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FX 入門デモトレードバトルアプリ『Be a trader !』
第 12 回トレードバトルを 11 月 24 日より開催！
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 入門デモトレードバトルアプリ「Be a trader !」にて、11
月 24 日（水）より第 12 回「Be a trader ! トレードバトル」を開始いたしましたので、お知らせいたします。

【Be a trader! ってどんなアプリ？】
「Be a trader!」はゲーム感覚で FX の世界を体験できるデモトレードアプリです。
期間内に仮想資産をどれだけ増やせるかを競う「デモトレードバトル」を随時開催しており、入賞者に
は毎回豪華商品をプレゼントしています。
事前の登録やエントリーなどは必要なく、アプリをインストールすれば無料でご利用いただけますの
で、ぜひお気軽にご参加ください。
また、アプリ内には FX の基本や若い世代で活躍するトレーダーのインタビューなど、FX について楽
しく学べるコンテンツもご用意しています。
外為どっとコムでは、ＦＸを通じて世界経済や政治などの情勢に興味を持っていただくなど、皆様のさ
まざまな可能性や成長に繋げていただくことをねらいとしています。
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■デモトレードバトル概要

期間

2021 年 11 月 24 日（水）8 時 00 分～2021 年 12 月 25 日（土）5 時 30 分

概要

「Be a trader !」アプリにおいて、2021 年 12 月 25 日（土）5 時 30 分（12 月
24 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、お客様の順位に応じた賞品をプレゼントします。

賞品

・1 位：Amazon ギフト券 10 万円分×1 名様
・2 位：Amazon ギフト券 5 万円分×1 名様
・3 位：Amazon ギフト券 3 万円分×1 名様
・4 位：Amazon ギフト券 2 万円分×1 名様
・5 位：Amazon ギフト券 1 万円分×1 名様
・6～10 位：Amazon ギフト券 1 千円分×5 名様

本キャンペーンは外為どっとコムによる提供です。本キャンペーンについ
てのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。外為どっとコム
(0120-430-225)までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそ
れらのロゴは 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/

■アプリ概要

アプリ名称

Be a trader! - FX 入門デモトレードバトル

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。
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
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。
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【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 『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）
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