
 

 

 

  

日本トレード基準 

新規用 

北浦雄嗣 

2016/03/01 



1 

 

 Copyright (c) 日本トレード基準 all rights reserved. 

このマニュアルでは、Traders Trust「低スプレッド口座」の 

口座開設の進め方についてご説明していきます。 

FX 口座開設は初めてという方は、ぜひ本マニュアルをご活用ください。 

 

TradersTrustで低スプレッド口座及びECN口座を開設するには、まず通常口座を開設する必要が

あります。 

弊社リンクを経由せず公式サイトより直接口座開設をしてしまうと、低スプレッド口座 ECN 口座を

開設することができません。 

これはデモ口座でも同様で、まずは通常口座を弊社リンクより口座開設する必要があります。 

当サイトの EA（のびーる君）をご希望の方、または低スプレッド口座のデモを試したい方はこちら

のリンクよりお進みください。 

 

Traders Trust のお申込みはこちら 

 ■Traders Trustの特徴 

 ・スプレッドが低い！ ドル円 1.4PIPS ユーロドル 1.3PIPS 

 ・カードからの入出金、三井住友銀行からの入金も可能 

 ・日本語での対応が可能 

 ・1,000 通貨から取引が可能！ 

※海外口座のため出金には 3～5営業日かかります。 

 

まず、下記から Traders Trustのお申込みページにアクセスします。 

⇒Traders Trust のお申込みはこちら 

 

 

https://secure.traders-trust.com/register/?a_aid=604106_123
https://secure.traders-trust.com/register/?a_aid=604106_123
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Traders Trust 口座の開設方法 

これから新規に口座開設を行なうお客様 

１、 下の口座開設リンクをクリックしてください。 

Traders Trust のお申込みはこちら 

 

２、｢新しいプロフィールを作成する｣で名前や E メールアドレスを登録し、最後に｢サインアップ｣ボ

タンをクリックする。 

 

名前をローマ字入力 

連絡可能なメールアドレス 

言語の選択 

画像の数字を入力 

【サインアップ】で登録したメールアドレスに確認リンクが送信されます。 

 

Yuji 

Kitaura 

kitaura@gmail.com 

1483 

https://secure.traders-trust.com/register/?a_aid=604106_123
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３、プロフィールの作成に成功したというメッセージが表示されます。 

有効化のためのメールが、ご登録された E メール宛へ送付されますのでご確認ください。 

 

 

 

４、ご登録された E メールにて下記の内容を受け取ります。リンクをクリックし、有効化手続きを行

なってください。 

 

 

５、パスワードを設定してください。 

 

 

自分で決めたログインパスワード 

もう一度上のログインパスワード 
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６、個人情報、住所を記入して、最後にチェックを入れてください。 

 

個人情報はすべてローマ字で入力します。 

 タイトル mr（男性） / ms（女性）を選択します。 

 名前、苗字は入力済みです。未入力であればローマ字入力します。 

 電話の国別コード 日本は JAPAN +81を選択します。 

 電話番号を国別コードを含めず入力します。 

 生年月日を入力します。カレンダーがでますが、手入力も可能です。 

 

住所をすべてローマ字で入力します。 

 国 選択します。 

 都市 都道府県をローマ字で入力します。 

 郵便番号 

 市区町村 ローマ字入力 

 市区町村以降の住所をローマ字入力 

 マンション、ビルなどの建物名と号室などあればローマ字入力 

 

希望する言語を選択します。 

どのように TradersTrustを知ったかを選択します。 

TradersTrustより情報を受け取りたい場合にチェックを入れます。 

男性 mr 女性 ms 

Yuji 

Kitaura 

+81 

09012345678 

Japan 

Saitama 

Ageo 

362-0034 

Atago3-27-2 

日本語 

紹介 
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７、雇用詳細などを記入してください。 

 

 雇用状況や資産状況を選択していきます。 

 高等教育レベルでは最終学歴を選択します。 

 金融投資の学位を保有していますか？に対して”いいえ”の場合でも、 

 その下の欄に入力する内容がわからなければ空白でも問題ありません。 

 

 

８、取引経験をご記入ください。 

 

「あなたは重要な公的地位を有する人物ですか」 

こちらは政治家などの方が当てはまります。 

こちらの選択肢で「はい」を選んだ場合、電話かメールで職業の確認が入る場合があります。 

今のお仕事の状況を記入してください。 

 

自己資本は預金額、資産額です。 

投資するための預金額、資金の出所は 

適当なものを選択してください。 

今までの投資経験を記入してください。 

未経験なら未経験でも問題ありません。 
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９、同意 すべてのチェックボックスにチェックを入れてください。 

 
 18歳以上である 

 金融商品の本質とリスクを理解している 

 リスク警告、取引条件などの書類を読み理解する 

（すぐ下にあるリンクより読むことができます） 

 

 

１０、FATCA アメリカ合衆国に居住しているか、納税番号を保持しているかなどの確認を行なっ

ております。 

アメリカ当局に申告義務がない場合は Aを選択してください。 

B を選択した場合、｢アメリカにて申告義務がある人物｣とみなされ、当社は口座番号などのお客

様情報をアメリカ当局へ報告するよう義務付けられています。 

 

TradersTrustはアメリカ居住者にサービスを提供しておりません。 

A,Bどちらかを選択します。 
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１１、書類アップロード 有効な身分証(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード

など)と 6 ヶ月以内に発行された住所証明書(公共料金明細書、住民票など)をアップロードしてくだ

さい。 

アップロードが上手くいかない場合、support@traders-trust.com あてへ書類を送付してください。 

 

 

 

 

 身分証明書 

運転免許証、パスポート、写真つき住基カード、障害者手帳、外国人在留カード 

 

 

 住所確認書類（携帯電話の明細も日本の方なら OKです。） 

公共料金の請求書（電気、ガス、水道、電話、携帯電話、インターネットなど） 

住民票 

健康保険証 

 

※住所証明書は６ヵ月以内に発行されたものをご用意ください。 

 

アップロードは順番に一つずつ行ってください。 

 

mailto:support@traders-trust.com
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１２、書類をアップロードした後、承認作業を行ないます。 

プロフィールが承認されれば TradersTrust社から承認された旨をメールが届きます。 

 

 

１３、承認メールが来た後、｢安心ログインページ｣にログインしてライブ口座開設を行なうことがで

きます。右上、緑の｢ライブ口座｣ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

１４、口座タイプに Forex account、Low Spread(低スプレッド)、 ECN と表示されますのでご希望の

口座タイプを選択してください。 

注：Forex Accountを選択すると通常のスタンダード口座が開設されます。低スプレッドをご希望の

場合は Low Spread、ECN口座をご希望の場合は ECNを選択してください。 

 

 

LowSpread を選び、その後、通貨、レバレッジを選択して、作成ボタンをクリックしてください。 

 

 

ココ重要です。 

必ず LowSpread を選んでください 
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１５、ご登録メールアドレス宛へ MT4 のログイン ID,パスワードが送付されますので、それを利用し

て MT4にログインを行なってください。 

以上の手続きで Traders Trust＜低スプレッド口座＞の口座開設は完了です。 

 

⇒Traders Trust のお申込みはこちら 

 

１６、のびーる君利用希望の方へ 

MT４のログイン IDをが届きましたら、support@jp-kijun.netへ 

『のびーる君利用口座の連絡』とタイトルでメールを下さい。３営業日以内にお送りさせていただき

ます。 

詳しくはメンバーページをご覧ください。 

 

口座間の資金移動方法 

スタンダード口座と低スプレッド口座、ECN口座の間で資金移動を行ないたい場合 

安心ログインページにて、左側の｢MT4 口座｣をクリックしてください。その後、｢口座間の資金移

動｣を選択してください。 

 

 
 

移動元口座、移動先口座を選択し、金額を入力した後、｢送信｣ボタンをクリックしてください。 

注意：資金移動を行なう際は、一旦すべてのポジションを決済するか、口座内の資金に余裕を持

って行なってください。: お客様の口座の余剰証拠金はリクエストを送信するまでに変化する可能

性があります。資金送金の執行は保証されたものではありません。 万が一お客様の証拠金がネ

ガティブになった場合、いくつかの、もしくはすべての開いているポジションが強制決済される可能

性があります。 

https://secure.traders-trust.com/register/?a_aid=604106_123
mailto:support@jp-kijun.net
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MT4 のダウンロード 

会員ページへログインし、画面左側メニューから 

「MT4口座」へアクセス 

「プラットフォームをダウンロード」から MT4をダウンロードします。 

TradersTrustより送付された MT4の ID と PASSを使ってログインすることができます。 

 

◎メンバーサイト以外は以下からどうぞ。 

http://jp.traders-trust.com/mt4platform/ 

 
  

直リンク： http://traders-trust.com//wp-includes/traderstrust4setup.exe 

 

http://jp.traders-trust.com/mt4platform/
http://traders-trust.com/wp-includes/traderstrust4setup.exe

