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2015 年 1 月 12 日、トライオート FX 進化第一弾
全通貨スプレッド縮小 ＆ 1000 通貨単位

「トライオートＦＸグランプリ」開始！ 13 名のトレーダー参戦決定
■トライオート FX とは

「投資効率を最⼤限⾼めるための FX」

トライオート FX は、インヴァストが独自に開発した「マニュアル取引」も「半自動取引」も「自動放置売買」
もできる裁量 FX サービスです。通常の「マニュアル取引」は低スプレッドで取引できるのはもちろんのこと、
「オートパイロット注文」という独自発明した連続注文機能、それを組み合わせた「仕掛け機能」を利⽤するこ
とができます。これにより、自分のライフスタイルや相場環境に合わせた柔軟性と効率性が高いトレードを実現
することができます。トライオート FX は、FX の短期トレード、中期トレード、⻑期投資の全てのスタイルに
おいて投資効率を最大限に高めることを目的とした他にはない FX サービスです。

1. 基準スプレッド縮小

※単位 pips

従来

新

１月 9 日まで

１月 12 日より

従来

新

1 月 9 日まで

１月 12 日より

米ドル/円

2

1

ユーロ/米ドル

2

1

ユーロ/円

2

1

豪ドル/米ドル

2.5

1.5

英ポンド/円

2.5

1.5

英ポンド/米ドル

3

2

豪ドル/円

2.5

1.5

NZ ドル/米ドル

3

2

NZ ドル/円

3

2

ユーロ/豪ドル

3

2

加ドル/円

3

2

英ポンド/スイスフラン

3

2

スイスフラン/円

3

2

米ドル/スイスフラン

3

2

南ア・ランド/円

2.5

1.5

ユーロ/スイスフラン

2.5

1.5

ユーロ/英ポンド

2.5

1.5

豪ドル/NZ ドル

3

2

通貨ペア

通貨ペア

※対円通貨ペア：1pip=1 銭（0.01 円）、対外貨通貨ペア：1pip=0.0001 外貨
※天変地異等による突発的な相場急変時や、重要な経済指標の発表前後（毎月初に発表される米雇⽤統計等）、ＮＹクローズ前後の流
動性低下時等、インターバンク市場での動向によって上記のスプレッドをご提供出来ない場合がございます。

2. AP 注文「1,000 通貨単位」の取引が可能に
■待望の 1,000 通貨単位導入！トライオート FX で少額取引！
トライオート FX 独自の発注機能「オートパイロット注文（AP 注文）」の最低取引単位を従来の 1 万通貨
単位から 1,000 通貨単位に引き下げます※。
これにより、これまでの 10 分の１の証拠⾦額でお取引いただけます。
※マニュアル注文の最低取引単位は、10,000 通貨単位となります。
※南アフリカランド/円の最低取引単位は 10,000 通貨単位になります。

3. AP 注文のマークアップ⼿数料制度の導入
1,000 通貨単位への移⾏に伴い、AP 注文の約定時（新規・決済）に下記に定めるマークアップ手数料を導
入させていただきます。
マークアップアップ手数料は、別途徴収せず、取引価格に内包して損益に反映させていただきます。
この手数料は、1 回あたりの取引数量が増えると割安になります。
■マークアップ⼿数料（全通貨ペア一律）
AP 注文

取引数量

新規

決済

1 万通貨未満

4.0pips

4.0pips

1 万通貨以上
10 万通貨未満

1.0pips

1.0pips

10 万通貨以上
50 万通貨未満

0.5pips

0.5pips

50 万通貨以上
200 万通貨以下

0.3pips

0.3pips

1,000 通貨あたり

片道 40 円

（対外貨通貨は 0.4 外貨）

片道 10 円
（対外貨通貨は 0.1 外貨）

片道 5 円
（対外貨通貨は 0.05 外貨）

片道 3 円
（対外貨通貨は 0.03 外貨）

1 回の取引数量
が増えると
割安

※対円通貨ペア：1pip=1 銭（0.01 円）、対外貨通貨ペア：1pip=0.0001 外貨
※オートパイロット注文を手動決済した場合も上記手数料が発⽣します。
※注文発注時の取引数量に対する手数料が適⽤されます。

４．売買方針「レンジ」の削除
AP 注文作成時に選択する売買方針から「レンジ」を削除いたします。
「レンジ」を現在利⽤されているお客様は引き続きご利⽤いただけます。

■今後の予定
【第２弾】１月下旬：「クイック仕掛け」超バージョンアップ！
【第３弾】2 月上旬：

新機能「仕掛けランキング機能」を搭載！＆チャートを刷新！

【第４弾】2 月中旬： スマートフォンアプリ登場！

当社では、今後もお客様が安全で快適な FX 取引をするための取引環境の提供に努めてまいります。

■トライオート FX グランプリ開幕！

リニューアル同日の１月 12 日より「トライオート FX グランプリ」を開始いたします。
グランプリにご参加いただく有名トレーダーの方々、13 名が決定しました。
■詳しくは

１月 12 日公開「トライオート FX グランプリ特設サイト」をご覧ください。

http://www.triauto.jp/

(トライオート FX 公式サイト上に上記バナーが設置されます)

●ご参加いただくトレーダーのご紹介

●川合美智子氏 率いる株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツチーム
・株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ代表取締役 川合美智子氏
・旧東京銀⾏（現 東京三菱 UFJ 銀⾏）在籍時に同社の創始者であり伝説の
為替ディーラーといわれる若林栄四の下で罫線分析を研究、習熟する。
在日外銀では、外国為替ストラテジストとして活躍。
・⾦融雑誌への連載や FX 関連の著書「FX プロの定石」など多数。

川合美智子氏

・罫線分析を基にした為替相場予測に定評。当社で過去に開催した、裁量 FX と選択型自動売買でのリアル
トレードグランプリにおいても抜群の成績を残した実績を持つ。

●水上 紀⾏（みずかみ・のりゆき）氏 /バーニャ マーケット フォーキャスト

代表

・1978 年 三和銀⾏（現 東京三菱 UFJ）入⾏。1983 年よりロンドン、ニューヨーク
で為替ディーラーとして活躍し、東京外国為替市場で「三和の水上」の名を轟かす。
1995 年より在日外銀数⾏において為替ディーラーおよび外国為替部⻑として要職を
経て、現在、外国為替ストラテジストとして広く活躍。
・当社トライオート公式サイトにおいてブログも執筆中。リアルトレードグランプリ

水上紀⾏氏

は初参加。

●だいまん氏 / 有限会社 フォレックス・ラジオ 代表取締役 文 一雄氏
・アジア系外銀にて、外国為替の貿易事務に 5 年、マネー・債権・為替ディーラーを
10 年歴任する経歴を持つ。ディーリングおよび決済関連業務に精通し、2002 年の
資⾦部次⻑時代に同銀⾏を退職。その後、個⼈向けの実施教育を中⼼にした株式会社
FXSC を設⽴。
・当社の⼈気ブログ「ディーラーズバトル」執筆。リアルトレードグランプリ全ての
大会に出場。

だいまん氏

●⻫藤 学（さいとう・まなぶ）氏 / 有名講師兼現役トレーダー
・サラリーマンで働く傍ら、ＦＸで独自の手法を開発して短期間のうちに 50 万円
から 6900 万円まで増やす。
・その経験をもとに、書籍や DVD を出版、マネー雑誌への執筆やセミナー講師、
投資関連ホームページやＦＸブログの運営、メールマガジンの発⾏を⾏う。
・リアルトレードグランプリは、第 3 回 24 グランプリに引き続き参加。
・ブログ「株式市況.com」

⻫藤学氏

http://fxblog1.com/

●田畑 昇人（たばた・しょうと）氏 /

トレーダー、パーソナルファイナンス講師

・テレビで一躍注目を浴びた有名トレーダー。東京大学大学院総合文化研究科

在学中。

・高校三年⽣時に模擬試験にて偏差値 34 をとるも、猛勉強し二ヶ月で偏差値を 70 まで
上げるほどの極度の負けず嫌い。
・大学 3 年⽣からトレーディングを始め、僅か 50 万円を 9 ヶ月で 1000 万円に。
・その後数年間運⽤を続け、個⼈投資家として実績が認められヘッジファンドに
トレーダーとして参画。

田畑昇⼈氏

・現在は、日本⼈の⾦融リテラシー向上を目指し⾦融教育のパーソナルファイナンス講師としても活動。
・「田畑昇⼈の FX ブログ」http://shototabata.com/fxblog/

●FX ブロガーの方々
ブログ名

URL

ハンドルネーム

普通の主婦がＦＸで 10 万円を
300 万円にした（継続）

http://fxshufoo.blog.so-net.ne.jp/

FX 比較マネー

http://www.mo-ney.net/

スノーキーのブログ

http://ameblo.jp/snowkey/

スノーキー

FX で 1 万円を 1 億に・
かずえモン FX ブログ

http://fxdeman1oku.blog53.fc2.com/

かずえもん

FX ブログ

http://fxtiger.biz/

寅次郎の FX 専門学校

ゆきママ
FX 比較マネー

寅次郎

ひろぴーの読む FX

http://fxhiropi13.com/

ループイフダン検証ブログ

http://loop-ifdone.blog.jp/

七瀬玲

FX ナビ

http://www.fxnav.net/

FX ナビ

■トライオート FX 公式サイト

http://www.triauto.jp/

ひろぴー

本社所在地： 東京都港区⻄新橋一丁目 6 番 21 号 NBF ⻁ノ門ビル
代表者
： 代表取締役社⻑ 川路 猛
資本⾦
： 59 億 6,508 万円
設⽴
： 昭和 35(1960)年 8 月 10 日
事業内容 ： ⾦融商品取引業
登録番号 ： ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 26 号
加入協会 ：一般社団法⼈⾦融先物取引業協会 一般社団法⼈日本投資顧問業協会

日本証券業協会

【リスク・費用などについての重要事項】
本取引は、取引通貨の価格および⾦利等の変動により損失が⽣ずるおそれがあります。また、スワッ
プポイントが受取りから⽀払いに転じることもあります。当社は、有効比率が一定水準以下となった
場合、全建⽟を⾃動的に強制決済（ロスカット）いたしますが、本取引は、預託すべき証拠⾦額以上
の取引が可能なため、急激な相場の変動等によっては、証拠⾦の額を上回る損失が発⽣するおそれが
あります。
●2015 年 1 月 12 日以降の取引手数料は、取引手数料は、次の通りです。マニュアル注文：新規注文・決
済注文ともに無料です。オートパイロット注文：上限として 1,000 通貨単位あたり 40 円（0.4/米ドル/
スイスフラン/NZ ドル/ポンド/豪ドル）です。オートパイロット注文での建玉を手動で決済した場合も同
様に手数料が発⽣します。
（2015 年 1 月 9 日までは無料です。
）受渡決済に係る手数料は、1,000 通貨単
位あたり 1,000 円（ただし、10,000 通貨未満の場合は１件あたり 10,000 円）です●本取引は、通貨ペ
アの売付けの価格と買付けの価格に差(スプレッド)があり、相場急変時等はスプレッドが拡大する場合が
あります。●証拠⾦は、1 万通貨あたり想定元本の円換算額の 4％以上（法⼈は 1％以上）で、証拠⾦の最大 25 倍
（法⼈は 100 倍）までお取引が可能です。 ●本取引は、元本および収益が保証された取引ではありません。
お取引にあたっては、お客様ご自身の責任と判断でお取引していただきますようお願いいたします。
●トライオート FX の詳しいリスク・重要事項については、当社ホームページを必ずご覧ください。
http://www.invast.jp/triauto/service/risk/

