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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、

投資初心者でもゲーム感覚で FX が学べる FX 入門デモトレードアプリ『Be a trader !』を本日リリースす

ることになりましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

■FX 入門デモトレードアプリ「Be a trader !」リリースの背景について 

日本の平均寿命は年々伸び、将来に備えて資産運用の必要性は高まっている一方で、FX 投資は

「難しくて中々始められない」といった状況や、「投資は危険」、「FX はリスクが高い」、「FX は怖い」とい

ったイメージがあります。 

外為どっとコムは、こうしたギャップに、遊びながら FX が学べ、またリアルタイムレートで FX デモ取

引が体験できるアプリ「Be a trader !」をリリースいたしました。 

 

■FX 入門デモトレードアプリ「Be a trader !」でできることについて 

「Be a trader !」では、当社 FX サービス「外貨ネクスト ネオ」の為替レートを元に、本番さながらの FX

のデモ取引をリスクなく無料で体験することができます。また同 FX デモ取引では、入賞すれば豪華賞

品がゲットできるコンテストも開催中です。 

このデモトレード体験を通して FX に興味をもたれた方は、AKB48 の武藤十夢さんらが出演するアプ
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リ内のコンテンツ（FX予備校、FXがイチから分かるＱＡ、若い世代で活躍するトレーダーのインタビュー

など）で、FX を楽しく学ぶことができます。 

 

外為どっとコムでは、こうした“まずはデモ体験→学ぶ→実際に始める→世界情勢(政治・経済)に興

味を持つ”という流れで、ＦＸ取引を通じて自分自身の成長に繋げることを狙いとしています。 

 

■アプリ概要 

アプリ名称 Be a trader! - FX 入門デモトレードアプリ 

提供場所 App Store および Google Play 

カテゴリ ファイナンス 

対応端末/OS iPhone 、iPad 、Android 

URL(iOS) https://apple.co/31ZXzDf   

URL(Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gaitame.beat 

特設サイト https://www.gaitame.com/beatrader/ 

・App Store は Apple Inc.のサービスマークです。 

・iPhone、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

・Android , Google Play は、 Google Inc. の商標または登録商標です。 

 

■デモ取引コンテスト概要 

コンテスト期間 2020 年 2 月 17 日（月）8 時 00 分～2020 年 3 月 21 日（土）5 時 30 分 

概要 「Be a trader !」アプリにおいて、2020 年 3 月 21 日（土）5時 30 分（3 月 20

日営業日クローズ時点）の確定した「総損益」が多い順にランキングし、上

位 10 位までのお客様に順位に応じた賞品をプレゼントします。 

賞品 ・1 位：Amazon ギフト 10 万円分×1 名様 

・2 位：Amazon ギフト 5 万円分×1 名様 

・3 位：Amazon ギフト 3 万円分×1 名様 

・4 位：Amazon ギフト 2 万円分×1 名様 

・5 位：Amazon ギフト 1 万円分×1 名様 

・6～10 位：Amazon ギフト 1千円分×5 名様 

 

*Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。 

*Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその

関連会社の商標です。 

参加方法 「Be a trader !」アプリをインストールすれば参加登録完了です。 

コンテスト特設サイト https://www.gaitame.com/beatrader/contest/ 

 

 今後も外為どっとコムでは、お客様とＦＸとのいい出会いのきっかけとなり、ＦＸを通じて人生がより
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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（アツミ）、川崎（カワサキ） 

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 27 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 【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/

