
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XM 口座開設 

MT4 使い方 

マニュアル  

 

 

 

まずはこちら↓をクリック  

 今すぐ無料開設する     

http://bit.ly/2EEbU00


ステップ１  リアル口座の登録 1/2 

個人情報の入力  

 

「リアル口座開設登録  1/2」フォームが開きますので、全て英語表記で入力します。  

 

 



個人情報  

 

簡単な情報を英語表記で入力します。  

1.  敬称 :  男性は「氏」、女性は「夫人」を選択  

2.  名（英語） :  （例）Tarou 

3.  姓（英語） :  （例）Yamada 

4.  居住国 :  （例） Japan（リストから選択します）  

5.  希望言語 :  （例）日本語  

6.  電話 :  （例） +8190123456789（最初の 0 を抜かして入力します）  

7.  E メール :  （例） ****@gmai l .com ※1 

※1 一人につき１つのメールアドレスを利用できます。一人で複数メールアドレス登録

は不可。  

 

取引口座詳細  

 

取引プラットフォーム（取引ツール）と口座タイプを選択します。  

1.  取引プラットフォーム :  （例）MT4 

2.  口座タイプ :  （例）スタンダード（ 1 lot=100,000）  

 

 

どの口座タイプがお勧め？  

 

XM Trading は、  

マイクロ口座・スタンダート口座・ XM Zero 口座の 3 種類の口座があります。  

 

一般的にはスタンダート口座（ 1lot=100,000 通貨）を選択しますが、  

初心者の方や資金が少ない方は、  

リスクを低減させる為マイクロ口座（ 1lot=1,000 通貨）にした方がよいでしょう。  

 

Zero 口座は、新規口座開設ボーナス、入金ボーナス、ロイヤルティプログラムの  

ボーナス対象外なので、初回開設時はスタンダード口座かマイクロ口座を  

選択した方がお得です。  

 

 

  



ステップ２  リアル口座の登録 2/2 

個人情報（全角カナ）の入力  

 

姓名を全角カタカナ表記で入力します。このフォームだけ英語表記ではなく、全角カタ

カナ表記で入力となります。（XM 口座からの銀行出金時に姓名表記のミスを防ぐ為の

ものです）  

続いて生年月日を選択します。  

 

 
個人情報  

 

前ステップの姓名欄は英語表記でしたが、今回のステップの姓名欄は、全角カタカナで

入力します。  

1.  下のお名前（全角カナ表記） :  全角カタカナで入力します  

2.  姓（全角カナ表記） :  全角カタカナで入力します  

3.  生年月日 :  （例）01-01-1980 

 

  



住所詳細の入力  

 

住所を入力していきます。  

口座開設後に本人確認書類をアップロードするので、住所は本人確認書類を同一表記に

する必要があります。  

 

 

住所詳細  

 

住所は本人確認書類を同一表記にする必要があります。  

1.  都道府県・市 :  （例） Tokyo 

2.  番地・部屋番号 :  （例）#201, 1-1 

3.  区町村・町名 :  （例）Marunouchi , Chiyoda-ku 

4.  郵便番号 :  （例）0000000（ハイフンなしで数字だけ入力）  

5.  米国市民の確認 :  「いいえ」を選択  

「1.都道府県・市」「 2.番地・部屋番号」「 3.区町村・町名」は、英語表記入力なので

書き方が反対になります。  

（例）東京都千代田区丸の内 1-1 A マンション 201 号室  

→  「#201, 1-1 Marunouchi , Chiyoda, Tokyo」  

 

15 文字以内の入力について  

 

「番地・部屋番号」欄は、15 文字以内の入力にする必要があります。マンション /アパ

ート名の入力は不要なので、番地と部屋番号のみで OK です。  

 



取引口座詳細の入力  

ご希望の口座基本通貨や最大レバレッジを選択します。  

口座ボーナスは受け取りを拒否することもできますが、ボーナスを利用してお得に取引

したい際は「はい、ボーナスの受け取りを希望します。」を選択します。  

 

取引口座詳細  

1.  口座の基本通貨 :  （例） JPY 

2.  レバレッジ :  （例）1：888（通常は 1：888 で設定します）  

3.  口座ボーナス :  「はい、ボーナスの受け取りを希望します。」を選択します  

レバレッジは、デフォルトだと 1:50（最大レバレッジ 50 倍）になっているので、888

倍のレバレッジで取引した方が儲けやすいので「1：888」を選択するようにしましょ

う。  

 

  



投資家情報の入力  

 

ご自身が予定する投資額や総資産などを選択していきます。  

口座開設の審査に影響するものではありませんが、投資額欄は「 5-20,000」を選択す

ると最大レバレッジ 888 倍で取引できるようになります。  

（「20,001～」は最大レバレッジが制限されます。）  

 

1.  投資額 :  投資予定額を選択します  * 

2.  所得総額（USD):  ドル換算した年収幅を選択します  

3.  総資産（USD): ドル換算した総資産幅を選択します  

4.  学歴 :  最終学歴を選択します  

5.  取引の目的及び性質 :  （例）投資  

6.  雇用形態 :  （例）被雇用者  

7.  職種 :  職種を選択します  

  



口座パスワードの設定  

 

口座パスワードは、ご自身で決めたパスワードを入力して設定します。  

（XM からパスワード発行される仕組みではありません）  

「パスワードの確認」欄は、再度同じパスワードを入力します。  

口座パスワード欄には、小文字、大文字、数字の 3 種類の文字を含める必要があります。  

 

最後に利用規約などをよく確認の上、チェックボックスの２つをチェックしたあと、「リ

アル口座開設」をクリックします。  

 

  



ステップ 3 E メールアドレスの確認  
 

全ての内容が適切に入力されていれば、  

登録したメールアドレスに確認用のメールが届きます。  

XM Trading から受信されたメール内にある「 E メールアドレスをご確認下さい。」ボ

タンをクリックすると正式にリアル口座開設が完了となります。  

 

  



再度、登録したメールアドレス宛に、「MT4（MT5）の ID」と「サーバー番号」の２

つの情報が受信されます。  

 

以上で、XM Trading リアル口座開設完了です。  

XM Trading リアル口座開設をした後は、  

高機能取引ツール「MT4」を XM Trading からダウンロードを行います。  

  

http://bit.ly/2PeKm5p


口座開設後に実際に取引するには？  

 

3 つのログイン情報（「 ID」「パスワード」「サーバー番号」）を元に、MT4 へログ

インし取引スタートとなります。  

尚、「ログイン ID」と「サーバー番号」は、リアル口座開設後に XM Trading からメー

ルで自動受信されます。「パスワード」はリアル口座開設時にご自身で作成したパスワ

ードです。  

正しいサーバ番号でログインする  

 

必ず指定のサーバ番号でログインする必要があります。 XM から受信されたメール内に

「サーバ番号」が記載されています。  

［XMTrading-Real 12］など、必ず指定されたサーバ番号を選択しないとログイン出

来ませんのでご注意下さい。  

  



XM 口座開設書類(住所確認書と本人確認書)一覧と口座有

効化をする方法 

XM Trading は、マイページから口座開設書類をアップロードして口座有効化をするこ

とで取引を開始できます。  

口座開設書類は、「住所確認書類」と「本人確認書類」の 2 点が必要です。  

住所確認書は、健康保険証や住民票、電話料金の明細書などで、本人確認書（身分証明

書）は、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書です。  

これらの口座開設書類を、カメラで撮影して画像ファイルにするか、スキャンして PDF

ファイルにして XM Trading マイページからアップロードを行います。  

海外 FX 業者の XM Trading は、パソコンが無くてもスマートフォンからのみでも口座

有効化の作業が可能です。  

 

金融業者は、金融商品取引の法律によりお客様から本人確認書類を取得することを義務

付けられています。  

（XM Trading は、セーシェル金融庁（ FSA）により認可・承認を受けています。）  

そのため、取引するには本人確認書類を FX 業者へ提出する必要があります。  

  

http://bit.ly/2OG59PP


ステップ１  マイページへログイン  

XM Trading 公式サイトへ行きます。  

画面の上にある「会員ログイン」ボタンをクリックします。  

 

リアル口座開設をしたときに発行されたログイン ID とパスワードを入力します。  

 

http://bit.ly/2Cy82Lt
http://bit.ly/2EEbU00


ステップ２   

マイページの書類アップロードをクリック  

XM Trading 会員ページ画面上のメニューから  

「口座」→「書類をアップロードする」の順にクリックします。  

 

 

  

http://bit.ly/2OG59PP


ステップ３  口座開設書類２部をアップロード  

アップロードする口座開設書類は２種類です。  

１つは運転免許証やパスポートなどの本人の顔写真が入っている書類。  

もう１つは、本人が登録した住所に住んでいる事を証明する為の書類です。  

 

 

  



身分証明書例（顔写真が入っている身分証）  

  運転免許証  

  パスポート  

  マイナンバー（住所証明書との併用不可）  

  写真付き住基カード  

  外国人登録証 /在留カード  

  写真付き障害者手帳  

上記いずれかの書類１点  

 

住所確認書類例  

  健康保険証  

  マイナンバー（本人確認書類との併用不可）  

  公共料金請求 /領収書  

  電話料金明細 /請求書  

  クレジット・銀行明細 /請求書  

  住民票  

  納税関係書類  

上記いずれかの書類１点。  

発行日より 6 ヶ月以内の書類が有効。  

スキャナーが無い場合は、携帯のカメラで証明書の写真を撮って保存し、画像ファイル

をアップロードしても可能です。  

写真はカラーで鮮明のものをアップロードします。ぼやけていたり途中で文字が途切れ

ていたりすると受付不可能となります。  

「参照」をクリックしてパソコンに保存してあるファイルを選択します。スマートフォ

ンからは、参照をタッチすると画像フォルダが開きますので該当する画像を選択します。 

2 点の書類の選択が終わったら、「書類をアップロードする」ボタンをクリックして完

了です。  

 

  



口座開設書類のアップロードしたあとは、通常 1～2 営業日（土日祝祭日は休業）で口

座有効化がされます。  

口座有効化されると、 XM Trading マイページの名前の隣に「認証済」と緑色で表示さ

れます。  

 

 

本人確認書類提出後、 XM Trading の口座が有効化されると XM Trading のマイページ

に「3000 円ボーナス受け取り請求ボタン」が表示されます。  

30 日以内に請求しないとボーナスが消滅してしまうので、忘れずに受け取り請求して

おきましょう。  

 

 

口座が有効化されると、マイページに上記の「口座開設ボーナス請求画面」が表示され

ますので、「今すぐボーナスを請求」をクリックします。  

 

 

http://bit.ly/2OG59PP
http://bit.ly/2OG59PP
https://xem-fx.com/xem-site


口座開設書類を提出し口座有効化後のステップ  

口座開設書類のアップロードをして口座有効化（認証済）されたら、次のステップはリ

アル口座へ投資金を入金します。  

入金方法は、クレジットカード・デビットカード・ビットウォレットなどが対応してい

ます。  

XM Trading マイページへログインし、入金メニューから入金方法を選択して入金額を

入力して進むだけで簡単に入金ができます。  

 

 

  

http://bit.ly/2OG59PP


XM Trading の MT4（MetaTrader4）ダウンロード方法 

XM Trading の MT4 ダウンロード /インストールは、誰でもでも簡単約１分で完了しま

す。  

XM Trading の MT4 をインストールすることで、FX やその他の CFD を最大 888 倍の

レバレッジで取引できるようになります。  

MT4 は、パソコン版の他、スマートフォンやタブレット端末にもインストール可能です。

この記事ではパソコン版の MT4 をインストールする方法をご紹介しています。  

  



MT4（MetaTrader4）とは？  

MT4（MetaTrader4）とは、ロシアの MetaQuotesSoftware 社（メタクォーツソフ

トウェア社）が開発した無料で使える高機能 FX トレードソフトです。  

多様な分析ツールを利用できるだけでなく、自動売買の機能も標準で備わっています。

チャートやテクニカル分析の表示だけではなく、デモ取引やリアルな FX 取引にも使え

ます。  

尚、MT は MetaTrader の略で、4 はバージョンを表しています。 2018 年 10 月現在

では、MT5 が最新版となりますが、MT4 のシェアの方が多く人気が高いです。  

  無料で使える高機能 FX トレードソフト  

  様々なテクニカル分析を標準装備  

  EA（自動売買）に対応  

  カスタムインジケータ搭載可能  

  オリジナルインジケータも制作可能  

  MT4 シグナルでコピートレード可能  

  アラート・メール配信可能  

  デモ取引もリアル取引も利用できて全て無料  

 



MT4 のダウンロード/インストール方法  

ステップ１  MT4 の無料ダウンロード  

XM Trading 公式サイトの上部メニュー「プラットフォーム」をクリックします。  

 

プラットフォームをクリックし、「 PC 対応 MT4」をクリックします。  

尚、Mac や iPhone、Android、タブレット用などの MT4 もダンロード利用可能です。  

 

http://bit.ly/2Cy82Lt


MT4 紹介ページへ移動しますので、ページ上部右側の「ダウンロード」をクリックしま

す。  

 

 

  



ステップ２  MT4 のインストール  

MT4 ソフトのダウンロードがはじまります。ダウンロードが完了しましたら

「 xmtrading4setup.exe」のファイルをクリックしてインストールを開始します。  

 

 

インストール画面の指示に従いながらインストール作業を行います。以上で MT4 のイ

ンストールは終了です。  

  



MT4 を起動し取引口座へログイン  

デスクトップの XMTrading MT4 アイコンをクリックして MT4 を起動します。  

デスクトップにショートカットのアイコンが無い場合は、［スタートメニュー］→［す

べてのプログラム］→［ XMTrading MT4（フォルダ）］→［ XM （MT4）］により

MT4 を起動できます。  

 

 

MT4 を起動後、画面左上の［ファイル］→［取引口座にログイン］の順でクリックしま

す。  

 

 

  



口座開設した際に取得した、「ログイン ID」「パスワード」「サーバー」の情報をログ

イン画面に入力します。  

 

以上で無事 MT4 へログインが完了です。  

ログイン情報はどこで確認できる？  

口座開設した際に登録した、メールアドレス宛に自動受信されるログイン情報に、「ロ

グイン ID」と「サーバー」が記載されています。  

パスワードは、口座開設時にご自身で設定したパスワードを入力します。  

ログイン ID、パスワード、サーバーは、どれか一つでも間違っているとログイン出来ま

せんので、全て正しい情報を入力します。  

 

  



パソコン版 MT4 で新規注文と決済する取引方法 

MT4(MetaTrader4)全般 MT4 の基本的な使い方 

パソコン版 MT4（MetaTrader4）で新規注文と決済する取引方法は、とても簡単です。  

基本的には、取引したい通貨ペアチャートをクリックし選択した後、MT4 画面上ツール

バーの「新規注文」をクリックするだけです。  

MT4 の新規注文方法  

1. 新規注文をクリック  

MT4 で注文したい通貨ペアの➀チャートをクリックして選択  →  ➁MT4 画面上ツール

バーの「新規注文」をクリックします。  

もしくは、チャート上で右クリック  →  「注文発注」  →  「新規注文」をクリックしま

す。  

 

新規注文をクリックすると、「オーダーの発注」画面がポップアップで表示されます。  

https://xem-fx.com/category/mt4
https://xem-fx.com/category/mt4/mt4%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9a%84%e3%81%aa%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9


2. 数量にロット数を入力  

通貨ペア欄が取引したい通貨ペアになっているか確認した後、「数量」に取引したいロ

ット数を入力します。  

 

  マイクロ口座：  1 ロット＝1,000 通貨  

  スタンダード口座：  1 ロット＝ 100,000 通貨  

  Zero 口座：  1 ロット＝100,000 通貨  

口座開設したときの口座タイプによって 1 ロットあたりの単位が異なります。  

尚、どの口座も 0.01 ロット～取引が可能です。例えば、マイクロ口座で 0.01 ロット

は、10 通貨という意味です。  

 

取引通貨単位とは？  

 

例）ドル円が 1 ドル 100 円でスタンダード口座から 1 ロット取引する場合。  

  1 ロット（100,000 通貨）  ×  100 円  ＝  10,000,000 円  

上記計算により、 10,000,000 円分をドル円で取引するという意味になります。  



但し、海外 FX 業者の XM Trading は、最大レバレッジ 888 倍を提供しているので、

下記の計算式により必要証拠金（必要最低限の資金）は、約 11,261 円の資金で

10,000,000 円分を取引できることになります。  

  10,000,000 円  ÷ 888（倍）  ＝  11,261 円  

上記同条件で最大レバレッジ 25 倍の日本国内 FX 業者の場合は、必要証拠金が 40 万

円以上必要なのに対し、XM Trading では約 1 万円程で 100,000 通貨を取引出来ます。  

3. 注文種別を選択し注文ボタンをクリック  

  今の価格ですぐに注文したい：  「成行注文（即時注文）」を選択  

  価格を指定して注文したい：  「指値または逆指値注文（新規注文）」を選択  

成行注文であれば、そのまま「成行売り」又は「成行買い」のどちらかの注文ボタンを

クリックすれば、すぐに注文完了です。  

 

以上の３ステップで新規注文の取引完了です。  

次項からは、価格を指定して注文する「指値・逆指値」注文や決済方法についてご紹介

します。  



MT4 の指値・逆指値新規注文方法  

成行注文（即時発注）だけでも新規注文取引が可能ですが、注文種別を「指値または逆

指値注文（新規注文）」に変更することで値段を指定して注文することが可能です。  

 

Buy Limit（指値買い）  価格が下落したときに、買いたい場合  

Sel l  L imit（指値売り）  価格が上昇したときに、売りたい場合  

Buy Stop（逆指値買い）価格が上昇したときに、買いたい場合  

Sel l  Stop（逆指値売り）価格が下落したときに、売りたい場合  

注文種別を選択  →  「価格」欄に希望の価格を入力  →  発注ボタンをクリックで注文完

了です。  

※注文種別と価格の値に相違があると注文できません。  

（例）Buy Limit を指定して、現在値より高い値を入力している場合は注文できません。

Buy Limit の場合は、現在値より低い価格を入力する必要があります。  

現在価格から◯◯ポイント圏内の注文は発注できません。とは？  

◯◯ポイント圏内の発注が出来ないのは、「売り」と「買い」の差によるスプレッド分

がある為です。  

例えば、「 40 ポイント」というのは「 4pips」を意味しています。40 ポイント（ 4pips）

以上の価格を入力する必要があります。  



新規注文と同時に利確と損切りの予約注文もする方法  

「オーダーの発注」画面で「決済逆指値（ S/L）」と「決済指値（ T/P）」の値を入れ

ることで、新規注文と同時に指定した価格で決済させる予約注文も可能です。  

 

  決済逆指値（ S/L）：  損切りする価格  

  決済指値（ T/P）：利益確定したい価格  

両方同時に設定することも可能ですし、「決済逆指値・決済指値」どちらか一つだけ価

格を入力して注文することも可能です。  

また、「成行注文」でも「新規逆指値・新規指値注文」どちらでも決済予約注文ができ

ます。  

  



MT4 で決済する方法  

MT4 で決済する方法はいくつかありますが、一番簡単な方法は 1 クリック決済です。  

お好みの決済方法を自由に選択できます。  

1 クリック決済  

MT4 画面下「ターミナル」の「取引タブ」に現在のポジション一覧が表示されています。  

決済したいポジションの列、一番右側の「×印」をクリックすると 1 クリックで即時決

済できます。（初回のみ注意事項が表示されます）  

 

 

  



注文の発注画面から決済する  

ターミナルの取引タブから決済したいポジション欄をダブルクリックすると決済画面が

表示されます。  

「成行決済」ボタンをクリックして決済することもできます。  

 

 

また、「数量」の箇所をご希望の数量にして分割決済も可能です。  

MT4 画面下のターミナルに表示されたポジション一覧から、分割決済したいポジション

の「数量」の箇所をダブルクリックします。  

 

  



「オーダーの発注画面」の「数量」に決済したい数量を入力します。手入力も可能です。  

数量を入力したら、黄色の「成行決済」ボタンを押すと即決済されます。  

 

以上で MT4 の分割決済完了です。  

先程の例では、0.05 を決済したので、ターミナル画面には 4.95 ロットだけ残っていま

す。  

 

 

 

  



利確と損切りの予約注文を変更したい場合  

新規注文後に利確と損切りの予約注文を入れたい場合や予約注文を変更する方法も簡単

です。  

MT4 画面下「ターミナル」の「取引タブ」に表示されたポジション一覧の、「決済指値」

「決済逆指値」のあたりをダブルクリックします。  

 

「決済逆指値（ S/L）」「決済指値（ T/P）」の値をそれぞれ入力し「変更」ボタンを

クリックすることで予約注文が可能です。  

 

 


