
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社外為どっとコム（以下「外為どっとコム」、本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳）は、俳優

の鈴木亮平さんを起用した新 WEB CM を 2022 年 8 月 1 日（月）より公開することをお知らせいたします。 

今回の新 CM では、老後の資金や子どもの学費のために FX を始めようか悩む人の前に、スーツ姿の鈴木

さんが登場。外為どっとコムが独⾃の FX 研究機関を持っており、初⼼者でも分かりやすい情報が揃ってい

ることや、誰でも簡単に操作ができる利便性を追求したアプリがあること、レベルに合わせたオンライン講座

が無料で受けられることなど、初心者でも安心できる条件が揃っていることを熱く語ります。 

 

鈴木亮平さんは、多数の人気映画やドラマに出演し、表情の違う迫真の演技が魅力ですが、一方誠実で優

しいイメージが強く、英会話や雑学にも長けた多才な一面もあります。そんなお人柄が、外為どっとコムの
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「FX 初心者でも安心できる信頼感」というイメージにマッチしているため、今回 CM で起用させて頂くことにな

りました。 

 

外為どっとコムは 2022 年で創業 20 周年を迎えます。創業当初より「外国為替をもっと身近に」をスローガン

に、誰もが安心して外国為替取引に臨めるように、始めやすく続けやすい取引環境の提供に邁進していま

す。その 20 年間を振り返ると、外国為替や FX のイメージが改善された点も見られるようにはなりましたが、

一方で、まだまだ個人投資家の皆様からは FX に対して「難しそう」「怖い」というネガティブなお声をいただく

ことが多いのも事実です。 

外為どっとコムではこの節目の年に改めて「FX も正しく理解いただければ、投資方法として十分に活用でき

る」ことを知っていただけるよう、外国為替取引や FX がはじめての一般投資家の皆様を全力でサポートでき

れば！という想いを込めて、今回の CM公開に至りました。 

 

■新 CMは計 7パターン！様々なお金の悩みに切り込む鈴木亮平さんの演技に注目！ 

とあるオフィスの片隅で、老後 2000万円問題などに頭を悩ませ、FXを始めようかと考える男性の姿が。する

とどこからともなく、スタイリッシュなスーツ姿の鈴木亮平さんが登場。「わかります。慎重なあなたは間違っ

ていません」と、なかなか FX を始めることに踏み切れない気持ちに寄り添います。そして、外為どっとコムが

投資初心者でも FX を始めやすいことを熱弁。CM の最後には、「FX、なんで、外為どっとコムではじめない

の？」と真っ直ぐな眼差しで画面の向こう側の私たちに問いかけます。 

 

＜情報は大切 篇＞ 

 

＜学べる 篇＞ 

 

■WEB CM概要 

タイトル ： 計７本（情報は大切篇・アプリでカンタン篇・はじめてにぴったり篇①・学べる篇・デモで安心篇・

はじめてにぴったり篇②・サポート篇） 

出演   ： 鈴木 亮平（すずき りょうへい） 

公開日  ： 2022 年 8 月 1 日（月） 

URL    ： WEBサイト https://www.gaitame.com/ 

公式 YouTube 動画  https://www.youtube.com/user/gaitamest 

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


 

■CM出演者プロフィール 

鈴木 亮平（すずき りょうへい） 

生年月日：1983 年 3 月 29 日 出身地：兵庫県 

俳優として活躍。主な出演作にドラマ『西郷どん』『レンアイ漫画家』『TOKYO MER

～走る緊急救命室～』、映画『燃えよ剣』『孤狼の血 LEVEL2』『土竜の唄 FINAL』

など。また、2022 年、舞台『広島ジャンゴ 2022』に出演した。10 月期ドラマ『エルピ

ス』に出演予定。2023 年に映画『エゴイスト』『TOKYO MER 走る緊急救命室』が

公開予定。 

 

 

 

■外為どっとコム 20周年を記念した“総額 1億円”キャンペーンを 1年間通じて実施中！ 

外為どっとコムでは 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。キャンペーンの詳細情報につきましては、以下

の「創業 20 周年記念特設サイト」内のキャンペーン告知欄にて順次更新しております。またとない機会です

ので、ぜひご期待ください！  

 

【創業 20 周年記念特設サイト】 ： https://www.gaitame.com/20th/ 

 

 

■外為どっとコムについて 

外為どっとコムは、店頭 FX『外貨ネクストネオ』『らくらく FX 積立』の総口座数が 57 万口座を突破しました。

「外国為替をもっと身近に」をテーマに、外国為替にまつわる情報を発信するオウンドメディアサイト『外為情

報ナビ』や『マネ育チャンネル』をオープンしたり、初心者から中上級者までレベルにあわせた多彩なセミナ

ーを開催したりするなど、投資家の皆さまに寄り添ったサービスを展開しております。 

また、世界最大のサポートサービス業界のメンバーシップ団体 HDI の日本における拠点 HDI-Japan による

HDI格付けベンチマークの「Webサポート」「問合せ窓口（電話）」において、3年連続（2019-2021）最高ランク

の三つ星を獲得しました。 

 

・【外為どっとコム】ホームページ ： https://www.gaitame.com/ 

・【外貨ネクストネオ】口座開設 ： https://www.gaitame.com/beginner/kouza.html 

・【外為情報ナビ】 ： https://www.gaitame.com/markets/ 

・【マネ育チャンネル】 ： https://www.gaitame.com/media/ 

 

 

https://www.gaitame.com/20th/
https://www.gaitame.com/
https://www.gaitame.com/beginner/kouza.html
https://www.gaitame.com/markets/
https://www.gaitame.com/media/


■投資の興味増×副業のニーズにも対応した金融商品！最先端のサービスを開始 

100円（※）から積立できる、新たな外貨取引サービス【らくらく FX積立】 

外為どっとコムでは、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を 2021 年 5

月 9 日に開始。『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。 

手軽さを追求し、FX 業界で唯一スマホアプリに対応しています（2022 年 7 月時点）。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です。

スワップポイントの付与やレバレッジの設定（個人の場合 3 倍まで）もあり、投資資金の効率を上げることも

可能です。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細はこちら ： https://www.gaitame.com/t/product/ 

 

 

 

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

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）、保坂（ほさか）、宮坂（みやさか） 

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/ 

 

https://www.gaitame.com/t/product/
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/

