
 

 

 

 

 

AXIORY(アキシオリー) 

 

新規口座開設&入金マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 著作権について 

 

【AXIORY(アキシオリー)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。 



AXIORY(アキシオリー)新規口座開設 

 

コチラ⇒https://www.axiory.com/jp?ib=19533 

 

それでは、AXIORY(アキシオリー)の新規口座開設方法をご案内していきます。 

まず公式サイトを開いていただき、左下に表示されている「お取引口座の開設」 

をクリックします。 

※尚、口座開設時または完了時に「ご本人様確認書類&現住所確認書類」この 2

点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。 

 

            ↓     ↓ 

 

AXIORY(アキシオリー)口座開設フォーム 

 

すると、AXIORY(アキシオリー)口座開設専用フォームが表示されますので、

こちらから「個人口座」または「法人口座」を選択した上で、ご登録手続きを

開始していきます。 

 

 

https://www.axiory.com/jp?ib=19533


個人口座開設フォーム記入例 

 

基本情報(連絡先情報) 

 

①あなたの名&姓を半角ローマ字で入力します。 

②あなたのお名前を漢字で入力します。 

③メールアドレスを入力します。 

④電話番号をハイフンなしの半角数字で入力します。例)090⒓345678 

⑤パートナーコード番号 1234 を入力します。 

⑥利用規約、取引執行リスク等同意の上、☑チェックを入れます。 

⑦全てご入力の上「次に進む」ボタンを押します。 

 

 

 

 



詳細情報記入例 

 

(お客様の属性) 

 

①性別「男性」または「女性」を選択ください 

②生年月日を入力&選択&入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



詳細情報(お客様の現住所) 

 

続いて、お客様の現住所情報を入力します。 

③国名を半角ローマ字で入力します。例) Japan (日本, Nippon) 

④都道府県名を半角ローマ字で入力します。例)Tokyo 

⑤市区町村名を半角ローマ字で入力します。例)Toshima-ku 

⑥番地、建物名、部屋番号を入力します。 

例)上池袋 1—2—3山田ビル⇒1-2-3 Kamiikebukuro Yamada Bldg 101 

⑦郵便番号を半角数字で入力します。例)170—0012 

⑧納税国を入力します。例) Japan (日本, Nippon) 

⑨国籍を入力します。例) Japan (日本, Nippon) 

⑩出生地を入力します。例) Japan (日本, Nippon) 

 

 

 

 



 

⑪FATCAに関するお客様のステータスをご教示下さい。 

お客様は、アメリカ合衆国に納税義務をお持ちですか？ 

お客様が下記のいずれかに当てはまる場合、アメリカ合衆国に納税義務が存在

する可能性がございます: 

- アメリカ合衆国の市民である (二重市民権を含む) 

-アメリカ合衆国に居住し、納税している 

- グリーンカード (アメリカ永住権)を保持している 

「いいえ」または「はい」どちらかを選択ください。 

 

⑫お客様は、Politically Exposed Person (公的に重要な立場にある者)に該当

いたしますか？* 

*公的に重要な役割に該当する場合や委任をされていた経験がある場合、またそ

の人物と近親者である場合、業務上近しい間柄である場合、Politically 

Exposed Person に該当いたします。 (Anti-Money Laundering Act, 2006) 

「いいえ、私は PEPではありません。」または「はい、私は PEPです。」どちら

かを選択します。 

 

⑬全てご入力&選択の上「次に進む」ボタンを押します。 

 

 

 



投資に関する質問記入例 

 

金融取引の経験 

 

最終学歴、現在の就業状況を選択ください。 

 

就業状況詳細 

 

就業先業界、年収、おおよその資産額を選択ください。 

 

金融取引の経験 

 

金融取引に関して、該当するものに☑を入れて、経験年数を選択ください。 



投資の目的 

 

投資に関する目的、期間、純資産の内の投資額(パーセント)、資金元を選択し

た上で、「次へ進む」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



トレードアカウントの作成準備 

 

アカウント作成記入例 

 

続いて、トレードアカウント情報を入力&選択していきます。 

①レバレッジ(倍率)を選択します。※最大 400倍まで 

②プラットフォームを選択します。 

「MetaTrader4」または「cTrader」どちらかを選択します。 

③アカウントタイプを選択します。 

「Standard」または「Nano」どちらかを選択します。 

④ご利用通貨を選択します。 

JPY(日本円),USD(米ドル),EUR(ユーロ)この３つの通貨の中から選択ください。 

⑤全て選択後「次に進む」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 



IDと現住所確認書類の提出 

 

続いて、ご本人様確認書類&現住所確認書類の提出作業を行っていきます。 

 

ご本人様確認書類 

パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等 顔写真付き身分証明書 

※書類の四隅が写るように撮影下さい。 

※パスポートは顔写真の面、その他の IDは両面を撮影下さい。 

 

現住所確認書類(発行から 6か月以内のもの) 

電気、ガス、水道などの公共料金の明細書、電話料金の明細書、銀行残高証明

書又はクレジットカードの明細書、住民票、印鑑証明書、健康保険証等 現住

所確認書類 

※書類は PDF、JPEG または PNG で、必ず四隅(書類全体)が写った画像をご提出

下さい。 

※お名前、現住所、発行日と発行元が必ず明記されている必要がございます。 

 

ご本人様確認書類提出方法 

 

まず、「ご本人様確認書類を今提出されますか？」に対し「はい」「いいえ」ど

ちらかを選択します。 

今ご提出される場合「本人様確認書類を送信する」ボタンを押します。 

※後でご提出する場合、お客様専用管理画面上にてご入金手続き開始前までに

ご本人様確認書類をご提出ください。 

       ↓     ↓ 



選択メニュー 

 

続いて、選択メニューが表示されますので、発行国を選択した上で、提出され

る身分証明書を選択します。 

        ↓     ↓ 

身分証明書提出メニュー 

 

身分証明書を選択する事で、更に提出専用メニューが表示されますので、 

「写真を撮る」パネルを押して写真撮影してご提出していただくか、または 

「ファイルをアップロードする」パネルを押して保存された身分証明書をアッ

プロードしてご提出ください。 

 

 

 

 

 



現住所確認書類提出方法 

 

続いて、現住所確認書類を提出していきます。 

「現住所確認書類を今提出されますか？」に対し「はい」「いいえ」どちらかを

選択します。 

その上で、今ご提出される場合、四角い箇所までファイルをドロップして頂く

か、または一度クリックして頂き保存された確認書類をアップロードしてご提

出ください。 

※後でご提出する場合、お客様専用管理画面上にてご入金手続き開始前までに

現住所確認書類をご提出ください。 

 

そして最後に「送信」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXIORY(アキシオリー)ご登録手続き完了ページ 

 
「送信」ボタンを押す事で、AXIORY(アキシオリー)ご登録手続き完了ページ

が表示される事で、基本手続きが全て完了いたします。 

 

続いて、AXIORY(アキシオリー)側の方で確認作業を行いますので、暫くお待

ちください。 

※手続きが順調に進みますと、24 時間以内 (営業日)にお客様のご登録内容が承

認され、お客様のアカウント(口座)が作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXIORY(アキシオリー)口座開設完了通知メール 

 
また、口座開設手続きが完了すると、AXIORY(アキシオリー))より、口座開設

完了通知メールが届きます。 

その中にはご登録したメールアドレス&パスワードが表示されておりますので、

大切に保管ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ログイン方法について 

 

AXIORY(アキシオリー)公式サイトからのログイン方法について、御案内致し

ます。 

 

公式サイトはコチラ⇒https://www.axiory.com/jp?ib=19533 

まず、AXIORY(アキシオリー)公式サイトから、最上部右側に表示されている

「MyAxiory」メニューをクリックします。 

        ↓     ↓ 

 

すると、ログイン専用ページが表示されますので、口座開設時で登録した、メ

ールアドレス&パスワードを入力して「ログイン」ボタンを押します。 

         ↓     ↓ 

https://www.axiory.com/jp?ib=19533


管理画面 

 

無事、管理画面が表示されましたらログインの完了です。 

 

※パスワードお忘れの場合 

 

もし、パスワードを忘れた場合、「パスワードをお忘れですか？」と書かれた文

字をクリックします。 

      ↓       ↓ 

パスワード回復ページ 

 
すると、パスワード回復専用ページが表示されますので、口座開設時で登録し

たメールアドレス入力した上で「パスワードリセットリンクを送信する」ボタ

ンを押します。 



        ↓        ↓   

パスワード変更リクエストメール  

 

続いて、ご登録したメールアドレスへパスワード変更リクエストメールが届き

ますので、「パスワードを変更する」ボタンを押します。 

        ↓        ↓ 

パスワードリセットページ   

 

続いて、パスワードリセット専用ページが表示されますので、新規パスワード

と、更にパスワードの再入力を行った上で「新規パスワードをセーブする」ボ

タンを押す事で、新規パスワードのリセットが完了致します。 

 

 

 

 

 

 



ご入金について 

 

続いて、あなた専用口座へ入金する為の操作方法について御案内していきます。 

  

管理画面 

 

管理画面の左側メニューから「入金」パネルをクリックします。 

 ↓  ↓ 

アカウント選択パネル 

 

「入金」をクリックすると、アカウント選択パネルが表示されますので、入金

ご希望のアカウントを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入金方法一覧 

 

アカウントを選択する事で、入金方法一覧メニューが表示されますので、この

中から入金決済方法を選択して、手続きを開始していきます。 

        

【ご入金方法】 

クレジットカード・・・VISA、JCB、デビットカード 

電子決算・・・STICPAY(スティックペイ) 

仮想通貨・・・bitpay(ビットコイン、ビットコインキャッシュ) 

国内送金・・・Curfex(カーフェックス) 

電信送金・・・海外銀行送金、 

 

次のページより、クレジットカード、電子決済、仮想通貨、国内送金、電信送

金の各種入金方法についてご案内していきます。 

 

 

 

 

 



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

AXIORY(アキシオリー)の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、とても便利な決済方法となります。 

AXIORY(アキシオリー)では、只今 Visa / JCB がご利用頂けます。 

 

 

●ご利用可能なクレジットカード 

  

・最低入金額：10,000 円(100 ドル)~ 

・Visa / JCB /がご利用頂けます。 

※デビットカードもご利用可能です。 

 

 

●大変便利なデビットカード 

 

デビットカードとは、通常のクレジットカードとは違い、デビットカード発行

銀行の預金残高からクレジットカード扱いで入金させていく専用カードとなり

ます。 

出金される際も、ご自身の預金口座の方へ出金されます。 

また、デビットカードを使用した場合、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カードです。 

 

 

 

 



入金操作方法について 

 

それでは、クレジットカード入金操作方法についてご案内していきます。 

 

入金方法一覧ページ 

 

入金方法一覧ページより、「カード」をクリックします。 

 ↓  ↓ 

入金パネル 

 

すると、クレジットカード入金パネルが表示されます。 

特に新規のお客様は「新しいカードを使用し、次回以降のために保存する」を

クリックして入金手続きを開始していきましょう。 

 



入金額パネル 

 

続いて、入金額専用パネルが表示されますので、入金額を入力した上で「カー

ド入金」パネルを押します。  

※最低入金額 10,000~500,000JPY 

※20,000JPY 以上のご入金には手数料は掛かりません。 

※20,000JPY 以下のご入金には一律 1,500JPY の手数料が掛かります。 

  ↓  ↓ 

クレジットカード情報ページ 

 

続いてクレジットカード情報専用ページへ進みます。 

①16 桁のクレジットカード番号を入力します。(半角数字) 

②クレジットカード名義人を入力します。(半角ローマ字) 

➂クレジットカード有効期限を選択します。 

④カード裏面に記載されている下3桁のセキュリティーコードを入力します。 

⑤最後に「支払う」ボタンを押して入金手続が完了致します。 



STICPAY(スティックペイ) 

STICPAY(スティックペイ) 電子決済について、ご案内致します。 

 

STICPAY(スティックペイ)公式サイト⇒http://www.sticpay.com?code=8940 

 

STICPAY(スティックペイ)とは？ 

STIC FINANCIAL LTD,が提供する、オンラインウォレットサービスです。 

会社設立 2017 年と、まだまだ日が浅いものの、ヨーロッパ&アジアを中心に既

に会員数が数百万人を突破！日本語専用サイト&日本語サポートもあり、モバ

イルでもご利用可能、海外などで送金が必要な時、とても便利なのがこの

STICPAY(スティックペイ)お財布電子マネー口座であり、お金を入金(チャー

ジ)させる事で、FX 業者への入金、ショッピングでのお買い物、更に現金での

引き出しなどが可能となります。 

 

この STICPAY(スティックペイ)の急成長ぶりは凄まじく、2018 年度から FX

業者を始め、オンラインカジノ業者、ショッピングモールと各加盟店も続々と

参入といった状況で、特に FX 業者の場合、電子決済といえば数社程度しか頼

るものがない時代が続いていたものの、この STICPAY(スティックペイ)の登場

で、更に決済方法も充実し便利になる事は確実！ 

入金方法もクレジットカードから、電信送金、Bitcoin、更に NETELLER(ネッ

テラー)口座からの資金移動と充実さに加え、出金に関しても指定銀行への国内

送金が使える上、更に STICPAY(スティックペイ )専用カードの STIC 

Card(MasterCard 経由のデビットカード)を発行する事で、全国の銀行 ATM か

ら、お近くのコンビニ ATM にて、引き出しも可能となります。 

まさに充実感タップリの電子財布と言ってよいでしょう。 

 



2018-2019 Official Partner Sunderland AFC 

 

STICPAY(スティックペイ)では、プロサッカーイングランドプレミアリーグで

お馴染みのサンダーランド AFC チームが STICPAY(スティックペイ)サイトの

オフィシャル公式スポンサーに採用されました。 

海外サッカーの中でも、特に注目を集めているプレミアリーグのクラブサッカ

ーチームが公式スポンサーとなれば、それだけでも信用度が違いますね。 

安心して、STICPAY(スティックペイ)サイトへご登録ください。 

 

 

STICPAY 入金決済方法 

それでは、STICPAY(スティックペイ)を利用して、AXIORY(アキシオリー)の

専専用口座に入金させる方法をご案内していきます。 

 

入金方法一覧ページ 

 

入金方法一覧ページより、「STICPAY スティックペイ」をクリックします。 

 ↓  ↓ 



入金額パネル 

 

続いて、入金額専用パネルが表示されますので、入金額を入力した上で「ステ

ィックペイで入金する」パネルを押します。  

※最低入金額 10,000~500,000JPY 

※20,000JPY 以上のご入金には手数料は掛かりません。 

※20,000JPY 以下のご入金には一律 1,500JPY の手数料が掛かります。 

  ↓  ↓ 

Sticpay ログイン専用ページ 

 

続いて、STICPAY(スティックペイ)ログイン専用ページが表示されますので、

メールアドレス、パスワード、生年月日を選択して「ログイン」をクリックし

て入金手続きを開始してください。 



bitpay(ビットペイ) 

 

続いて、bitpay 入金決済方法について御案内致します。 

AXIORY(アキシオリー)では、決済会社として bitpay と提携しており、只今ビ

ットコイン&ビットコインキャッシュ決済がご利用いただけます。 

入金作業は 15 分以内で完了いたします。 

※尚、ビットコインキャッシュをご利用の場合、入金のみで出金には対応して

おりませんので、出金手続きを行う際は海外銀行送金にてご利用ください。 

 

bitpay 

 

ビットペイでは、ペイメントプロトコル方式を採用している為、ペイメントプ

ロトコル方式適用のウォレットからのみご入金・ご出金頂けます。 

 

Bitcoin(BTC)の使用可能なウォレット 

BitPay Wallet、Copay Wallet、BTC.com Wallet、Mycelium Wallet 

Edge Wallet、Electrum Wallet、Bitcoin Core Wallet、Bitcoin.com Wallet 

BRD Wallet、Bitnovo、Blockchain Wallet、Exodus  

 

Bitcoin Cash(BCH)の使用可能なウォレット 

BitPay Wallet、Copay Wallet、BTC.com Wallet、Edge Wallet  

Bitcoin.com Wallet、Bitcoin Cash Wallet、Electron Cash Wallet 

Cointext、•Exodus  

 

BitPay での Bitcoin (BTC)&Bitcoin Cash (BCH)入金に関して 

・入金額パネルから「ビットペイでの入金」をクリックすると、BitPay に移

動しお客様の BitCoin ウォレットを使用して Bitcoin または Bitcoin Cash 取引

が処理されます。 

・請求書が失効する前に、Bitpay が指定する 15 分以内に Bitcoin(BTC)または 

Bitcoin Cash(BCH)決済を送信するようにしてください 

 

 

 



bitpay 入金操作方法 

 

それでは、bitpay(ビットペイ)を利用して、AXIORY(アキシオリー)専用口座に

入金させる方法をご案内していきます。 

 

bitpay (ビットペイ)入金操作方法 

 

入金方法の一覧ページから、「bitpay ビットペイ」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入金額パネル 

 

続いて、入金額専用パネルが表示されますので、入金額を入力した上で「ビッ

トペイでの入金」パネルを押します。  

※最低入金額 10,000~500,000JPY 

※20,000JPY 以上のご入金には手数料は掛かりません。 

※20,000JPY 以下のご入金には一律 1,500JPY の手数料が掛かります。 

  ↓  ↓ 

 

「ビットペイでの入金」ボタンを押す事で bitpay 専用ページが表示されます。 

ご利用される通貨「Bitcoin」または「Bitcoin cash」パネルをクリックします。 

↓  ↓ 

 

 



QR コード 

 

Bitcoin または Bitcoin cash パネルをクリックすると、AXIORY(アキシオリー)

へ送金する為の QR コードが表示されます。 

 

URL アドレスを表示させる場合 

 

最上部左側に表示されているファイル画像をクリックさせる事で、アドレスが

表示されます。 

 



入金方法例  

QR コードまたはアドレス、どちらの方法でもご入金(お支払)出来ます。 

 

スキャンとコピーのいずれかを利用します。 

•QR コードの場合、「スキャン」をクリック、ビットコインアドレスの場合、「コ

ピー」をクリックし、あなたが登録した仮想通貨取引所のお財布(ウオレット口

座)から、支払手続きを開始してください。 

 ↓    ↓ 

入金手続き完了後 

 

 

専用口座への入金が完了すると、登録したメールアドレスにて、入金完了通知

のお知らせが届き、口座残高が表示される事で取引を開始いただけます。 

 

 



国内銀行送金 by Curfex 

 

Curfex 公式サイト⇒https://www.curfex.com/ 

 

Curfex とは？ 

金融サービスを提供するアカウント登録型の電子決済サービスとなります。 

このサービスを開始していくには、Curfex 公式ページより新規アカウント登録

から、お客様情報の登録、本人確認書類のアップ―ド、また郵送によるアクテ

ィベーションコードの入力作業など手間が掛かるものの、一度登録をする事で

手続きも簡単、通常海外送金となると手数料が高額な上、着金日数が掛かるも

のの、この金融サービスを利用する事で、三井住友銀行、楽天銀行、ジャパン

ネット銀行などの国内送金が利用できる為、手数料も格安、着金日も短縮とな

るので大変便利でお得な決済サービスといってよいでしょう。 

また Curfex では、資金移動におけるライセンス、関東財務局の登録許可を得

ておりますので、安心してご利用ください。 

 

AXIORY(アキシオリー)専用口座へ入金するには？ 

「Curfex に登録する」ボタンを押された後のステップにつきまして 

Curfex の登録フォーム画面が開き、お客様情報の一部が自動で入力さておりま

すので、その他の必要な情報の入力、セルフィー画像、ID、マイナンバーカー

ド情報を送信いただけますと登録が完了いたします 

登録の申請を頂きますと、Curfex 申込受付のメールが送られます。 

お客様の登録の承認手続きにあたり、Curfex から追加の書類の提出を求められ

ることがございます。 

この場合、Curfex からお客様へメールが送られます。 

https://www.curfex.com/


登録後の流れにつきまして 

Curfex がお客様の登録を認証いたしますと、Curfex から送金に必要な銀行情

報の入ったメールが送られます。 

登録手続き完了後は、Curfex の銀行情報が MyAxiory 内の入金画面にてもご確

認頂けるようになります。 

 

承認後の入金につきまして  

登録手続きが完了いたしますと、入金及びトレードを開始して頂けます。 

 

 

国内銀行送金 by Curfex 入金操作方法 

 

入金方法の一覧ページから、「国内銀行送金 by Curfex」パネルを押します。 

↓      ↓ 

国内銀行送金 by Curfex 入金ページ 

 

続いて、国内銀行送金 by Curfex 入金専用ページが表示されますので、「こちら

のリンク」をクリックします。 

↓      ↓ 



Curfex 会員登録ページ 

 

「こちらのリンク」をクリックする事で、Curfex 会員登録専用ページへ進み、

AXIORY(アキシオリー)で登録されたメールアドレスが表示されますので、

Curfex でご利用されるお好きなパスワード＆更に確認の為もう一度同じパス

ワードを入力し、「私はロボットではありません」に☑チェックを入れて、「登

録する」ボタンを押す事で、Curfex 会員登録ページへ進みますので、お客様基

本情報を入力し確認書類をアップロードした上で、入金手続きを開始してくだ

さい。 

 

入金額の総額が 500 万円を超えますと、追加書類の提出が必要となる場合がご

ざいます。(Curfex は追加書類の提出依頼をする義務がございます) 

 

手数料について 

20,000JPY以上のご入金には、手数料は掛かりません。 

20,000JPY以下のご入金金額には、一律 1,500JPYの手数料が掛かります。 

 

 

 

 

 

 

 



海外銀行(電信送金) 

 

続いて、海外銀行(電信送金)について御案内致します。 

AXIORY(アキシオリー)では、海外銀行による入金も行っております。 

但し、海外の電信送金の為、貴方の口座に反映されるまでには、3 日～最大 2

週間掛かりますので、予めご了承ください。 

 

海外銀行(電信送金)入金方法 

 

それでは、海外銀行(電信送金)入金方法についてご案内致します。 

入金方法の一覧ページから、「海外銀行送金」ボタンを押します。 

 ↓    ↓ 

銀行送金通貨選択ページ 

 

すると、銀行送金通貨選択ページが表示されますので、3 つの中からご利用通

貨を選択します。 



銀行選択パネル(例日本円) 

 

続いて、銀行選択パネルが表示されますので「Doha Bank」パネルをクリック

します。 

 ↓    ↓ 

例)日本円 (JPY)通貨専用 Doha Bank 振込先情報 

 

例えば「JPY」を選択する事で円建て専用の銀行振込先口座情報が表示されま

すので、この銀行情報を元に振込み手続きを開始してください。 

 

※尚、お振込の際、連絡事項欄または備考欄にて AXIORY(アキシオリー)でご

登録したお名前＆取引口座番号を必ず明記してください。 

（例）Taro Yamada 1234567 

 



追加口座の開設 

 

AXIORY(アキシオリー)では、複数の取引口座を所有する事が可能です。 

それでは、追加口座の開設方法についてご案内致します。 

 

管理画面 

まず、管理画面から、右側のメニュー一覧より「追加口座開設」をクリックし

ます。 

 ↓    ↓ 

追加口座開設ページ 

 

すると、追加口座開設専用ぺージが表示されますので、こちらから手続きを開

始していきます。 



追加口座開設記入例 

 

①「リアル口座」または「デモ口座」を選択します。 

②プラットフォームを選択します。 

「MT4」または「cTrader」どちらかを選択します。 

③口座タイプを選択します。 

「スタンダード口座」または「ナノ口座」どちらかを選択します。 

④ご利用通貨を選択します。 

JPY(日本円),USD(米ドル),EUR(ユーロ)この３つの通貨の中から選択ください。 

レバレッジ(倍率)を選択します。※最大 400倍まで 

⑤最後に「追加口座開設」ボタンを押して追加口座手続きが完了致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【AXIORY(アキシオリー)カスタマーサポート】 

       

AXIORY(アキシオリー)は、世界中のお客さまに、質の高いカスタマーサポー

トを提供しております。また AXIORY(アキシオリー)のオペレーターは、お客

さまのさまざまなご質問にもお応えできますよう、特別な OJT を一定期間受講

し、幅広い講義をカバーしています。 

FX の仕組みから、アプリケーション(取引ツール)の操作方法、WEB サービス

の使い方、バックオフィスのテクニカルな問題、入出金など、お取引を行う上

でお困りの際は、AXIORY(アキシオリー)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。 

 

【Japanese Support desk 日本語サポート】 

オペレーターをご希望の方は、お問い合わせフォームにてご記入ください。 

         https://www.axiory.com/jp/contact/ 

 

メールでのサポート対応時間：日本時間 月曜から金曜 09:00～24:00 

チャットでのサポート対応時間：日本時間 月曜から金曜 12:00～23:00 

AXIORY 日本語サポートデスク eusupport@axiory.com 

https://www.axiory.com/jp/contact/
mailto:eusupport@axiory.com

