
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)が運営する公式 YouTube チャンネ

ル『外為どっとコム 公式 FX 動画 ch』の登録者数が、このたび、かねてから当社の一つの目標であった 5

万人を突破しましたことをお知らせいたします（2022 年 8 月時点）。

 

https://www.youtube.com/user/gaitamest 

 

報道の通り、2022 年 7 月には 1 ドル 139 円台を記録し、春から「円安」が続いています。この円安時代をき

っかけに、改めて外貨投資について注目度・関心が高まっています。 

当社では、このタイミングで FX取引の可能性を学びたい方、より深い情報をお求めの方など多くの方のニー
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株式会社外為どっとコム 

FX専門 YouTube『外為どっとコム 公式 FX 動画 ch』 

チャンネル登録者数 5 万人を突破！ 

平日毎日 21時のライブ配信セミナーなどが好評！ 

視聴者限定キャッシュバックキャンペーンも開催中！ 



ズに寄り添えるよう、外貨投資についての基礎的な動画のほか、FX トレードに活用できる内容を 3 分でまと

めた動画など、投稿数を増やしたことが、登録者数増加の要因と考えております。 

 

■ 『外為どっとコム 公式 FX 動画 ch』概要 

同チャンネルは、個人投資家へ外国為替に関する情報発信を行う目的で開設されたものです。元外銀ディ

ーラーから個人投資家まで、幅広い FX投資家が出演しております。2022年 7月は、約 160本を超える動画

コンテンツを配信し、YouTube Short 動画、投資系 YouTube チャンネルとのコラボ動画の他、時事ニュース

や経済指標などに合わせたタイムリーな情報配信が好評を博しております。 

さらに、著名な経済アナリストなどのゲストを招いた 19 時台からのオンラインセミナーのほか、平日毎日 21

時にライブ配信セミナーも実施しています。 

LIVE 中に質問もでき、視聴者に寄り添った解説も人気です。また、セミナー内容は YouTube チャンネル内で

録画視聴も可能となっています。 

 

また、2022 年 8 月より当社が新イメージキャラクターに起用いたしました、俳優の鈴木亮平さん登場の

WEBCM も同チャンネルにて公開しております。 

【鈴木亮平さん登場 WEBCM 再生リスト】 

 

■ 「平日毎日 FX ライブ配信」（外為どっとコム総研 主催） 

当社の子会社である株式会社外為どっとコム総合研究所の「TEAM ハロンズ」所属のメンバーが視聴者のコ

メントに回答しながら配信する、視聴者参加型のライブ番組です。 

外国為替レートを動かす注目材料の紹介、テクニカル分析でエントリーポイントや利食い・損切りポイントを

解説し、当社の FX 取引サービス『外貨ネクストネオ』を用いて実際にリアルトレードも行っています。 

【「平日毎日 FX ライブ配信」再生リスト】 

●TEAM ハロンズ視聴者限定キャンペーン実施中！ 

   通常の口座開設特典と併せて、新規取引１回１万通貨(10lot)以上で 7,000 円プレゼント！ 

 

※リアルトレードについて 

前提条件（詳細は動画の概要欄をご確認ください。） 

・番組内で発表するトレード方針は、TEAM ハロンズとしての見解のため、実際の投資は自己責任でお願いします。 

・トレンドが発生していない場合、トレード方針を発表しない場合もあります。 

・外貨ネクストネオでは、外為どっとコム総合研究所の法人アカウントで FX取引を行います。 

 

 

■ 『外為どっとコム 公式 FX 動画 ch』 

https://www.youtube.com/user/gaitamest 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnjE5aZyXB94aQDlQBEm8acVFIkMFCshi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnjE5aZyXB96tydkoGLF8nF9tTeDeARAj
https://www.youtube.com/user/gaitamest


●その他注目動画 

https://www.youtube.com/user/gaitamest/playlists 

・外為マーケットビュー 

・3 分テクニカル分析 

・酒匂隆雄の週刊独り言 

・どうなる FOMC 

・井上義教の明快！テクニカルレビュー 

・これからはじめる FX テクニカル教室 

・米雇用統計ライブ 

 

■ サブチャンネル『外為どっとコム 公式 FX 初心者 ch』 

https://www.youtube.com/channel/UCjxLGpsR3OfSFtP7T2513Bw 

FX 初心者へ向けた内容に特化した、より基礎から学べる動画を発信しています。ほぼ毎日発信される初心

者向けの情報に触れ続けることで、徐々に外国為替についての知見が高まるよう、具体例を用いたり、用語

解説をおりまぜながら配信を行っています。 

 

 

■ 外為どっとコム 20 周年を記念した“総額 1 億円”キャンペーン【第 2 弾】 総額 2,500 万円相当※

の「純金」プレゼントキャンペーンご応募受付中！ 

当社では 2022 年 4 月からの 1 年間を「20 周年記念イヤー」とし

て、お客様からの多大なるご支援への感謝の気持ちを込めたキャ

ンペーンを実施しています。 

“総額 1 億円”キャンペーン第 2 弾として「総額 2,500 万円相当※

の純金プレゼントキャンペーン」を開催中およびエントリーを受付

中です。 

※2022 年 7 月 20 日時点の金相場換算 

 

●純金 1kg 1 名様コース 

対象期間中にエントリーされた『外為どっとコム会員様』の中から抽選で 1名様に「純金 1kg」（8,427,000円相

当※）をプレゼントいたします。 

 

●純金 10g 200 名様コース 

対象期間中にエントリーされ、『外貨ネクストネオ』で 50 万通貨（500Lot）以上の新規注文のお取引をされた

お客様の中から抽選で 200名様に「純金 10g」（84,270円相当※）をプレゼントいたします。さらに取引数量に

よって当選確率が上昇し最大 20 倍になります！ 

 

https://www.youtube.com/user/gaitamest/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCjxLGpsR3OfSFtP7T2513Bw


●対象期間（両コース共通） 

2022 年 7 月 29 日(金)午前 7 時 00 分～同 10 月 29 日(土)午前 5 時 55 分 

 

●キャンペーン詳細・エントリー方法 

下記キャンペーンページよりご確認ならびにエントリーください。 

https://www.gaitame.com/20th/campaign/billion-2nd.html 

 

 

■ FX による積立投資ができる『らくらく FX 積立』新規口座開設でもれなく、すぐに使える 200 円相当

の FX ポイントプレゼント！ 

対象期間中に外為どっとコムで初めて FX積立口座(以下、『らく

らく FX積立』) を開設された方にもれなく 200円相当の FXポイ

ントをプレゼントいたします。 

 

●対象者 

外為どっとコムで初めて『らくらく FX 積立』を開設されたお客様 

※『外貨ネクストネオ』のみの新規口座開設は本キャンペーンの対象外となりますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

●対象期間 

2022 年 7 月 1 日(金)午前 6時 00 分～同 10 月 1 日(土)午前 5 時 55 分 

 

キャンペーンの諸条件については下記キャンペーンページをご覧ください。（エントリー不要） 

https://www.gaitame.com/campaign/rakutsumu/ 

 

●『らくらく FX 積立』について 

FX 初心者の利用者増やコロナ禍のニーズの変化に対応した新サービス『らくらく FX 積立』は、通貨ペア・金

額・レバレッジ・頻度をあらかじめ設定し、 定期買付注文が可能な FX 取引サービスです。 

100 円から（※）積み立てられるため、初心者の方でも安心して手軽に始めやすい、中長期的な資産運用を

提案するサービスとなっており、2021 年 5 月より開始いたしました。 

※通貨単位で指定する場合は 1通貨単位ごと、円単位で指定する場合は 100円以上 1円単位（最低 1通貨相当）

とします。 

 

 

 

今後も外為どっとコムでは、お客様と FX とのよい出会いのきっかけとなり、FX を通じて人生がよりよく豊

https://www.gaitame.com/20th/campaign/billion-2nd.html
https://www.gaitame.com/campaign/rakutsumu/


かなものになるお手伝いができるよう、引き続き全社一丸となって各種機能・サービスのさらなる拡充に注力

いたします。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社外為どっとコム 

担当： 渥美（あつみ）、橋本（はしもと） 

ＴＥＬ： ０３－５７３３－３０６１ （受付時間：９時～１８時） 

ＦＡＸ： ０３－５７３３－３０６３ 

お問い合わせフォーム ： https://www.gaitame.com/inquiry/ 

 

【会社概要】 

株式会社外為どっとコム  代表取締役社長： 竹内 淳 

所在地： 〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号 

ＵＲＬ： https://www.gaitame.com/ 

主たる業務： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業 

店頭外国為替保証金取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場

の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取

り組みください。 

＜『外貨ネクストネオ』取引形態：店頭外国為替保証金取引委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取

引金額の保証金率 4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率 1％以上となる額または金融先物取引業協会が

算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証

金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 31 項第 1 号に

規定される定量的計算モデルを用い算出します）売買手数料：0 円『らくらく FX 積立』取引形態：店頭外国為替保

証金取引委託保証金：100％（レバレッジ 1 倍）、50％（レバレッジ 2 倍）、33.34％（レバレッジ 3 倍）（法人のお客様

は、100％（レバレッジ 1 倍）のみ）売買手数料：0 円【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取

引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が

生じます。＞ 

＜『外貨ネクストバイナリー』取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権

利行使となるヨーロピアンタイプ）購入価格：1Lot あたり約 40～999 円売買手数料：0 円【注】店頭通貨バイナリー

オプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が

外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様

にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅によ

り全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞ 

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋 2-8-1 パラッツォアステック 4 階 TEL：03-5733-3065 

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 262 号/金融先物取引業協会（会員番号 1509） 

https://www.gaitame.com/inquiry/
https://www.gaitame.com/

