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2015 年 1 月 トライオート FX 進化。
リリースから 10 ヶ月の集⼤成、あらゆる投資手法を可能にする FX へ
1000 通貨対応・スプレッド縮小・マークアップ手数料制度導⼊・クイック仕掛け機能拡充
仕掛けランキング機能追加・チャート機能拡充・スマホアプリリース・他多数
インヴァスト証券の次世代型ＦＸサービス「トライオート」は、2015 年 1 月にお客様のニーズにお応えする
様々な機能・サービスを拡張し、大幅リニューアルを実施いたします。
また、今回のリニューアルを機にサービス名称を「トライオート」から「トライオート FX」に変更いたします。
■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。
本年３月 10 日にリリースしたトライオート FX は、もともと FX 取引の課題を解決することを目的にスタート
いたしました。FX トレードの上手な方、そうでない方を分析・研究し、２年間の構想と開発期間を経てリリー
ス、その後１０カ月間の実運⽤期間を経て、来年 1 月を迎えます。
トライオート FX が出した答えは「お客様のトレードスタイルや相場環境に適応できる取引手法を提供する」こ
とでした。FX で勝つためには自分にとって⼀番効率的なトレード手法を探すことからはじまります。それを⽤
意いたしました。

2015年1月

トライオートFX
進化。
■リニューアルの主な内容について
少額投資を実現する「1,000 通貨単位」の取引開始をはじめ「スプレッドの縮小」や自動売買戦略を簡単に構
築できる「クイック仕掛け」の超バージョンアップ、新機能「仕掛けランキング」の搭載、チャート機能の拡充
のほか、たくさんの機能改善がおこなわれます。2 月中旬にはスマートフォンアプリのリリースも予定しており
ます。
当社では、引き続きトライオート FX の 3 つの取引手法「マニュアル取引」
「半自動取引」
「自動放置売買」それ
ぞれの機能や取引環境の改善を⾏ってまいります。
リニューアルの概要について
●スプレッド縮小
●クイック仕掛けリニューアル
●スマートフォンアプリリリース

●AP 注文 1000 通貨単位の取引開始
●選択型仕掛け機能搭載
●その他、多数実施

●マークアップ手数料制度の導⼊
●チャート機能の拡充
詳しくは次ページ以降をご覧ください

トライオート FX リニューアル概要
2015 年 1 月 12 日実施予定
1. スプレッド縮小 （1 月 12 日予定）
トライオート FX の基準スプレッドを下記のとおり縮小いたします。
これにより、マニュアル取引がより低コストでお取引いただけます。

※単位 pips

通貨ペア

従来

新

通貨ペア

従来

新

米ドル/円

2

1

ユーロ/米ドル

2

1

ユーロ/円

2

1.5

豪ドル/米ドル

2.5

2

英ポンド/円

2.5

2

英ポンド/米ドル

3

2.5

豪ドル/円

2.5

2

NZ ドル/米ドル

3

2.5

NZ ドル/円

3

2.5

ユーロ/豪ドル

3

2.5

加ドル/円

3

2.5

英ポンド/スイスフラン

3

2.5

スイスフラン/円

3

2.5

米ドル/スイスフラン

3

2.5

南ア・ランド/円

2.5

2.2

ユーロ/スイスフラン

2.5

2

ユーロ/英ポンド

2.5

2

豪ドル/NZ ドル

3

2.5

※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

（1 月 12 日予定）

■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。
【例】50 本の AP 注文を作成した場合
10,000 通貨あたりの必要証拠⾦ ＝ 米ドル円 48,000 円とした場合（12 月 4 日の必要証拠⾦額参照）

■10,000通貨単位（従来）
50本のAP注文 ＝ 50万通貨
（10,000通貨 × 50）

必要証拠⾦額 240万円

（48,000円 × 50 = 2,400,000）

■1,000通貨単位（変更後）
50本のAP注文 = 5万通貨
（1,000通貨 × 50）

必要証拠⾦額 24万円

（48,000円 × 5 = 240,000）

1/10の必要証拠⾦で取引可能!
※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/円は 1,000 通貨単位の対象外です。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 月 12 日予定）

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・片道）
AP 注文

取引数量

1,000 通貨あたり

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

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

1 回の取引数量が
増えると割安

（対外貨通貨は 0.03 外貨）

※対円通貨ペア：1pip=1 銭（0.01 円）
、対外貨通貨ペア：1pip=0.0001 外貨

4. 「クイック仕掛け」超バージョンアップ

（1 月 12 日予定）

■人気のクイック仕掛けがさらに使いやすく、戦略幅が格段にあがります！ もちろん、1,000 通貨にも対応
「クイック仕掛け」は、複数の AP 注文を組み合わせた
注文群を⼀括で稼働することができる機能です。AP 注
文は組み合わせることでより中⻑期運⽤に適した幅の
広い売買戦略を作ることできます。
今回のリニューアルでは、有効性の確認ができた３種
類の「ベース仕掛け」を厳選して提供するほか、
「カス
タム」機能（お客様が全ての値についてゼロから設定
ができる）もご⽤意しています。ベース仕掛けを利⽤
しても AP 注文の発注本数変更や既存の設定値、セーフ
ティ設定など、全ての値を調整することができます。
※現在開発中。画像はイメージです。

■ベース仕掛け 人気、実⼒ No.1！相場を捉えて離さない「追尾ゲリラ」

「追尾ゲリラ」は、名前のとおり相場の動きを追いかける仕掛けです。小さな損切りを許容しながらも細かく利益を
積み上げ、レンジ幅を自動調整することができる柔軟な仕掛けです。
■買いの追尾ゲリラ場合（イメージ図は 100pips 幅）
（米ドル / 円）
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買
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買
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④最初の注文から 100pips の下落
自動で損切り

決済
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損切 買
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損切 買

118.60
118.40

決済 買

買

119.00
118.80

買 決済
買 決済

買

決済

買

買 決済

③利確後、10pips の下落
次の買い注文を発注

決済
決済

買
買

119.20

⑧さらに 10pips の上昇
自動で利益確定

①最初の AP 注文
10 本を 10pips 幅で仕掛ける

トレンドに合わせ
レンジ幅を自動調整して追尾

買

⑤損切後も 10pips 下落で
また買いにいく

決済

⑥損切り後の買い注文が
10pips の上昇で自動で利益確定

追尾ゲリラの実績や使い方は「トライオート公式サイト」のブログで詳しくご紹介しています
●相場の動きを追尾する

『追尾ゲリラ』

遂に登場！(10/08)

http://www.triauto.jp/setupblog/2014/10/post-09.html
●【⾦の卵リアルトレード】ユーロ円の追尾ゲリラ２週間で 81,310 円の利益！次はポンド円で⼀晩 38,000 円!
http://www.triauto.jp/setupblog/2014/11/post-06.html
●【⾦の卵リアルトレード】追尾ゲリラ真骨頂

損切りしても+99,440 円で利益伸ばす！（11/21）

http://www.triauto.jp/setupblog/2014/11/post-08.html
●【⾦の卵リアルトレード】11 月損益+216,053 円スワップ 391 円！
追尾ゲリラ導⼊で⼤幅利益アップ！トライオートの魅⼒とは？（12/01）
http://www.triauto.jp/setupblog/2014/12/post-01.html

トライオート公式ブログはこちら
http://www.triauto.jp/setupblog/

5. 新機能「仕掛けランキング機能」を搭載！（２月上旬予定）
■仕掛けを成績から選ぶ！
過去の成績から仕掛けを選ぶだけで、その仕掛けを運⽤できる「仕掛けランキング」機能を新たに追加いたしま
す。仕掛けランキングの成績はバックテストによる結果を表示しています。仕掛けは、有効と思われる様々なコ
ンセプトに基づいて作成し、提供させていただきます。
お客様はゼロから仕掛けを作るのではなく、バックテストによる成績でリスクリターンを確認してから仕掛けを
選べるため、知識の少ない初心者の方でも簡単に仕掛けを作れることがこの機能の魅⼒です。
仕掛けは、AP 注文を複数組み合わせて作成されたものなので、各 AP 注文の稼働停⽌や設定変更も簡単にでき
ます。

※現在開発中。画像はイメージです。

6. チャートを刷新！ （2 月上旬予定）
■テクニカルチャートや描画機能を搭載。
チャート機能がアップグレード。
注文状況がひと目でわかるマージチャート機能など現在のチャート機能は引き継ぎ、AP 注文作成やマニュアル
注文発注に有効な機能が追加されます。

※現在開発中。画像はイメージです。

7. スマートフォンアプリ登場！（2 月中旬予定）
2015 年 2 月には、トライオート FX 専⽤のスマートフォンアプリをリリース予定です。
iPhone および Android 版を提供いたします。

※現在開発中。画像はイメージです。

8.その他、たくさんのアップデートを⾏います (1 月 12 日より順次実施予定)
●AP 注文の利益確定幅と損切り幅を拡⼤。より柔軟な発注が可能になります。（12 月 20 日先⾏リリース）
利益確定幅の最大値を 500pips から 1,000pips（予定）に拡大します。また、損切り幅を設定しない注文が
可能になります。AP 注文は基本的に損切り幅が必ず設定されるように設計しており、デフォルトの売買スタ
イル（AP 注文の設定値）には損切り幅が必ず設定されています。
お客様から「場合によっては損切り設定をしない売買戦略もあり、それができないことは戦略の幅を狭めて
しまう」との強い要望を多数いただいたため、熟考の末、お客様の判断で損切りを設定しない注文ができる
よう仕様を変更いたしました。
●AP 注文をアップロード、ダウンロードできる機能を追加。仕掛けをシェアする。
HOME 画面の各フォルダ内にある AP 注文設定データを全てファイル化し、お客様の PC にダウンロードする
ことができます。それを他のお客様と共有すればお客様同士で投資アイデアをシェアすることができます。フ
ァイルを受け取ったお客様はそれをご自分の PC にアップロードすることで同じ仕掛けを作成することができ
ます。
●稼働中の AP 注文の設定変更が可能に。相場環境に応じて注文を微調整できます。
これまでできなかった稼働中の AP 注文の設定変更がより柔軟に⾏えるようになります。相場に合わせてお客
様の裁量で微調整できるので、AP 注文をより⻑いスパンで稼働することができます。
●タイプ「レンジ」は不評のため削除いたします。
AP 注文タイプ「レンジ」は利⽤方法が非常に難しく、実際に使⽤し利益を出すことが非常に困難であること
から削除することにいたしました。現在「レンジ」を使⽤している場合は、引き続きご利⽤いただけます。
●その他、お客様からのアンケートより要望の多かった「セーフティ項目追加」、
「取引時間外での AP 注文設定」
についても対応してまいります。
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 公式サイト

http://www.triauto.jp/
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。
●売買手数料は、新規注文・決済注文ともに無料です。●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。

●TriAuto 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/
※2015 年 1 月 12 日（予定）以降、AP 注文の新規および決済取引の取引価格にマークアップ手数料が内包されます。

