
 

 

 

 

 

 アイフォレックス(ǐFOREX) 

 

今話題のビットコイン通貨をはじめ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、

ビットコインキャッシュなど大人気のアルトコイン通貨も導入開始！！！ 

 

新規口座開設&入金マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 著作権について 

 

「【アイフォレックスクス新規口座開設＆入金マニュアル】」(以下、本冊子と表記)

は、著作権法で保護されている著作物です。本冊子の著作権は、発行者「FX 出版」

にあります。 

本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 

■ 使用許諾契約書 

 

本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以下、乙と称す)

との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲はこの

契約に同意したことになります。 

 

第１条 本契約の目的： 

乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独占的に使用

する権利を承諾するものです。 

 

第２条 禁止事項： 

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子から得

た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディア

による配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイルを 第三者に渡

すことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織におい

てのみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第３条 損害賠償： 

甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違約金が発

生する場合がございますのでご注意ください。 

 

第４条 契約の解除： 

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除するこ

とができるものとします。 

 

第５条 責任の範囲： 

本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じたとし

ても一切の責任を負いません。 



アイフォレックス 新規口座開設方法 

 

それでは、アイフォレックス(iFOREX)サイトで新規口座開設する際の、操作の

仕方や記入例を具体的に判り易く解説していきたいと思います。 

 

基本的に、アイフォレックス(iFOREX)は海外の FX 業者となる為、国内業者の

ような特別な審査など御座いませんが、ご登録時に本人確認の為の身分証など

の必要書類の提出が必要となりますので、あらかじめ準備をしておきましょう。 

 

●【iFOREX –アイフォレックス】 ↓ ↓ 

http://iforex.go2cloud.org/aff_c?offer_id=747&aff_id=6325&url_id=4775 

 

それでは、新規口座開設方法からご説明していきます。 

まず、アイフォレックス(iFOREX)公式サイトが表示されましたら、最上部左側

に表示されている「口座開設」をクリックします。 

               ↓    ↓ 

 

口座開設パネルをクリックして、カーソルを下げていくと、右側に登録専用パ

ネルが確認出来ます。ここから新規口座開設手続きを行っていきます。 

http://iforex.go2cloud.org/aff_c?offer_id=747&aff_id=6325&url_id=4775


口座開設記入例 

     

それでは、新規口座開設の記入例を簡単にご説明していきます。 

①あなたご自身に連絡が取れるメールアドレスをご入力ください。 

②あなたのお名前・苗字をローマ字で入力します(半角大文字) 

③国番号+81 に続いて、あなたの電話番号を入力します。 

※最初の 0 とハイフンは必要ありません。 

携帯電話の場合 090-1234-5678 → ∔81-90-12345678 

一般電話の場合 03-1234-5678 → ∔81-3-12345678 

④国籍を選択します(日本語サポートご希望の方も「Japan」を選択) 

⑤ご利用される口座通貨を選択します。 

※日本円・米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフランの中からお選びください。 

※一度登録すると変更が出来ない為、ご注意ください。 

⑥最後に「申し込み」ボタンを押します。 

 



セキュリティ&規約ページ 

 

申し込みボタンを押すと、続いてセキュリティ&規約ページが表示されます。 

⑦表示されている、セキュリティコード番号を入力します。 

⑧取引規約&お客様情報の扱いをご確認の上、チェックを入れます。 

⑨最後に「続行」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご登録完了ページ 

 

セキュリティ&規約ページが完了すると、ご登録完了ページが表示されます。 

その中に、ご登録したメールアドレスと、あなた専用のパスワードが発行され

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



口座開設完了通知 

 

また、新規口座開設が無事完了された時点で、ご登録された E メールアドレス

の方へ、アイフォレックス(iFOREX)から口座開設完了通知が届きます。 

その中に、ユーザ名(メールアドレス)、口座番号、パスワードが表示されてい

ますので、大切に保管ください。 

 

 

また、この通知にてログイン専用リンクも表示されます。 

アクセスして、ユーザー名(メールアドレス)とパスワードを入力してログイン

して頂き、入金手続きを開始していきます。 

 

 

 

 

 

 

 



アイフォレックス ログイン方法について 

 

続いてログイン方法について、ご案内致します。 

アイフォレックス(iFOREX)口座開設が完了しましたら、ログイン専用リンクか

らアクセスしていただきます。 

https://trader.iforex.com/webpl3/Account/Login/Lang/Japanese 

 

ログイン専用ページが表示されましたら、口座開設時で登録されたメールアド

レスとパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。 

                        ↓ 

 

あなた専用口座のログインが完了致します。 

https://trader.iforex.com/webpl3/Account/Login/Lang/Japanese


※パスワードを忘れた場合 

 

もしパスワードをお忘れの際は、「パスワードをお忘れですか」の文字をクリッ

クします。 

            ↓ 

 

すると新規パスワードリクエスト専用ページへ飛びますので、アイフォレック

スで登録されたユーザー名(メールアドレス)を入力し、その下に表示されてい

るコード番号を、そのままコード入力欄に入力して「送信する」パネルをクイ

ックする事で、パスワードリセットメールがあなたの元へ送信されますので、

新しいパスワードを再発行してください。 

 



ご入金について 

 

ここまで、新規口座開設＆ログインまでの流れをお伝えしてきましたが 

しかし、このままでは実際に取引することは出来ません。 

 

そのため実際に取引する為には、あなたのアイフォレックス(iFOREX)専用口座

にお金を入金させなければなりません、入金してはじめて取引開始されます。  

まず入金する最低入金額が決められておりますので、最低入金額以上を送金し

ます。 

 

（カード決済・銀行送金の場合） 

最低入金額は 

JPY日本円通貨の場合 10,000円～ 

USD米ドル通貨の場合 100ドル～ 

 

アイフォレックス(iFOREX)では、「クレジットカード」または「銀行送金」を 

ご利用頂けます。 

 

各送金方法について、次のページより詳しくご説明していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入金方法①クレジットカード決済 

 

クレジットカード決済とは、ご自身が所有するクレジットカードを利用して、 

アイフォレックス(iFOREX)専用口座に入金させる方法です。 

カード決済の場合、手続きが完了するとあなたの口座に直ぐに反映されますの

で早く取引を開始したい場合にはとても便利です。 

 

・最低金入金額 10,000 円（100 ドル）～ 

※デビットカードもご利用可能です。 

 

各種クレジットカードの取り扱い通貨は以下の通りです。 

 

例)日本円通貨の場合、VISA、Master、JCB、この 3 点のクレジットカードが

ご利用頂けます。 

 

入出金に大変便利なデビットカード 

 

デビットカードとは、デビットカード発行銀行の口座の残高からクレジットカ

ード扱いで入金されるシステムです。 

出金される場合も、ご自身の預金口座の方へ出金されます。 

デビットカードを使用した場合、通常のクレジットカードとは違い月 1 回定め

られた締め日・出金日というのは基本的に無い為、通常のクレジットカードに

比べて、出金に掛る時間も短縮出来るという事で大変便利なシステムです。 

 

 



クレジットカード入金方法 

 

まず、あなた専用口座へログインして頂き、最上部に表示されている「入金」

メニューをクリックします。 

               ↓   ↓ 

 

すると入金専用ページが表示されます。 

日本円通貨の場合は「推奨」メニューから、ご利用されるクレジットカードパ

ネルを選択して、クレジットカード情報を入力していきます。 

それ以外の通貨の場合、「クレジット./デビットカード」を選択していただき、

ご利用されるクレジットカードパネルを選択して、クレジットカード情報を入

力していきます。 

 



クレジットカード情報記入例 

 

①入金額を入力&ご利用通貨を選択します。 

※最低入金額は10,000円(100ドル)からです。 

②カード名義人を入力します(半角ローマ字) 

③16桁のクレジットカード番号を入力します(半角数字) 

④カード裏面に記載されているセキュリティーコード 

(下3桁の数字を入力ください。) 

⑤カード有効期限を選択ください。 

⑥最後に「入金」パネルをクリックして手続きの完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入金方法②銀行送金(電信送金) 

 

続いて、銀行送金(電信送金)についてご案内致します。 

クレジットカードをお持ちでない方でも、アイフォレックス(iFOREX)では銀行

送金(電信送金)でのご入金をご利用いただけます。  

ただし銀行送金の場合、海外送金手数料が掛かりますので、あらかじめご了承

ください。 

また国内銀行から海外銀行への送金の為、どうしてもあなたのアカウントに金

額が反映されるまでに約 5 営業日かかりますので同時にご注意ください。  

 

・最低入金額：10,000 円(100 ドル)～  

 

銀行送金(電信送金)操作方法 

 

あなた専用口座へログインして頂き、入金専用ページから入金方法「銀行送金」

を選択します。 

 

そして、「オンライン国際銀行送金」パネルをクリックします。 

 

 



銀行送金ページ 

 

「オンライン国際銀行送金」パネルをクリックすると、銀行送金専用ページへ 

進みますので、こちらから入金額を入力し、ご利用通貨を選択した上で「続行」 

パネルをクリックします。 

              ↓    ↓ 

 

すると、振込先情報ページへと進みますので、表示された指定口座の方へ送金

手続きを行ってください。 

※あなたのアイフォレックス(iFOREX)取引口座の口座番号を銀行の振込用紙

の備考欄に必ずご記入ください。 

※銀行送金でご入金の際は、上記振込み先へご入金完了後、入金指示書および

お客様控えの 2 点のコピーを、FAX または Email にて下記へご送付ください。 

 

【送付先】iFOREX カスタマーサポート Email: cs-jp@iforex.com 

FAX : 03-6385-7610(日本国内) 03-6385-7610 (+81-3-6385-7610) (日本国外） 

 

mailto:cs-jp@iforex.com


身分証明書の提出について 

 

アイフォレックス(iFOREX)でお取引いただく際には、「身分証明書」の提出が

必要となります。 

一度ご送付すれば、ご登録情報に変更がない限り、再送する必要はありません。 

逆に、提示がない場合は安全確保の為、取引を一時的に停止される場合がござ

いますので、ご注意ください。 

なお、近年ますます厳しい対応が求められているマネー・ロンダリング防止の

為、ご入金の際は、ご本人名義のカード以外は利用出来ません。 

また、クレジットカードコピーの提出に関しては、ご入金者名義を確認する目

的の為です。 

カードの不正使用やマネー・ロンダリング防止の為、ご理解ください。 

 

【必要となる提出書類について】 

1、身分証明書 

下記のうち 1 点、現在有効なものに限ります。 

 ・パスポート - 顔写真のページの画像 

 ・運転免許証 - 裏表両面の画像 

 ・個人番号カード- 裏表両面の画像    

※内容に変更が起きた場合、速やかに最新の身分証をご送付ください。 

    + 

2、入金に使用したクレジットカードの両面 

＜表面＞クレジットカード番号 16 桁が全て見えている必要はありません。 

最初の 12 桁は隠してください。 

＜裏面＞3 桁の CVV 番号（Amex の場合はカード表面 4 桁にて記載されていま

す）は隠してください。 

※複数枚のクレジットカードを使用した場合、全てのコピーが必要になります。 

 

● 個人情報保護に伴う番号消去の例 

 

    + 



3、居住地確認書類 

下記のうち 1 点、お客様のお名前、現住所が記されている 

発行より 6 ヶ月以内の居住地確認書類。 

・公共料金請求書 

・携帯電話請求書 

・クレジットカード請求書 

・各種税金納付書 

・住民票 

 

【必要書類のアップロード方法について】 

 

あなた専用口座へログインして頂き、「口座」メニューから「書類のアップロー

ド」を選択します。 

 

 

すると、書類のアップロード専用ページへと進みます。 

こちらから、1，2，3 の各必要書類をアップロードして、ご提出ください。 

※うまくアップロードが出来ない場合 cs-jp@iforex.com まで、必要書類を添付

してご送信下さい。 

mailto:cs-jp@iforex.com


アイフォレックスボーナスキャンペーンについて 

 

アイフォレックス(iFOREX)では、ボーナスキャンペーンも充実しています。 

特に、初回入金のお客様は必見です！是非ボーナスを受け取りになり、トレー

ドに役立ててください。 

 

スペシャルボーナスへのお申し込み方法 

アイフォレックス(iFOREX)サイトで新規口座開設後、初回入金手続きを行うと、

自動で 100％のボーナスが加算されます。 

この ボーナスはトレーディングチケットとして付与され、 あなたの取引資金

を 2 倍にし、 購買力を高めます。 

取引可能商品は？ 

アイフォレックス(iFOREX)の取扱商品の全てに対し、100％ボーナスを使うこ

とができます。 

有名株式 - アップル・フェイスブック・グーグルなど 

トップ指数 - 日経 225・米国 30 など 

人気の商品 - 金・銀・原油など 

世界の通貨 - ドル円・ユーロ円をはじめとする豊富なペア 

対象となるお客様 

日本人のお客様であれば、すべての新規のお客様がこのスペシャルプロモーシ

ョンの対象となり、取引資金を増額させます。 

以下はプログラムの例です。 

 

*このスペシャルキャンペーンは、最大で 1000 ドルの入金に対して適応されま

す。 1000 ドル以上のご入金には、 別の割合のボーナスが適応されます。  

詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください。 



       アイフォレックスお友達紹介キャンペーン 

 

キャンペーンのしくみ 

アイフォレックス(iFOREX)で取引をはじめたら、ご家族やお友達にもアイフォ

レックス(iFOREX)を紹介しよう！ 

お友達がアイフォレックス(iFOREX)に取引口座を開設して取引すると、お友達

には最大 250 ドル、あなたにはご紹介いただいたお友達一人につき最大 500 ド

ル貰えるキャンペーンを只今実施中！！ 

対象となるお客様 

どなたでも参加できます。 

アイフォレックス(iFOREX)にすでに口座をお持ちのお客様は、専用フォームに

お友達の情報を入力して、取引を始めてください。 

 

お友達紹介専用フォーム 

 

コチラ➡https://www.iforex.jpn.com/friend-bring-friend?dsp7=websitev2 

 

キャンペーンの内容 

お友達紹介専用のフォームを使って、お友達をご紹介ください。 

お友達が口座を開設して入金し、必要取引量を達成すると、ボーナスを受け取

ることができます。 

ボーナスを受け取るためにはあなたとお友達の両方が、必要取引量を達成する

必要があります。 

https://www.iforex.jpn.com/friend-bring-friend?dsp7=websitev2


あなたがすでに行った取引は、必要取引量に対しての取引量に含まれます。 

例えば、あなたが 200 万ドルの取引量をすでに行っている場合は、500 万ドル 

の取引量を達成するために追加で必要なのは、300 万ドルの取引量です。 

あなたとお友達の両方が必要取引量を達成した時点で、あなたまたはお友達か 

ら、アイフォレックス(iFOREX)にご連絡ください。  

それぞれのアイフォレックス(iFOREX)取引口座へ条件達成のご連絡をいただ 

いてから 1 週間以内に、ボーナスをご入金されます。  

 

ボーナス獲得の方法は？ 

尚、このボーナスを獲得するには、お友達の初回入金額に応じていくつかのコ 

ースがあります。 

 

 

※ご注意 

・ボーナスを受け取るには、あなたまたはお友達が、アイフォレックス(iFOREX)

まで連絡する必要があります。 

・アイフォレックス(iFOREX)に口座をお持ちの方なら、どなたでもお友達をご

紹介いただけます。 

・このお友達紹介キャンペーンは、あなたにお友達の取引口座に対する権利を

与えるものではありません。 

・あなたのボーナスは、直接あなたの口座に振り込まれます。 

・あなたのボーナスは、あなたとお友達の両方が必要取引量を達成した後にの

み支払われます。（あなたのすでに行った取引量は、必要取引量を達成するため

の取引量として計算されます。 

・ご紹介いただくお友達は、これまでアイフォレックス(iFOREX)に口座を開設

されたことのない方に限ります。 

 

 

 



【アイフォレックス(iFOREX)カスタマーサポート】 

 

サイトに関するお困りご不明な点、ご質問等ございましたらアイフォレックス

(iFOREX)カスタマーサポートまで、お気軽にお問い合わせください。 

日本語のわかる日本人専門スタッフが、お電話、ライブチャット、E メールに

てご対応させていただきます。 

 

             

【アイフォレックス(iFOREX) 日本語カスタマーサポート】 

営業日：月曜日～金曜日 

営業時間：日本時間 14:00～20:00（夏時間は 19時まで） 

   Email ： cs-jp@iforex.com 

電話：+30-210-374-2583 

Fax：+30-210-374-2598 

ライブチャット：https://www.iforex.jpn.com/contact-jpn 

 

 

以上で、アイフォレックス(iFOREX)新規口座開設&入金方法についてのご説明

を終了致します、引き続きトレードをお楽しみください。 

 

ご利用有難うございました。 

 

 

 

 

mailto:cs-jp@iforex.com
https://www.iforex.jpn.com/contact-jpn

