本語表記を希望するお客様は、
ここで「日本語」を選んでください。

ユーザー名（登録メールアドレス）とパスワードを
入力したら「ＯＫ」をクリックしてください。

FXnetトレーダーのログイン
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下記がログイン後に表示される取引トップ画面です。
証拠金残高や差損益などの口座情報は、下記のオレンジ枠に表示されます。

 

 
 

【表示】
口座通貨を表します。「円」と表示されている場合は、日本円口座となります。

【有効保有額】
証拠金残高から差損益をプラスマイナスした有効保有額が表示されます。

【維持率】
「有効保有額÷約定金額」で計算されます。数字が大きいほどレバレッジが
小さくなります（100%はレバレッジ１倍、１％はレバレッジ100倍、0.25％はレバレッジ400倍に相当）。

【差損益】
現時点での差損益が表示されます。円口座の場合、単位は円となります。

【証拠金残高】
差し入れている証拠金の残高が表示されます。

【約定金額】
現在保有しているポジションの総売買代金です。

【最大約定金額】
保有することができるポジションの総売買代金です。初回入金額の400倍が
最大約定金額として設定されます。追加入金されるなど有効保有額が増額した場合、
1日1回（日本時間10:00）自動的に、有効保有額の400倍が
最大約定金額として更新されます。

口座情報の見方
.COM

 ログイン後の取引ページの説明
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 新規注文は、メニューのうち「新規注文」または「注文」から行います。
ここでは「新規注文」から注文を行います。
なお、よりスピーディに注文をしたい方は、クイック注文をご利用ください。

 

 

下記の取引パネルが表示されます。注文は、この取引パネルから行います。
取引パネル上で自動更新される相場のリアルタイム価格で、
米ドル /円を１万通貨買ってみましょう。

通貨ペア等をプルダウンで選んでください。
ここでは「米ドル /円」を選びます。

取引数量をプルダウンで選んでください。
ここでは、米ドルを1万通貨買いますので
「10,000」を選びます。

注文の方法

.COM

 新規注文をする

 

「新規注文」をクリック

1

2

 

  

1 2

3

3

注文レートを決定します。取引パネル上では、
米ドル /円の売買レートが自動更新されています。
ここでは買い注文を行いますので、
レートを確認のうえ「買 米ドル」をクリックします。

通貨ペアを選ぶ

取引数量を選ぶ

注文レートを決定する
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「買 米ドル」をクリックすると、
あらかじめ損失を限定するための「ストップ注文」と、
利益を確定するための「指値注文」を入れることが
できるようになります。
これらの注文を入れることは任意ですが、
損失を確定するためのストップ注文については、
できる限り入れておくことをお勧めいたします。

なお、「ストップ注文」および「指値注文」は、
それぞれ任意のレートを打ち込むことができます。

.COM

4 ＜任意＞あらかじめ決済注文を設定する

5 利益や損失の額（％）を設定する

ＦＸnet トレーダーでは「１万円の利益が出たら決済する」
「15％の利益が出たら決済する」といった注文を出すことも可能です。

  
上図の「JPY」ボタンをクリックすると下記の入力ウィンドウが表示されます。
「ストップ」と「指値」にそれぞれ「10,000」を入力し、「OK」をクリックします。

 

4 5

「指値注文」………利益を確定するための注文方法
「ストップ注文」…損失を確定するための注文方法

ここでは、１万円の利益が出たら決済する（指値）、もしくは１万円の損失が出たら
決済する（ストップ）という注文を入れてみましょう。

 
 ストップ／指値のそれぞれに

「10,000」を入力します。

「OK」をクリック

１万円の利益が出る場合のレートと
１万円の損失が出る場合のレートが、
現在のレートを基に自動的に計算され、
それぞれ「指値」と「ストップ」の欄に
表示されます。

以上の入力等が終了したら、
通貨ペア、取引数量、レートを確認し（この間もレートはリアルタイムで変動します）、
「注文」をクリックしてください。
なお、④と⑤の手順を省いて注文することも可能です。
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注文が成立すると、取引パネル上の「ポジション」に新しいポジションとして
追加されます。マーケットの状況により、注文が成立しない場合もありますので、
ご注意ください。

【決済注文】
各ポジションに表示されている「決済」をクリックすると、
そのポジションの決済注文画面が表示されます。

【通貨ペア】【売買種別】
そのポジションの通貨ペアと、売り or 買いが表示されます。

【取引額 (K)】
Ｋは1,000を表します。表示が10であれば、
10×1,000＝10,000で１万通貨という意味です。

【差損益 (円 )】
現在のリアルタイムレートで決済した場合、
いくらの利益または損失が出るかを表します。

【リミット】【ストップ】
リミット（利益を確定させる注文）やストップ（損失を確定させる注文）が
入っている場合、注文内容が表示されます。表示が「…」になっている場合、
「…」をクリックすると、新たにリミットやストップを入れることができます。

ポジションを確認する 
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 決済注文は、メニューのうち「決済注文」または「注文」から行えますが、
取引画面の下部に表示されるポジション画面から、
任意のポジションを選んで決済注文を出すことができます。
ここでは、ポジション画面から決済注文を出す方法をご紹介します。

 

 

 

 

 

ポジション画面には、現在保有しているポジショ
ンが表示されています。ここでは「米ドル /円」
のポジションを決済してみましょう。
一番左にある「決済」をクリックします。

 

 

 

 

右記の取引パネルが表示されます。
差損益（円）を確認して問題がなければ、
「売 米ドル」をクリックします。

決済注文をする 

 
ポジション画面から
決済注文を出すことができます。

「決済」をクリック

問題がなければ「売 米ドル」をクリック

差損益（円）を確認します。
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注文が成立すると、ポジション一覧から決済注文を出したポジションが削除されます。
マーケットの状況により、注文が成立しない場合もありますので、ご注意ください。

▽
 

 メニューの「口座詳細」から「取引量レポート」を選んでください。 

 

過去の取引量の確認方法

ここをクリック

決済注文前

米ドル／円の決済注文後
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ここをクリック
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左記のフォームが表示されます。
取引量を確認する期間を選び、
「プレビュー」をクリック
してください。

下記の取引レポートが作成されます。このレポートのうち、「Volume(USD)」
の Total が、期間でのお客様の合計取引量（米ドル換算）となります。

 

通貨ペアごとの取引量です

米ドル換算の合計取引量です

 

 

ここをクリック

期間を選んでください。
プルダウンをクリックすると
カレンダーが表示されます。

お客様のお取引量は
Web版ではご確認になれません。

- 9 -



.COM

商品概要 

取引商品

取引単位

1回あたり
取引上限金額

建玉上限金額
（最大約定金額）

入金方法

証拠金入金対応
通貨と最低入金額

注文の種類

取引時間

標準時間

マージンコール

ロスカット

取引手数料

入金手数料

出金手数料

預託金の保管方法

カバー取引先

合計63種類…通貨（61通貨ペア）、金 /米ドル、銀 /米ドル

1,000通貨単位以上（取引商品ごとに異なります）

1取引につき最大150,000,000通貨単位
（取引商品ごとに異なります）

初回入金額の400倍が最大約定金額として設定されます。追加入金されるな
ど有効保有額が増額した場合、1日1回（日本時間10：00）自動的に、有
効保有額の400倍が最大約定金額として更新されます。

クレジットカードでのリアルタイム入金または、銀行電信送金

日本円（1万円）、米ドル（１００ドル）、ユーロ（75ユーロ）、ポンド（50
ポンド）、スイスフラン（100スイスフラン）

マーケットオーダー、指値、逆指値、IFO、IFD、OCO、両建て可能

日本時間　月曜日午前5:30～土曜日午前6:00( 夏時間は午前5:00）
上記時間外は、カバー取引先へリーブオーダー／シーズンや祝祭日（暦）、マーケットの状況により調整されることがあります。

取引画面上における日時は、グリニッジ標準時（GMT）で表示しております。

有効証拠金率が0.25％を下回った時点で、取引画面上でお知らせします。

有効証拠金率が0％になった時点で、保有しているポジションを全て自動決済
処理します。※ご入金額以上の損失は発生しません。

０円（無料）

クレジットカード：０円（無料）
銀行電信送金：送金手数料はお客様負担とさせていただきます。

クレジットカード：０円（無料）
銀行電信送金： 出金手数料として、2,000円をご負担いただきます。
ただし、10万円以上ご出金の場合は、月3回まで出金手数料は無料とさせて
いただきます。
※銀行預金口座への直接出金につきましては、基本的に海外送金扱いとなるた
め、受取銀行の側で「リフティングチャージ」という手数料が別途徴収されま
す。リフティングチャージの金額は、海外送金額によって異なりますが、通常
は最低でも２５００円徴収されますので、銀行預金口座への少額の出金につき
ましてはご注意ください。特に、銀行への直接出金の額が４５００円未満の場
合、弊社で頂戴する銀行出金手数料２０００円に、受取銀行が徴収するリフティ
ングチャージ２５００円が加わり、逆に不足額が生じてしまいます。十分にご
注意ください。

分別保管（お客様証拠金は当社会計勘定とは別口座にて分別保管しております）

大手金融機関
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