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■ 著作権について 

 

【「MyFX Markets(マイ FXマーケット)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。 



MyFX Markets(マイ FX マーケット)新規口座開設方法 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)ご登録手順について 

 
MyFX Markets(マイ FX マーケット)サイトの新規お申し込みからお取引開始

までの流れとしては、このような登録手順となります。 

また、確認書類(身分証明書&: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。 

 

新規口座開設方法 

それでは、MyFX Markets の新規口座開設方法からご案内していきます。 

 

新規口座開設はコチラ⇒  https://www.myfxmarkets.com/jp/?ibCode=700657

           ↓         ↓ 

 

新規口座開設はコチラの専用 URLをクリックすると、MYFX Markets ライブ

口座開設ページが表示されますので、こちらから登録手続きを開始します。 

https://www.myfxmarkets.com/jp/?ibCode=700657


MyFX Markets(マイ FXマーケット)新規ライブ口座開設記入例 

 

 

①名前&名字を半角ローマ字で入力します。 

②メールアドレスを入力します。 

※携帯電話のメールアドレスを入力される場合は myfxmarkets.com からのメ

ールが受信できるように迷惑メールフィルターを設定してください。 

③電話番号をハイフン無しの半角数字で入力します。 

※国番号 81(日本)を先頭に加えます。 

※電話番号の最初の 0 番号は必要ありません。 

例)携帯電話の場合 090-1234-5678 → 819012345678 

例)一般電話の場合 03-1234-5678 → 81312345678 

④お住まいの国(Japan)を選択ください。 

⑤あなたの生年月日を記入してください。 

⑥右側に表示されているコードを入力します。 

⑦最後に「口座開設」ボタンを押します。 

 



MyFX Markets(マイ FXマーケット)ご登録完了 

 

MyFX Markets(マイ FX マーケット)新規オンライン申し込みの登録が完了す

ると、お申込み完了ページが表示されます。 

 

ユーザー登録申込み・メールアドレスのご確認メール 

 

続いて、MyFX Markets(マイ FXマーケット)でご登録したメールアドレスの方

には、「ユーザー登録申込み・メールアドレスのご確認メール」が届きますの

で、その中にある「確認する」ボタンを押して、お取引口座開設フォームより

基本情報を入力していきます。 

 

それでは次のページからお取引口座開設フォームから確認しましょう。 

 



お取引口座開設フォーム 

(1)基本情報入力 

 

 

お取引口座開設フォームページが表示されましたら、まず基本情報(1)からご登

録していきます。 

 

①個人口座開設または法人口座開設どちらかを選択します。 

②名前&名字を半角ローマ字で入力します。※入力済 

③性別を選択します。 

④メールアドレスを入力します。※入力済 

⑤電話番号を入力します。※入力済 

⑥在住国を選択します。※入力済 

⑦郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力します。 例) 1600023 

⑧住所を半角ローマ字&半角数字で入力します。 

例) Myfx10-20, Nishishinjuku , Shinjuku Ku, Tokyo 

⑨パスワードを設定します。 

※パスワードは以下の条件を含んでください: 

最低１文字の大文字、最低１文字の小文字、数字、8文字以上である事 

⑩「次へ進む」ボタンを押して、次のステップへと進んでいきます。 

 

 



お取引口座開設フォーム 

(2)基本情報入力 

 

続いて、基本情報(2)をご登録していきます。 

①IB番号(IBプログラム)ご希望の場合のみ番号をご入力ください。) 

②あなたの職業形態を選択ください。 

③あなたの年収を選択ください。 

④取引経験の年数を選択ください。 

⑤どこで MyFX Markets サイトを知りましたか？を選択ください。 

⑥コメント欄はコメントがある場合のみご入力ください。 

⑦クライアント合意書,金融商品開示文書をご確認の上、MyFX Markets(マイ

FX マーケッツ)のプライバシーポリシーを理解し同意の上☑チェックします。 

⑧「次へ進む」ボタンを押して、次のステップへと進んでいきます。 



お取引口座開設フォーム 

口座設定 

 

①JPY(日本円)、USD(米ドル)、AUⅮ(オーストラリアドル)、GBP(ポンド)、

EUR(ユーロ)、この中からご利用通貨を選択します。 

②スタンダード、プロ、MAM口座、PAMM口座、この中からご利用される口

座タイプを選択します。 

③レバレッジ(倍率)を選択します。※最大 400 倍まで 

④「次へ進む」ボタンを押して、次のステップへと進んでいきます。 

これで口座設定は終わりになります。次は書類アップロートに進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



書類アップロード 

続いて、書類アップロード専用ページへと進みますので、本人確認書類、現住

所確認書類の各書類をアップロードしてご提出ください。 

 

【必要となる書類について】 

●本人確認書類： 

運転免許証、パスポートなど、写真付きの身分証明書 

●現住所確認書類： 

※公共料金、携帯電話などの請求書(住民票・保険証は対象外となっております）。 

※法人口座でのお申込みの場合は、法人の現住所が記載されているものをアッ

プロードください。 

●法人名義の登記簿謄本 

※法人口座でのお申込みの場合のみ、法人名義の登記簿謄本をご提出下さい 

 

アップロード方法 

 

準備が整いましたら、「アップロード」ボタンを押して本人確認書類と現住所確

認書類をご提出して頂き、最後に「送信」ボタンを押して手続きが完了します。 

※アップロード可能なファイルタイプは、gif, bmp, jpeg, png, tiff, doc, pdf と

なります、アップロード可能サイズは一つのファイルにつき 10MB までです。   

 

 

それぞれの書類を、後で提出希望の方は「後ほど書類を提出します」ボタンを

押して、jpsupport@myfxmarkets.com までメール送信いただくか、クライア

ントオフィスにログインをして必要書類をアップロードしてください。 

mailto:jpsupport@myfxmarkets.com


MyFX Markets(マイ FXマーケット)お取引口座完了 

 

手続きが完了すると、MyFX Markets(マイ FX マーケット)お取引口座完了ぺー

ジが表示されますので、「ログインする」ボタンを押して、クライアントオフィ

ス(管理画面)にて、入金手続きを開始してください。 

 

MT4お取引口座詳細メール 

 

また、取引口座手続きが完了すると、ご登録したメールアドレスの方には MyFX 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)より、「MT4お取引口座詳細メール」が届

きます。 

その中には、MT4専用口座のログイン、パスワード、サーバー情報が表示され

ておりますので、大切に保管ください。 



【MYFX Markets】必要書類提出お願いメール 

 

尚、本人確認書類の提出がお済でない方は、MyFX Markets(マイ FXマーケッ

ト)より「必要書類提出お願いメール」が届きますので、クライアントオフィス

(管理画面)からアップロードしていただくか、jpsupport@myfxmarkets.com 

まで、メールに添付してお送り頂いた上で、入金手続きを開始してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jpsupport@myfxmarkets.com


ログイン方法について 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)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.myfxmarkets.com/jp/?ibCode=700657 

まず、MyFX Markets(マイ FXマーケット)公式サイトから、最上部右側に表示

されている「ログイン」専用パネルをクリックします。 

           ↓     ↓ 

        

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.myfxmarkets.com/jp/?ibCode=700657


管理画面(クライアントオフィス) 

 

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、「パスワードを忘れた方はこちら」と書かれた

文字をクリックします。 

      ↓       ↓ 

 

 



パスワードお忘れ専用ページ 

 
すると、パスワードリセットする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と、認証コード欄には、その下に表示されている数

字(コード番号)を、そのまま入力した上で「パスワードをリセット」ボタンを

押します。 

   ↓       ↓ 

 
メールアドレスと認証コードの数字(コード番号)に誤りがなければ CO パスワ

ードのリセット「メール送信完了」と表示されますので、続いて登録したメー

ルアドレスを確認していきます。 



パスワード変更お手続きメール 

 
パスワード変更手続きご案内メールがご確認出来ましたら、次にメール内に表

示されている「パスワード変更」ボタンを押します。 

 ↓       ↓ 

 

続いて、CO パスワードの変更ページが表示されますので、新しいパスワード

を入力し、更に同じパスワードを再入力した上で「パスワードを変更」ボタン

を押してください。 

   ↓       ↓ 



パスワードの変更完了 

 

パスワードの変更が完了しますと「パスワードの変更に成功しました」と表示

されますので、「ログイン」ボタンを押して、再度ログイン専用ページにてご確

認ください。 

 

 

 

管理画面(クライアントオフィス) 

 

パスワード変更後、ログインして無事管理画面が表示されましたら完了です。 

 

 

 

 



【クライアントオフィスご利用案内】 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)の新規口座開設手続きが完了し、無事ログ

インされましたら、続いてクライアントオフィス(管理画面)のご利用方法につ

いてご案内していきます。 

 

書類アップロード方法(必要書類の提出がまだお済みでない方) 

 

必要書類の提出がまだお済でない方の為に、クライアントオフィス(管理画面)

内でのアップロード方法をご案内致します。 

まず、画面左側に表示されている「取引口座情報」をクリックして頂くと各メ

ニューが表示されますので、その中にある「書類アップロード」をクリックし

てください。 

  ↓    ↓ 

書類アップロードページ 

 

すると、書類アップロード専用ページが右側に表示されます。 



アップロードページ 

 

アップロード専用ページが表示されましたら、「参照」ボタンを押して保存され

た各書類ファイルを選択、そして「アップロード」ボタンを押す事で手続きが

完了致しますので、こちらから本人確認書類、住所確認書類の 2 点をご提出く

ださい。 

 

【アップロードが必要となる書類】 

●本人確認書類 

パスポートや運転免許証（両面）など写真付きの身分証明書 

※顔写真・氏名・生年月日・有効期限の記載が必要となります。 

※カラーの書類をお送りください（白黒は不可） 

●住所確認書類 

ガス・電気・水道など公共料金の領収書 

※住民票・保険証は対象外です。       

※住所確認書類には必ずご登録氏名・現住所（ご登録住所）・発行年月日の記

載が必要となります。 

 

本人確認書類、住所確認書類、この 2 点を書類アップロード専用ページより、

ご提出していきます。 

 

※ご利用可能なファイル形式は、 GIF, JPG, PNG, BMP, PDF, となり、サイ

ズは 5 MBまでです。      

※法人口座の開設ご希望の場合は、法人名義の登記簿謄本をご提出下さい。      

※各書類は個別にアップロードするか、もしくは PDF ファイルにまとめてア

ップロードして頂いても構いません。   



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。 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)管理画面入金操作方法 

 

まず管理画面の左側メニューから「入金・出金」をクリックします。 

 ↓  ↓ 

 

「入金・出金」をクリックすると、各メニューが表示されますので、その中に

あります「入金」を選択していきます。 

 

 

 

 

 

 



入金手続きページ 

 

すると、右側に入金手続き専用ページが表示されますので、次に入金先の MT4

口座を選択します。 

 ↓  ↓ 

入金方法一覧 

 

入金先の MT4 口座を選択する事で、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】 

電子決算・・・bitwallet(ビッㇳウォレット) 

銀行送金・・・国内銀行振込 

電信送金・・・海外銀行振込、 

仮想通貨・・・COINGATE(Bitcoin、Ethereumなど各種コインでのご入金) 

仮想通貨・・・USDT(仮想通貨 USDT(テザー)でのご入金) 

 

次のページより、電子決済、銀行送金、電信送金、仮想通貨(COINGATE)、仮

想通貨(USDT)の各種入金方法について、詳しくご案内していきます。 



bitwallet(ビットウォレット) 

 

bitwallet(ビットウォレット)電子決済について、ご案内致します。 

 

 

bitwallet(ビットウォレット)公式サイト⇒https://bitwallet.com/ja/ 

 

bitwallet(ビットウォレット)とは？ 

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

既に日本語専用サイトもオープンし、専用口座への入金も各クレジットカード

(VISA、MaterCard、AMEX、Dinerds、Discover)からデビットカード、また、

みずほ銀行の国内銀行からの入金も可能、更にネッテラー(NETELLER)、マネ

ーブッカーズ(Skrill)のオンライン決済会社からの入金も可能です。 

 

海外業者送金への橋渡しとして非常に便利で使いやすいオンラインウォレット

サービスとなります。 

また、bitwallet(ビットウォレット)のアカウント(専用口座)を開設する事により、

お客様のすべてのお支払いを 1 カ所で管理する事が出来る上、パソコン・スマ

ートフォンなどあらゆる資金管理も可能です。 

  

bitwallet(ビットウォレット)の特徴: 

・専用口座取得により、手続きも簡単！手数料も格安！入出金もスピーディ！ 

・日本語専用サイトがあり日本人スタッフによる万全なサポート 

・書類提出手続きにより、ご利用限度額を上げる事が可能 

・国内銀行による入出金も可能 

・シンガポール金融庁より資金保持・移動業者としての許認可取得の免除が認

められた安心出来る電子決済サービス 

https://bitwallet.com/ja/


ビットウォレットが MyFX Markets の入出金を橋渡し！ 

 

ネット上で資金移動が安全に迅速にできるサービス（e-Wallet・電子財布）を 

提供している会社です。 

bitwallet(ビットウォレット)にお金をプール(預け入れ)しておくと、様々な用途

に資金を自由に使え、MyFX Markets(マイ FX マーケット)でもすぐに入金が可

能です。 

登録（アカウント取得）、口座維持費はもちろん無料、手数料も格安です。 

 

また、2018 年 9 月 10 日(月)より、サイト名を Mybitwallet（マイビットウォ

レット）から bitwallet(ビットウォレット)へ変更し、Webサイトをリニューア

ルし、サービス内容もパワーアップ致しました。 

新サービスでは、よりお客様のご利用シーンにあわせた便利な機能も充実して

おり、各種手数料の大幅な引き下げなど、これまで以上に充実したサービス内

容となっております。 

 

万全なセキュリティ 

この度 bitwallet(ビットウォレット)では、お客様の大切な情報を保管するサー

ビスとして、カード情報セキュリティの国際統一基準である「PCI-DSS」(※1) 

に完全準拠、個人情報保護のための、プライバシー専用窓口の新設、仮想通貨

のセキュリティ対策として、リスク対策をいくつものフェイズに分類する、セ

キュリティ基準を導入など、世界で最も高水準の資産保護対策を導入しており

ます。 

カード会員情報の保護を目的として、国際ペイメントブランド 5 社（アメリカ

ンエキスプレス、Discover、JCB、マスターカード、VISA）が共同で策定した

カード情報セキュリティの国際統一基準です。 



アカウントなしでもワンタイム決済で楽々入金 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)では、bitwallet(ビットウォレット)口座が

未開設の場合でも、初回利用時にはワンタイム決済をご利用頂く事で円滑にカ

ード決済のお手続きが可能です。 

 

この手続きにて bitwallet(ビットウォレット)口座も開設済みとなり、2 回目決

済以降は「bitwallet 口座をお持ちの方」の選択により決済頂けます。 

尚、初回登録カードでの入金上限額は 3万円となっております。 

 

上限の引き上げ及び今後快適な決済利用には、bitwallet(ビットウォレット)口

座へログイン後、本人確認書類 2点(写真付き身分証明書、現住所確認書類とし

て郵便物)をアップロード下さい。 

※カード情報の提出は必要ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ビットウォレット入金操作方法 

 

それでは、bitwallet（ビットウォレット）を利用して、MyFX Markets(マイ

FX マーケット)専用口座に入金させる方法をご案内していきます。 

 

ビットウォレット入金操作方法 

 

入金専用ページから、bitwallet「選択」ボタンを押します。 

↓  ↓ 

bitwallet専用ページ 

 

次に bitwallet専用ページが表示されますので、入金情報を選択&入力します。 

①ご入金先の MT4アカウントを選択 

②ご利用通貨が表示されます。  

③入金金額を入力します。※最低入金額 20,000 円~ 

④「確認」ボタンを押して、次のステップへ進んでいきます。 

↓  ↓ 



bitwallet 入金確認ページ 

 

続いて、bitwallet 入金確認ページが表示されますので、ご入金内容をご確認の

上、「確認」ボタンを押します 

↓  ↓ 

    

すると、bitwallet(ビットウォレット)専用サイトへ移動し、資金の送金情報が

表示されます。 

・既にアカウントをお持ちの方は「bitwalletniにアカウントをお持ちの方」を

クリックして入金手続きを開始してください。 

・bitwallet(ビットウォレット)アカウントをお持ちでない方は、「ワンタイム

決済をご利用の方」をクリックします。 



bitwallet 経由でのカード入金(初回ワンタイム決済) 

 

bitwallet(ビットウォレット)経由でのカード入金(初回ワンタイム決済)につい

て、ご案内していきます。 

bitwallet(ビットウォレット)口座を未開設の場合でも、初回利用時にはワンタ

イム決済をご利用頂く事で、円滑にカード決済をして頂けます。 

bitwallet(ビットウォレット)口座を未開設の方は、初回のみこの方法でご入金

手続きが出来る上、VISA、MaterCard、AMEX、Dinerds、Discover ブラン

ドのクレジットカード/デビットカードに対応しております。 

 

 

「ワンタイム決済をご利用の方」をクリックすると、bitwallet(ビットウォレッ

ト)資金の送金ページが表示されますので、ご利用規約をご確認の上「同意する」

をクリックします。 

 



ワンタイム決済専用ページ 

 

ワンタイム決済専用ページへ進みましたら、必要な登録情報及びカード情報を

記入して、「ご入力内容の確認>>」をクリックします。 

 

 

 



 

確認画面で情報が正確か確認し、3 桁のセキュリティーコードを入力して「決

済する」をクリックします。 

 

 

決済プロセスに移ります。 

 

 



決済手続き完了後 

 

そして、決済が成功すると「決済処理が完了しました。お客様の資金は口座に

反映されています。」のメッセージが表示され、MyFX Markets(マイ FX マー

ケット)管理画面に戻り、お取引口座画面にて残高が表示されます。 

 

以上がワンタイム決済のご利用方法となります。 

この手続きにて bitwallet(ビットウォレット)口座も開設済みとなりますので、

これ以降は「bitwallet 口座をお持ちの方」の選択肢より決済頂けます。 

 

尚、初回登録カードでの入金上限額は 3万円となっております。 

上限の引き上げ及び今後快適な決済利用には、bitwallet(ビットウォレット)口

座へログイン後、本人確認書類 2点(写真付き身分証明書、現住所確認書類とし

て郵便物)をアップロード下さい。 

※カード情報は提出の必要はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



銀行送金(国内銀行振込) 

続いて、銀行送金(国内銀行振込)につて御案内致します。 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)では、只今日本の銀行による国内送金入金

サービスを行っております。 

日本の銀行がご利用出来る為、海外送金に比べ着金日も早く、あっという間に

あなたのお口座に入金が完了！ 

しかも送金にかかる振込手数料も何百円程度となり大変便利でお得ですので、

是非ご利用ください。 

 

銀行送金(国内銀行振込)入金方法 

 

それでは、銀行送金(国内銀行振込)入金方法についてご案内致します 

入金専用ページから、日本円国内送金「選択」ボタンを押します。 

           ↓    ↓ 

日本円国内送金専用ページ 

 

次に日本円国内送金ページが表示されますので、入金情報を選択&入力します。 

①ご入金先の MT4アカウントを選択 

②ご利用通貨が表示されます。  

③入金金額を入力します。※最低入金額 20,000 円~ 

④「確認」ボタンを押して、次のステップへ進んでいきます。 

↓  ↓ 



日本円国内送金・内容確認 

 

すると、日本円国内送金・内容確認ページが表示されますので、再度振込金額

と入金先の MT4口座番号をご確認の上「申請」ボタンを押してください。 

↓  ↓ 

内容確認ページ 

 

再度内容確認ページが表示されますので、メールアドレスをご確認の上「確認

する」ボタンを押します。 

 

すると、お振込先のご案内メールが届きますので、振込先口座情報をご確認の

上、お振込手続きを開始して下さい。 

 

※ご注意 

入金先 MT4 口座確認の為、銀行送金される場合は必ず備考欄に MT4 の口座

番号を記載してください。 

 

 

 



電信送金(海外送金) 

 

続いて、電信送金(海外送金)につて御案内致します。 

MyFX Markets では、海外送金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、営業日の 2、3

日程かかりますので、予めご了承ください。 

 

電信送金(海外送金)入金方法 

 

それでは、電信送金(海外送金)入金方法についてご案内致します 

入金専用ページから、BANK TRANSFER「選択」ボタンを押します。 

           ↓    ↓ 

 

すると、銀行入金メニューが表示されます。 

※JPY通貨をご利用の際は、国内送金をご利用ください。 

※海外送金ご利用の際は、JPY以外の他通貨をご利用ください。 



【送金先銀行名&ご利用通貨の各口座番号】 

    

送金先銀行名は「Commonwealth Bank of Australia Head office」となります。 

USD、AUD、GBP、EURそれぞれ口座番号が違いますので、ご利用通貨に合

せてパネル右端に表示されている(+)をクリックし、送金先情報をご確認の上、

お振込手続きを行って下さい。 

 

※ご注意 

入金先 MT4 口座確認の為、銀行送金される場合は必ず備考欄に MT4 の口座

番号を記載してください。 

 

 

 

 

 



CoinGate 入金方法 

 

続いて、CoinGate 入金決済方法について御案内致します。 

MyFX Markets(マイ FX マーケット)では、仮想通貨決済サービスとして

CoinGate と提携しており、只今 Bitcoin、XRP、Ethereum、Litecoin、Bitcoin 

Cashの仮想通貨による入金決済がご利用いただけます。 

 

CoinGateをご利用になるには、CoinGateの登録（https://coingate.com/register）

とアプリのダウンロードを行って頂く必要がございます。 

仮想通貨をお持ちでない場合は、クレジットカードで仮想通貨の購入後に、

MyFX Markets 管理画面の CoinGate 専用ページからお取引口座への入金手続

きを行って頂けます。  

 

※CoinGate で仮想通貨の購入にかかるカード手数料はお客様負担となります

ので、あらかじめご了承ください。 

 

※尚、お取引口座への最低入金額は 2万円、限度額は 1回の入金お手続きにつ

き 200万円までとなっております。 

 

※仮想通貨の仕組み上、取引完了には 5 分から 40 分かかる場合がございます

ので、時間に余裕を持った入金をお勧め致します。 

 

※このサービスは、あくまでも入金専用のサービスとなり CoinGate 経由にて

入金された資金分および利益分は、銀行送金での出金となります。 

但し、bitwallet 口座からの入金履歴がある場合は bitwallet 口座への出金も可

能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coingate.com/register


CoinGate 入金操作方法 

 

それでは、CoinGate を利用して、MyFX Markets(マイ FXマーケット)専用口

座に入金させる方法をご案内していきます。 

 

入金ページ 

 

入金専用ページから、CoinGate「選択」ボタンを押します。 

↓  ↓ 

CoinGate 入金ページ 

 

続いて、CoinGate 入金専用ページが表示されます。 

また、MT4アカウント情報やご利用通貨も表示されますので、その下の金額欄

にて入金金額をご入力します。 

※最低入金額 20,000 円(200ドル)~2,000,000円(20,000ドル) 

入金金額を入力しましたら「確認」ボタンを押します。 

↓  ↓ 

 



仮想通貨入金確認ページ 

 

続いて、仮想通貨入金確認ページが表示されますので、取引内容を確認した上

で、「確認」ボタンを押します。 

↓  ↓ 

CoinGate 専用ページ 

 

「確認」ボタンを押す事で CoinGate 専用ページが表示されます。 

ご利用される仮想通貨パネルをクリックした上で,「Pay with Bitcoin」ボタン

を押して次のステップへと進んでいきます。 

↓  ↓ 

 

 



QR コードの場合 

 

 

アドレスの場合 

 

 

続いて、ご入金(お支払)ページへと進んでいきます。 

入金方法例として、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。 

 

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」をクリックして、あなたが登録したお財布(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

のお知らせが届きます、その後すぐにお取引を開始いただけます。 

 

 

BitCoin 決済処理中  

ブロックチェーン・ネットワークにより確認されている、通常 BitCoin 決済の

表示された換金レートは、15分間有効です。 

15 分間以内に支払いを完了しない場合は無効となります。 

 

尚、仮想通貨の仕組み上、取引完了には 5 分から 40 分かかる場合がございま

すので、時間に余裕を持った入金をお勧め致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USDT 入金方法 

 

続いて、USDT(Tether/テザー)入金決済方法について御案内致します。 

MyFX Markets(マイ FX マーケット)では、海外 FX 業者の中でもいち早く

USDT(Tether/テザー)決済サービスとして導入致しました。 

 

USDT(Tether/テザー)は、米ドルと連動した仮想通貨です。 

-USDT-ERC20:イーサリアムのブロックチェーン上で発行されている USDT 

-USDT-Omni:ビットコインのブロックチェーンで発行されている USDT 

USDT入金のご利用には、上記ブロックチェーンで発行された USDTをお持ち

である必要がございます。 

 

お取引口座への最低入金額は１万円、限度額は 1 回の入金お手続きにつき 30

万円までとなります。 

USDT経由 での入金および利益分は USDT への出金となります。 

但し、bitwallet 口座からの入金履歴がある場合は bitwallet 口座への出金も可

能です。 

 

USDT 入金操作方法 

それでは、USDT(Tether/テザー)を利用して、MyFX Markets(マイ FXマーケ

ット)専用口座に入金させる方法をご案内していきます。 

 

入金ページ 

 

入金専用ページから、USDT「選択」ボタンを押します。 

↓  ↓ 



USDT 入金ページ 

 

続いて、USDT 入金専用ページが表示されますので、入金情報を選択&入力し

ます。 

 

①ご入金先の MT4アカウントを選択 

②ご利用通貨が表示されます。  

③入金金額を入力します。 

※最低入金額 10,000円~最高入金額 300,000 円 

④仮想通貨 USDTが表示されます。 

⑤ウォレット専用アドレスを入力します。 

⑥USDT(ERC20)-イーサリアムまたはUSDT (Omni)-ビットコインのどちらか

のブロックチェーンを選択します。 

⑦「確認」ボタンを押して、次のステップへ進んでいきます。 

 

↓  ↓ 

 

 

 

 

 

 



入金詳細確認ページ 

 

続いて、入金詳細確認専用ページが表示されますので、USDT(ウォレット)専用

アドレスを元に入金手続きを開始してください。 

 

 

※このレートは 30分を超えると無効になりますので、必ず 30分以内に入金お

手続きを完了してください。 

 

 

※尚、仮想通貨の仕組み上、取引完了には 5 分から 40 分かかる場合がござい

ますので、時間に余裕を持った入金をお勧め致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MT4 追加口座開設について 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)では、MT4取引専用口座を複数所有する

事も可能です。 

それでは、MT4追加口座開設の操作方法についてご案内致します。 

 

MT4 追加口座開設操作方法 

 

まず管理画面の左側メニューから「各種申請」をクリックします。 

 ↓  ↓ 

 

「各種申請」をクリックすると、各メニューが表示されますので、その中にあ

ります「追加口座申請」を選択していきます。 

 ↓  ↓ 

 

 

 



追加口座開設ページ 

 

「追加口座申請」を選択する事で、追加口座開設の専用ペ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。 

 

①取引通貨を選択ください。 

※JPY(日本円)、USD(米ドル)、AUÐ(オーストラリアドル)、GBP(ポンド)、

EUR(ユーロ)5つの通貨の中から選択ください。 

②口座タイプを選択ください。 

※基本的には Standardまたは Pro どちらかの口座タイプを選択します。 

※MAMまたは PAMMに関しては、管理者(マスター)が決まり次第、追加口座

の手続きを開始していきます。 

③IB Code 欄には「700657」の番号をご入力ください。 

※MAM または PAMM に関しては、管理者(マスター)専用の IB Code 番号を

入力していきます。 

④カテゴリーを選択ください 

※個人口座または法人口座どちらかを選択ください。 

⑤ベバレッジ(倍率)を選択ください。※最大 400倍 

⑥コメントは無記入で結構です。 

⑦利用規約をご確認の上、☑チェックを入れます。 

⑧最後に「追加口座を開設する」ボタンを押す事で、追加口座開設手続きが完

了致します。 



資金移動について 

 

MyFX Markets(マイ FXマーケット)では、MT4取引専用口座を複数お持ちの

方は、MT4口座から別の MT4口座の方への資金移動が管理画面上で行えます。 

それでは、資金移動の操作方法についてご案内致します。 

 

資金移動操作方法 

 

まず管理画面の左側メニューから「入金・出金」をクリックします。 

 ↓  ↓ 

 

「入金・出金」をクリックすると、各メニューが表示されますので、その中に

あります「口座間資金移動」を選択していきます。 

 ↓  ↓ 

 

 



口座間資金移動ページ 

 

「口座間資金移動」を選択する事で、資金移動の専用ペ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。 

 

①送金元口座を選択ください。 

②送金先口座を選択ください。 

③送金金額を入力します。 

④コメントは無記入で結構です。 

➄最後に「申請」ボタンを押す事で、口座間の資金移動手続きが完了致します。 

 

 

ご注意：     

※送金元口座の証拠金維持率が 250%以下の場合は申請ができません。 

※ポジションと有効証拠金の残高をお確かめの上、申請ください。    

※口座間資金移動で換金が必要な場合は MyFX Markets(マイ FX マーケット)

側の最適レートが適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【MyFX Markets カスタマーサポート】 

            

サイトに関する、お困りご不明な点、また、ご質問、ご意見、ご提案等ござい

ましたら MyFX Markets(マイ FX マーケット)サポートまで、お気軽にお問い

合わせください。 

カスタマーサポートチーム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ので、お問い合わせフォームにてご送

信下さい。 

 

MyFX Markets では Lineサポートも開始しました、是非ご利用ください。 

 

【MyFX Markets(マイ FXマーケット)日本語カスタマーサポート】 

営業時間：日本時間午前 8:00～午後 16:00 (月曜日～金曜日) 

メールアドレス：jpsupport@myfxmarkets.com 

Line ID: myfxmarkets 

 

以上で、MyFX Markets(マイ FXマーケット)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。 

 

 


