
 

 

 

「FX は実は０円から始められるって知っていましたか？」 

 

 

※※注意※※ 

このブログでは、FX トレードの魅力や楽しさをお伝えしていますが、 

必ずしも利益を保証するモノではありません！ 

当たり前ですが、投資には常にリスクは付き物であり、常に自己責任が伴います。 

それらを理解したうえで、ご自身の判断で FX トレードを行ってください。 

 

 



 

初めまして、スエヒロです。 

この度は当レポートに興味を持っていただき、ありがとうございます。 

このレポートでは、FX トレードを資金０円で始める方法を詳しくお伝えしますので 

是非最後まで読んでください。 

それと、メルマガ登録者限定の３大プレゼントも用意していますので、 

是非、メルマガ登録の方もよろしくお願いします。 

 

それでは、早速ですが、あなたは、 

「FXは実は０円から始められるって知っていましたか？」 

 

 

急にそんなこと言われると「怪しい…」と思われそうですが、 

たったあることをするだけで、本当に資金０円で FX トレードをすることは可能なので

す！ 

もったいぶってもしょうがなのでこれから【資金０円で FX トレードをする方法】を説明し

ていきます。 



資金０円で FX トレードをする方法とは… 

 

それは… 

  

「XM（エックスエム）という海外の FX 口座アカウントを

作るだけです！！」 

 

  

「えっ！たったこれだけ？」 

  

もしかするとあなたは、あまりにも簡単な答えで拍子抜けしたかもしれませんね。 

でも本当に、たったこれだけなのです！ 

 

では、なぜ XM という海外の FX 口座のアカウントを作るだけで資金０円で FX トレー

ドが出来るのかを 

詳しく説明していきますね。 

 

 

なぜ XM の口座のアカウントを作るだけで資金０

円から FX トレードが出来るのか？ 



 

まずは XM の公式サイトのトップページの画像です。 

こちらの画像をよーく見てください↓ 

 

画像中央と右下の赤枠で囲った部分に書いてありますが、 

XM でリアル口座のアカウントを開設するだけで 3000 円分の取引ボーナスが貰える

のです！ 

分かりやすく言えば、 

「新規口座開設をしてくれたお礼に 3000 円分のキャッ

シュバックキャンペーン中！」 

  

ということですね。 

 

もちろんですが、アカウント開設は無料ですし、 

本人確認等もスムーズに行けば最短でその日～１日で貰えます。 



（※週末に申し込むと翌週に持ちこされます。） 

 

なのでリスク無しで FX トレードを始めることが出来るのです。 

コレって、FX トレードに興味のある人にとって 

「めちゃめちゃお得な情報」 

だと思いませんか？ 

  

それと同時に、 

「FX は資金が多少必要…」 

と思っていたアナタの中の FX のイメージも崩壊したのではないでしょうか？ 

 

「でも、その XM って海外の会社なんでしょ？本当に大丈夫？」 

「国内の FX 会社でもキャッシュバックやっているんじゃない？」 

と思ったあなたに国内の FX 会社のキャッシュバックの秘密を暴露しますね。 

  

 

国内の FX 会社のキャッシュバックの条件とは？ 

 

国内の FX 会社もほとんどが新規口座開設のキャッシュバックキャンペーンを行って

いますが、 



実は先ほど紹介した XM のように、新規口座を開設しただけではすぐにもらえませ

ん。 

（※全てを調べたわけではありませんが） 

  

各国内の FX 会社のキャッシュバックキャンペーンの時期やタイミングによって 

数千円～数万円もらえたりしますが、そのキャッシュバックの条件のほとんどが、 

・新規口座開設後に数千円～数万円の入金が必要 

・入金後、１～数回のトレードをすることが必要 

・キャッシュバックがもらえるまである一定期間資金移動は NG 

などの条件があるのです。 

（※全てを調べたわけではありませんが条件は各 FX 会社のキャンペーンの時期やタ

イミングによって変動します。） 

  

それらの条件を満たして初めてキャッシュバックが適用されるのですが、 

そのキャッシュバックが貰えるのは最短で１ヶ月後～数ヶ月くらいはかかります。 

（※もちろんその条件でも美味しいではありますが） 

  

やっぱり XM の口座開設が一番お得！ 

ここまで読み進めてもお分かりのように、国内の FX 会社のキャッシュバックは 

XM のキャッシュバックに比べてもらえる金額が高い所もあるのですが、 

もらえる条件のハードルやスピードで比べると圧倒的に XM の方がお手軽ですよね。 



もちろん、FX の口座は個人で複数アカウントを作ることも可能ですので、 

もしあなたが資金に余裕があるのであれば、XM と国内のキャッシュバックの金額や

条件が安易な 

会社の口座を作っておくのも全然アリです。 

  

しかも、先ほどの画像にも書いていましたが、 

世界中の FX トレーダーの間でもっとも多くのトレーダーが利用している FX 会社がこ

実はの XM なのです！ 

「世界シェアNo1」といわれている FX会社なので、日本人も多くの方が利用していま

すので 

信頼度も高い事がうかがえますよね。 

口座開設はもちろん無料ですので、試しに作ってみておいても良いかと思います 

 

さらに XM のメリットはこれだけではないのです。 

XM は国内のどの FX 会社にもない「あるシステム」があるので、 

もしあなたが、今後 FX トレードを始めるのであればかなり安心できるメリットとなるで

しょう！ 

XM のあるシステムやその他のメリットについて 

ココから先、詳しくお話しします 

 

世界シェア No.１【XM】（エックスエム）とは？ 



世界シェアNo.１【XM】エックスエムの魅力と9つのメリットの前に【XM】（エックスエム）

とは 

どんな会社なのかを説明しておきます。 

  

【XM】とは、正式名称は『XMtrading』という名前で、 

「Trading Point of Financial Instruments Ltd 社」が運営している海外 FX 業者

であり、 

全世界 196 ヵ国で FXサービスを展開している日本でも人気ナンバーワンの海外 FX

業者なのです。 

また、海外 FX 業者の中で最も総合評価が高く、 

「安全性」、「信頼性」、「取引環境」が高いレベルで揃っている日本でも最も人気が高

い海外 FX 業者です。 

 

 

 

https://clicks.pipaffiliates.com/c?m=7814&c=415956


世界シェア No.１【XM】エックスエムの魅力と 9

つのメリットとは？ 

 

早速ですが、【XM】についての魅力と 9 つのメリットをざっくりと紹介するとこんな感じ

です↓ 

1. 口座開設するだけで￥０でトレードが出来る！ 

2. 口座入金ボーナス 100％バックがある。 

3. 追加入金のボーナスがある。 

4. 入金手数料が無料！ 

5. レバレッジが最大 888 倍！ 

6. トレードの結果でボーナスポイントが貰える！ 

7. 世界中のプロトレーダーが愛用する「MT4」ツールが使える！ 

8. 日本語対応 Ok!多くの日本人トレーダーも利用している。 

9. 国内 FX 業者にはない、「ゼロカットシステム」があるので安心！ 

それでは、これらを一づつ説明していきます♪ 



【XM】は口座開設するだけで￥０でトレードが出来る！ 

 

【XM】には基本的に、「デモ口座」と「リアル口座」の２種類があります。 

先ず、「デモ口座」とは、世界中のトレーダーが見ている、実際のリアルチャートを見な

がら 

トレードをするのですが、そのトレードで使う資金は本物のお金ではなく、 

バーチャル（仮想）のお金を使ってトレードをします。  

要するに、FX 初心者向けの練習が出来ると言うことですね。 

  

実際のリアルチャートを見て分析もできますし、MT4 ツールの使い方も勉強できます

ので 

FX 初心者には持ってこいです。（※もちろんデモなので勝っても出金は出来ません） 

⇒ 【XM】でデモ口座を開設する 

  

そして、「リアル口座」とは、実際のお金を入金してトレードができる口座です。 

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=415956&l=ja&p=5


「リアル口座」には、「スタンダード口座」、「マイクロ口座」、「ZERO 口座」と３種類あ

りますが、 

基本的には「スタンダード口座」を開設すると各種ボーナスポイントが貰えます。 

  

ちなみに、【XM】では、最低入金￥５００～入金が可能ですが、 

初回限り、リアル口座を開設するだけでなんと￥３０００分のボーナスポイントが貰え

るのです！ 

この￥３０００分のボーナスポイントで実際にトレードを開始することができます！ 

なので、リアル口座を開設すれば、実質￥０で FX トレードを始めることができるので

す！ 

  

一般的に FX と聞くと、「たくさんの資金が必要」なイメージがありますが、 

【XM】だと口座開設はもちろん無料なので、タダでトレーダーが始められるのです！ 

もちろん、この￥３０００分のポイントは出金出来ませんが、このポイントを使ってトレ

ードをし、 

利益を出せば、出金することも可能なので資金￥０で稼ぐことも可能なのです。 

  

これってメチャメチャお得だと思いませんか？ 

  

一つ注意点は、このポイント使って利益が出た場合、利益分は出金できますが、出金

後には 

この￥３０００分のポイントは消えますので注意。 

 

 



【XM】は口座入金ボーナス 100％バックがある。 

  

次に、「口座入金ボーナス 100％バック」について説明します。 

【XM】では、リアル口座を開設後に資金を入金すると、最大で５万円分まで 

100％ボーナスが貰えちゃいます。（※XM 太っ腹！） 

もっと、わかりやすく説明するとこんな感じです↓ 

  

●￥５００～￥５００００までは、100％ボーナス！（※単純に資金が２倍にな

るということ） 

●￥５００００以上～は、５万円分のボーナスが貰えます。（※入金額+5 万

になるということ） 

このボーナスもめちゃめちゃ美味しいですよね♪ 

  

注意点は、このポイントも出金は不可。利益分は出金できますが、 

出金後にはボーナスポイントは消えますので注意。 

【XM】は追加入金の 20％ボーナスがある。 

  

【XM】には、さらにお得な追加ボーナスがあります♪ 

それは、追加入金額に対して 20％のボーナスが、最大で＄4500 分も貰えちゃうの

です！ 



日本円に換算すると、約４５万円相当分の使いボーナスが貰えるということですね。 

わかりやすく説明しますと↓ 

  

●追加入金￥10000 した場合→ 追加ボーナス 20％なので、￥2000 相

当のポイントが貰える。 

●追加入金￥100000 の場合→ 追加ボーナス 20％の￥20000 相当の

ポイントが貰える。 

  

この 20％ボーナスの最大は約 45 万円相当まで貰えるので、それを使いきるまで入

金する度に 

追加入金ボーナスがもらえるということです。 

  

ちなみに FX はよく、トレードするだけではなく、 

「入金から出金するまでが FX」 

と言われます。 

要するに、トレードで利益が出たからと言って FX 口座に資金をそのまま置いておくの

ではなく、 

小まめに資金を出し入れした方が利益が残るということですね。 

この件に関しては、また別の記事で詳しく書きますので、今回は割愛させていただき

ます。 

  

こちらも注意点は、このポイントも出金は不可。利益分は出金できますが、 

出金後にはボーナスポイントは消えますので注意。 

 



【XM】は入金手数料が無料！ 

  

XM では、入金する際の基本、手数料を負担してくれるので無料になります。 

要するに、手数料が無料ですので入金した金額がそのまま XM の口座に反映される

ということです。 

XM で入金できる方法は以下になります↓ 

  

１、デビットカード ￥500～入金 OK！即時口座に反映 手数料無料（※

XM が負担します） 

※デビットカードはお使いの銀行口座と直結なので資金管理がしやすいが、

入金は銀行営業時間のみとなります。 

２、クレジットカード ￥500～入金 OK！即時口座に反映 手数料無料

（※XM が負担します） 

※平日24時間OK! ただし、クレジットカード入金は一時的にカード会社か

らお金を借りている状態になるので、クレジット額の使いすぎに注意！（※

XM で使えるカード会社は VISA,Maestro,JCB のみです） 

３、ビットウォレット ￥500 入金 OK！即時口座に反映 手数料無料（※

XM が負担します） 

※クレカ同様平日２４時間 OK! web 上のお財布なので、デビットカード、ク

レジットカード、銀行からビットウォレットに入出金可能だが、入出金の際に

ビットウォレット側に 0.5～5％の手数料が発生します。（※カード会社や銀

行等で手数料が変動します。） 

４、国内銀行入金 銀行の営業時間内のみ送金可能で、XM 口座に反映さ

れる時間は、30 分～1 時間程度。 ￥10000 以上なら手数料無料（※

XM が負担します）  



※￥10000 以下の場合は、手数料が￥1000 前後の手数料がかかります。

銀行営業時間外の場合は翌日、もしくは週明けに反映されます。 

また、XM の口座に入金の際は、名前を「ローマ字変換+MT4/MT5 の口

座番号」の入力が必要です。 

例）山田花子さんの場合→ HANAKO YAMADA 12345 

※入金に関しては、ほとんどの国内銀行で可能らしいですが、出金に関しては、海外

送金に対応している銀行が限られているので注意！  

入出金に関しては、海外業者なので、めんどうに感じるかもしれませんが、実は国内

の業者同様、 

マネーロンダリング防止、クレジットカードの現金化防止などを防ぐ為でもあります。 

  

【XM】は、レバレッジが最大 888 倍！ 

  

XM の最大の魅力は、なんといっても「レバレッジが最大 888 倍」ということ！ 

これは、日本国内の FX 業者は最大で２５倍なので、比べると一目瞭然ですね♪ 

このハイレバレッジが世界的に人気の理由でもあります。 

  

ちなみに、レバレッジ（leverage）とは、 

投資に自己資本を元本として資金調達を行い、取引額を自己資金以上に引き上げる

ことです。 

レバレッジを直訳すると「てこ」又は「てこの原理」と訳されます。 

わかりやすく言いますとレバレッジとは、 



「自身のお金を担保に、それ以上のお金を借りてトレードする取引方法」 

というイメージだとわかりやすいと思います。 

  

要するに、小額の資金でも大きく儲けられる可能性があるということですね。 

  

【XM】はトレードの結果でボーナスポイントが貰える！ 

  

XM では、あなたがトレードで利益を出すと、その利益に対してのボーナスポイントま

で貰えます♪ 

貰えるボーナスポイントは、４つのランクによって異なりますが、 

１lot のトレードに付き 10 ポイント～最大で 20 ポイントが貰えます。 

４つのランクと貰えるポイントは以下の通りです↓ 

●EXECUTIVE 口座開設後～30 日以内の取引日数のランク → 

10XMP/ロット 

●GOLD 30 日以上の取引日数～60 日以内のランク → 13XMP/ロ

ット 

●DIAMOND 60 日以上の取引日数～100 日以内のランク → 

16XMP/ロット 

●ELITE 100日以上の取引日数～の最上位ランク → 20XMP/ロット 

  

これらのランクは、取引日数に応じて、自動的にアップグレードされていきます。 

（※ただし、トレードをしない日は、経過日数にカウントされませんので注意） 



  

ちなみに、こちらのポイントは即時反映され、貯めることも可能ですし、 

即時に口座へポイントを移動して資金として使うことも可能です。 

 こちらも注意点として、ポイント自体は出金不可。出金した場合ポイントは消えます。 

【XM】は世界中のトレーダーが愛用する「MT4」ツールが

使える！ 

  

XMでは、世界中のトレーダーが愛用する FXツール「MT4」を使ってトレードをするこ

とができます。 

ちなみに、MT4 とは、MetaTrader 4（メタトレーダーフォー）の略で、テクニカル分析

がしやすく、 

カスタマイズも可能な超優秀な FX トレードツールなのです。 

（※FX では勝ち続けるためにテクニカル分析は必須です！） 

 しかもダウンロードは無料！ 

  

さらに、PCではWindows、Macにも対応、タブレット用やスマホ用アプリもあります。 

国内の FX業者では、このMT4を使える業者はほとんどないので、日本人トレーダー

が 

XM の口座を開設して MT4 を使ってトレードする人が多い理由のひとつでもありま

す。 

※MT4 はデモ口座でもご利用いただけます。 



【XM】は日本語対応 Ok!多くの日本人トレーダーも利用し

ている。 

  

XMは、海外の FX 業者ですが、XMのHPをご覧になってわかるように、日本語対応

OK です。 

メールやスカイプでの日本語対応ももちろん OK! 

日本人スタッフが常駐しているので、FX 初心者でも困った時には安心です。 

そういった理由もあって、日本人トレーダーが海外 FX 業者の中でダントツで 

XM を利用している人が多いのです。 

  

【XM】は国内 FX 業者にはない、「ゼロカットシステ

ム」があるので安心！ 

  

XM では、国内 FX 業者にはない最大のメリットは「ゼロカットシステム」があることで

す。 

ちなみに、「ゼロカットシステム」とは、もし、トレード中に急な値動きがあって、手持ち

の資金以上に 

マイナスになった場合、XM がマイナスになった分を負担してくれるということです！ 

なので解りやすく言うと、資金を０に溶かすことはあっても、 



それ以上にマイナス（借金）することがないということです。（※通称「追従なし」とも言

います） 

  

実は、日本国内の FX 業者には、この「ゼロカットシステム」はどこにもありません！ 

  

理由は詳しくは調べていませんが、金融庁や日本の法律上の関係で「ゼロカットシス

テム」は 

日本ではできないそうです。（※理由が気になる方はご自分でお調べ下さい。） 

  

「ゼロカットシステム」の無い国内の FX 業者の場合、 

もし、先ほどの例のように、トレード中に急な値動きで資金以上にマイナスが出た場

合、 

一時的に国内の FX 業者に借金をするという形となるのです。 

そして、そのマイナス分は、金額にかかわらず法律で２４時間以内に支払わなければ

いけないのです。 

数万円くらいまでなら、どうにか２４時間以内に支払いできそうですが、 

これがもし、数十万～数百万以上の金額だと考えると……とても恐ろしいですよね？ 

  

巷で、「FX で借金を背負った…」、「FX で一夜で借金が…」という話は 

こういう理由があるからなのです…。 

（※それを避けるために国内 FX 業者にも「ロスカットシステム」はあります。） 

なので、僕があえて国内の FX 業者ではなく、XM をおススメする理由は、 

リスクを最小限に抑えることが出来る「ゼロカットシステム」があるからなのです。 



  

ぶっちゃけ海外 FX 業者のほとんどがこの「ゼロカットシステム」を採用していますが、 

他の海外FX業者よりも、世界シェア№１のXMの方が信頼度や安心感が高いと思い

ます。 

実際に、ゼロカットで追従なしになったとかいう話はネットを調べればすぐにでてきま

すので、XM がちゃんと対応していることがわかります。 

  

ただし、この「ゼロカットシステム」があるからといって、無謀なトレードしたり悪用厳禁

ですので正しいトレード知識や良識の範囲内で FX を楽しむことをおススメします。 

  

【XM】についての魅力と 9 つのメリットのまとめ 

さぁここまで、XM の魅力と９つのメリットについてお伝えしてきましたがいかがだった

でしょうか？ 

【XM】についての魅力と 9 つのメリットをまとめますと、 

1. 口座開設するだけで￥０でトレードが出来る！ 

2. 口座入金ボーナス 100％バックがある。 

3. 追加入金のボーナスがある。 

4. 入金手数料が無料！ 

5. レバレッジが最大 888 倍！ 

6. トレードの結果でボーナスポイントが貰える！ 

7. 世界中のプロトレーダーが愛用する「MT4」ツールが使える！ 

8. 日本語対応 Ok!多くの日本人トレーダーも利用している。 

9. 国内 FX 業者にはない、「ゼロカットシステム」があるので安心！ 



でしたね。 

ここまで、XM の魅力や９つのメリットを読んでみて、 

「XM で口座開設をして FX を￥０で始めてみたい！」 

と思った方は、 

こちらからXMの口座開設だけでも先に済ませておいてくださいね。（※先ずはデモ口

座からでも OK!） 

↓↓↓ 

 

 

次は、あえて『【XM】のデメリット』についてお伝えします 

 

XM（エックスエム）】の３つデメリットとは？ 

先ほどまで、『世界シェア No.１【XM】エックスエムの魅力と 9 つのメリットとは？』 

についてお伝えしましたがいかがだったでしょうか？ 

僕も愛用させていただいている【XM】の魅力やメリットが十分に伝わったのではない

かと自負しております♪ 

  

では、ここから先は、『海外 FX 業者【XM（エックスエム）】の３つデメリットとは？』 

についてお伝えします。 

https://clicks.pipaffiliates.com/c?m=7768&c=415956


海外 FX 業者【XM（エックスエム）】の３つデメリッ

トとは？ 

 

それでは、XM の３つのデメリットについてざっくりあげるとこちらです↓ 

1. XM のスプレッドは国内 FX 業者に比べて安くはない（水準並み） 

2. XM は完全信託保全ではない 

3. XMは海外FX業者なので国内業者に比べて送金に手間がかかる？ 

  

それでは、これらの３つを詳しく説明していきます。 

XM のスプレッドは国内 FX 業者に比べて安くはない

（水準並み） 

  

まず、「スプレッド」とは、トレード毎にかかるいわば手数料のことです。 

国内外問わず、どの FX 業者もこのスプレッドで会社の利益を上げているので、 

スプレッドが０ということは基本ありません。 

我々トレーダーは、FX業者が準備したシステムをお借りしてトレードをさせていただい

ているので、 

まぁ解りやすく言うとトレードをするたびに、 

「場代を払っている」 

という認識でよいかと思います。 



  

XM のスプレッドは国内 FX 業者に比べるとやや高め？というか、平均水準並みと言

われています。 

（※高すぎず、安くもないということ） 

ちなみに、FX トレードには基本的に４つのトレード方法があり、 

 数秒～数十分以内にトレードを終える、【スキャルピングトレード】 

 数時間～２４時間以内にトレードを終える、【デイトレード】 

 数日～数週間かけてトレードをする、【スイングトレード】 

 数ヶ月～数年かけてトレードをする、【ポジショントレード】 

の４つのトレード方法があります。 

  

なので、トレーダーにとってスプレッドが安い方がコスト削減にもつながりますので、 

特に、短期決済のスキャルピングトレードやデイトレードをする方には、 

XM のスタンダード口座は向いていないかもしれません。 

（※どの FX 業者もそうですが、スプレッドがあるので、エントリー（トレード）すると必ず

マイナスからのスタートとなります。 わかりやすく言うと、エントリーした瞬間、先に手

数料を払わなければならないという感じです。） 

ですが、FX 初心者でも比較的とりくみやすいスイングトレード、 

資産家がおこなうポジショントレードに関しては、ポジションを比較的長期保有するの

で、 

スプレッドはあまり気にならないかもしれません。 

  



XM は完全信託保全ではない？ 

XM は「完全信託保全」ではないらしいです。 

ちなみに、完全信託保全とは、 

顧客の資金を完全に金融機関の信託口座に預けて分別管理することです。 

  

要するに、もし、XM が倒産してしまった場合、顧客の資金が 

「全額帰ってくるとは断言できない」ということです。 

ですが、XM は顧客の資金と、経営資金をバークレイズ銀行に分別して管理をしてい

るようなので、 

万が一倒産しても顧客資金が全て帰ってこないとは考えずらいそうです。 

  

XM は海外 FX 業者なので国内業者に比べて送金に手

間がかかる？ 

  

この件に関しては、XM のみならず、どの海外 FX 業者にはあてはまることだと思いま

す。 

FX 口座じゃなくて、普通の銀行口座でも海外の口座に送金するのは 

普通に時間がかかりますからね…。 

まぁそういった点でいえば、日本に住んでいる方は国内 FX 業者の方が送金は楽だと

思います。 



  

他の海外 FX 業者はどうか知りませんが、 

XM は入金に関しては、国内のほとんどの銀行から出来るようですが、 

送金に関しては、海外送金 NG の銀行が多数あるため、送金できる銀行が限られて

しまいます。 

（※ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、じぶん銀行、みずほ銀行、新生銀行には入金

は OK だが送金不可×） 

  

XM から送金できるおススメの銀行は、ソニー銀行と住信 SBI ネット銀行で、 

他の銀行に比べて手数料が￥2500 程度で安く済むそうです。 

ちなみに、ソニー銀行と住信 SBI ネット銀行以外その他の銀行では、手数料は

￥5000 前後かかるそうです。 

（※送金手数料はXM側が負担してくれますが、中継銀行で発生するコルレス手数料

や受取側で発生する受取手数料は顧客負担となります。） 

  

余談ですが、クレジットカードやデビットカード、ビットウォレットの場合は、 

入金した金額と同等の金額までなら送金は Ok！ 

それ以上の金額（FX で得た利益分）は結局、海外送金でしかできないので、 

そう考えると、入金も最初からソニー銀行か住信 SBI ネット銀行でやったほうが良い

かもしれませんね。 

  

 

【XM（エックスエム）】の３つデメリットのまとめ 



 

今回は、あえて XM のデメリットを３つお伝えしましたがいかがだったでしょうか？ 

XM の魅力が半減しましたか？ 

  

もちろん、スプレッドは断然安いほうがいいのですが、 

それでも僕が XM を、FX 初心者にすすめる理由は、以前のメリットの記事にも書いた、

「ゼロカットシステム（追従なし）」があるからです。 

これは、あくまでも個人的な考えですが、相場の世界は、いつ何が起こるのか誰にも

予測できませんので、 

どんなにスプレッドが安くても、ある日一夜にしてトレードで借金を背負うリスクのある 

国内 FX 業者よりは、「ゼロカットシステム」のある XM の方が安心してトレードができ

ると思います。 

  

送金に関しては、国内業者に比べてたしかに時間と手間はかかりますが、 

FX トレードで得た利益をワクワクしながら気長に待つのも良いかと思います。 

（※最初は本当にちゃんと届くのかドキドキかもしれませんが…） 

  

ちなみに、XM で送金したお金が届かないというトラブルは特にないようですが、 

たまに、ネット上で XM の送金トラブルの記事を見かけます。 

そのほとんどが、送金 NG の銀行に送金してる話ばっかりですけどね。 

  

事前に調べておけば回避できる事ばかりなので、このレポートを読んでいるあなたは

きっと大丈夫でしょう。 



FX トレードには【４つのスタイル】がある！その特

徴とは？ 

FX トレードには実は、【４つのスタイル】があるのをアナタはご存知ですか？ 

ほとんどの方が、FX は一日中チャート画面に張り付いてトレードしいる 

というイメージがあると思いますが、実はそうではありません！ 

 

FX トレードの【４つのスタイル】とは？ 

 

FX トレードには基本的に４つのトレードスタイルがあります↓ 

 数秒～数十分以内にトレードを終える、【スキャルピングトレード】 

 数時間～２４時間以内にトレードを終える、【デイトレード】 

 数日～数週間かけてトレードをする、【スイングトレード】 

 数ヶ月～数年かけてトレードをする、【ポジショントレード】 

それでは、これらの４つのトレードスタイルの特徴やメリット、デメリットにつ

いて説明します。 

【スキャルピングトレード】とは？ 

先ず、「スキャルピングトレード」とは、ポジションを数秒～数十分以内しか保有せず 

直ぐにトレードを終える手法のことです。 



要するに、エントリーから決済までが超早いってことですね。 

なので、瞬間的な判断力と集中力が求められますのでチャートから目が離せませ

ん！ 

  

スキャルピングトレードは、ファンダメンタル要素（※世界情勢、要人発言等）が大きく

影響するので、 

何時に各国のどんなイベントがあるかを事前に把握しておく必要があります。 

それを FX の世界では、「ファンダメンタル分析」と言われるのですが、 

もちろんそれだけではなく、過去チャートの分析も大事ですので、 

正直、FX 初心者には難しいトレードスタイルだと思います。 

  

スキャルピングトレードのメリットは、 

ほんの数秒～数分で爆発的な利益を上げることが出来ます！ 

（※僕は秒給～分給で数千～数万円ゲットした経験あり！） 

逆にデメリットは、 

短時間で莫大な損益になる可能性も十分にあります。 両刃の剣ですね(^_^;) 

（※数秒～数分で３万円以上損失したこともあります…泣） 

  

この辺は、エントリーするロット数にもよりますが、とにかくファンダメンタル要素など

で、 

ほんの一瞬でチャートが大きく変動することはざらにありますので、 

莫大な利益を狙いに行って、逆に大損しないように注意が必要です。 

  



【デイトレード】とは？ 

次に、「デイトレード」とは、ポジションを数時間～２４時間以内保有してトレードを終え

る手法です。 

先ほどのスキャルピングトレードに比べるとエントリー時間は長いので、 

瞬間的な判断力や集中力はあまり必要としません。 

なので、デイトレードは FX 初心者にも向いているトレードスタイルだと思います。 

  

サラリーマンや主婦が、仕事前の早朝にチャート分析をしてエントリーし、 

空き時間や帰宅後ににチャートを確認、決済することも可能です。 

  

なので、デイトレードのメリットは、自分の一日の生活に合わせてエントリー、決済が

できるということ。 

（※別のことをしている合間に利益を得られるのである意味自動化収入です♪） 

しかし、デメリットは、 

その人の性格にもよりますし、FX 初心者によくありがちですが、エントリー後チャート

が気になって 

本業や家事に集中できないということ。（※僕も初めの頃経験あり） 

  

特に FX やり始めの頃ですが、チャート分析をしてエントリーしたつもりでも、 

どうしてもチャートが気になってしまい、ついつい空き時間の度にチェックをするので

すが、 

たまたまチャートを見た時に利益が出ていれば、その場で利確してハッピーな気分に

なれます♪ 



しかし逆に、チャートを見た時にマイナスになっていた時は、ストレスを感じてしまい 

他のことに集中できなくなってしまいがちです。 

  

この辺のメンタルの部分は、 

ある程度の FX トレードの経験を積まないと鍛えられないかもしれません…。 

  

【スイングトレード】とは？ 

次に、「スイングトレード」とは、数日～数週間かけてポジションを保有しトレードをする

手法です。 

先ほどのデイトレードよりも、一回のトレードがもっと長いというイメージが分かりやす

いと思います。 

このスイングトレードも、ご自身のライフスタイルに合わせてゆったりとトレードができ

ますので、 

FX 初心者にもおススメです。（※僕はこの手法をメインで習いながら実践していま

す。） 

  

スイングトレードのメリットは、 

数日～数週間かけて、ゆったりと大きく利益（100pips 前後）を取りにいくので、 

ご自身のライフスタイルにも合わしやすく、それに小額からでもエントリーしやすいの

で、 

半分ほったらかし状態でも可能です。（※エントリー前にテクニカル分析は必須です

が） 



  

逆にデメリットは、 

デイトレードとほぼ同じで、その人の性格や、FX 初心者によくありがちですが、 

エントリー後チャートが気になって本業や家事に集中できないということ。（※僕も初

めの頃経験あり） 

特に、デイトレードよりもエントリー後、長い日数のポジションを保有するので、 

本業や家事が数日もおぼつかなくなったり、ストレスを感じてしまうこともあります。 

  

【ポジショントレード】とは？ 

最後に、「ポジショントレード」とは、数ヶ月～数年かけてポジションを保有しトレードを

する手法です。 

この手法に関しては、一般のトレーダーでやる人はほとんどいないと思います。 

理由は、ポジションを数ヶ月～数年も保有できる 

資金とマインドに余裕がある人にしか出来ないからです。 

ざっくり言うと、資産家や大富豪の方がやるトレードスタイルです（笑） 

  

FX 初心者はおろか、一般のプロトレーダーでもこの手法はほぼやらないでしょう。 

というか、出来ないです（苦笑） 

なので、こちらのトレーダースタイルに関しては基本スルーで構いません。 

  



FX の４つのトレードスタイルのまとめ 

 数秒～数十分以内にトレードを終える、【スキャルピングトレード】 

 数時間～２４時間以内にトレードを終える、【デイトレード】 

 数日～数週間かけてトレードをする、【スイングトレード】 

 数ヶ月～数年かけてトレードをする、【ポジショントレード】 

今回は、FX には４つのトレードスタイルがあり、 

そのトレードスタイルによってのメリットやデメリットがあることをお伝えしましたが 

いかがだったでしょうか？ 

 

やはり FX 初心者が取り組むなら、デイトレードかスイングトレードが学びやすく、 

全体的なリスクも最小限に抑えられるかと思います。 

 

 

 

「FX はギャンブルではなく、立派なビジネス！」 

 

「FX はギャンブルではなく、立派なビジネス！」 

だと僕は思っています。 

この考え、もしくはこのマインドがないと正直FXトレードをやり続けることは厳しいと思

います…。 



なぜ、FX はギャンブルではなく、立派なビジネスなのか？ 

 

FX トレードは楽しむことも大事ですが、パチスロや競馬のようなギャンブル感覚でや

ると、 

まぐれで勝つことはあっても、勝ち続けることは出来ません…。 

むしろ、ギャンブル感覚で FX にのめり込んでしまうと、 

負けた分を取り戻そうと暑くなりすぎてしまい、 

無駄なトレードを繰り返してしまって、 

気がつけばあなたの大事な貯金や財産を失っていまう恐れがあるのです…。 

  

この様な“負のループ”に陥ってしまうと、下手すりゃ人生詰んでしまいます…。 

せっかく、FX トレードでお金を増やす為にはじめたのに、 

人生詰んでしまったらどうしようもありません。 

  

なので、個人的におススメなのは、 

実際に FX トレードで生計を立てている、いわばプロトレーダーから 

ちゃんとした FX の知識や勉強法を学ぶことをおススメします。 

（※現在、僕は友人のプロトレーダーから習いながら勉強中です） 

  

 



ぶっちゃけ、FX は独学が厳しい理由とは？ 

  

ぶっちゃけ、独学でネットの情報や、本だけで学んでも、 

よほどのチャートを分析するセンスがない限り、相当の労力と時間と財産を費やすこ

とになります。 

もちろんそれで FX で勝ち続けるスキルが身につく保証もありません。 

  

独学で学ぶ、という選択自体も僕はギャンブルだと思います…。 

  

独学でトレーダーとして成長出来るかわからないリスクよりも 

トレーダーとして成果を出し続けている方から学んだ方が 

リスクを最小限に抑えることが出来るはずです。 

  

なので、FX トレードの世界で勝ち続けるスキルを最速で身に付ける唯一の方法は、 

現役のプロトレーダーから学ぶことをおススメします。 

FX のみならず、どんなビジネスでも最速でそのジャンルのスキルを身に付けるには、 

「そのジャンルで結果を出し続けている人から習う！」 

そのほうが、効率良く自身のスキルアップになるのです。 

  

当たり前ですが、投資の世界には 100％儲かるという保証はありません。 

（※100％儲かるという投資話はほぼ詐●です） 



それは、FXだけではなく、株やビジネス、どんな投資にもリスクは付き物ではあります

が、 

しかし、ある程度のリスクを覚悟で本気で取り組むことからこそ自身の成長にも繋がり

ますし、 

今よりももっと豊かになる可能性があるです。 

  

どうせ楽しく FX トレードをやるのであれば、 

最初から真剣に学びながらスキルアップしていきましょう。 

初めはデモトレードから体験し、ある程度結果が出てきたらアルトレードに移行し、 

先ずは小額のトレードから始めていきましょう。 

最初は、負けることが多いかもしれませんが、 

真剣に学べば、知識と経験を積みながら勝てるようになっていきます。 

そうすれば、数年後には、一生食いっぱぐれないスキルと経験を得ることができ 

今よりももっと素晴らしいライフスタイルを送ることが出来ると信じています。 

  

「FX トレードはギャンブルではなく、立派なビジネス！」 

 

これが僕が思う FX の魅力と可能性です。 

 

 

 

 



最後に 

当レポートを最後まで読んでいかがだったでしょうか？ 

このレポートを通じて FX トレードに魅力や可能性を感じていただけたのなら嬉しく思

います。 

また、当レポートをダウンロードして頂いた方限定の３大特典プレゼントも是非ゲットし

ていただき、あなたの今後の FX トレードにお役立て下さい。 

【特典 1】FX 初心者サポート動画(XM の口座登録方法など) 

【特典 2】FX の軍資金 10 万円をサクッと調達する方法 

【特典 3】僕の FX の師匠である A 氏のプレゼント付 FX 講座への特別ご招待権利 

 

それでは、最後までレポートをご覧いただきありがとうございました。 

 

公式 HP: https://s-hiro.com/FX/ 

 

 

スエヒロ 
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