コピートレードとは？
コピートレードとは？

コピートレードは、
プロトレーダーの戦略をコピーすることができる、
トレード初心者にも経験者にも利用いただけるトレーディングプラット
フォームです。
投資額はあなたに合わせたまま、
プロのトレーディングノウハウを最大限活用してトレードを行うことができます。

コピートレードのフォロワーになるために
1

ステップ 1

メンバーエリアにログインし、
コピートレードをクリックします。

バランス

自分の口座の�つに、
マネーマネージャーのトレード戦略をフォローす
るために必要な資金が十分にあることを確認してください。
*資金が不足している場合は、
マネーマネージャーを選択する前に入
金操作を行う必要があります。
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コピートレードのフォロワー
になるために
2

ステップ 2

過去のパフォーマンスチャートやデータを参考にしながら、
フォローするマネーマネージャーを選択してください。
マ
ネーマネージャーの詳細は、
フィルターで表示方法を変更しながら閲覧することができます。

ii

フィルター

iii

詳細

i

マネーマネージャーの情報の表示方
法を切り替えることができます。
情報
は�つの表示パターンに切り替えて
閲覧することができます。

マネーマネージャー
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コピートレードのフォロワー
になるために
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ステップ 3

実際のマネーマネージャーのトレード履歴に基づいて、
マネーマネージャーの戦略を分析しましょう。
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コピートレードのフォロワー
になるために
4

ステップ 4

マネーマネージャーの戦略がいいなと思ったら、
そのマネーマネージャーのコピーを開始しましょう。

a
b

c

a。マネーマネージャーの口座とリンクするために、あなたの口座（フォロワーの口座）に送金する資金
元を選択します。
b。選択したマネーマネージャーに投資する金額を入力します。

c。マネーマネージャーの進行中のトレードをコピーするには、
「オープントレードのコピー」にチェック
を入れます。
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マネーマネージャー
をモニタリングする
フォローしているマネーマネージャーをモニタリングする

iii

利益

フォロワーの口座のトレード
結果。
クローズされたトレード
に基づき、
リアルタイムで値が
更新されます。

ii

エクイティ

v

フォロワーの口座の資金残高と
、
フォロワーの口座のオープント
レードの結果を合わせた額。

総投資額

フォロワーアカウントへの入
出金操作の合計。

i

バランス

フォロワーの口座の資金残高。
入金/
出金操作とクローズされたトレード
に基づきます。

iv

日数

マネーマネージャーに参加し
てからの日数。
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マネーマネージャー
をモニタリングする
フォローしているマネーマネージャーをモニタリングする

a

b

c

d

e

f

g

h

i

a. 投資
フォロワ ーアカウントへの入出金操作の合計。

b. 利益
フォロワーの口座のトレード結果。
クローズされたトレードに基づき、
リアルタイムで値が更新されます。
c. バランス
フォロワーの口座の資金残高。
入金/出金操作とクローズされたトレードに基づきます。

d. エクイティ
フォロワーの口座の資金残高と、
フォロワーの口座のオープントレードの結果を合わせた額。
e. フローティング
フォロワーの口座のオープントレードの結果。

f. 成功報酬
マネーマネージャーがあなたにもたらした利益に対して支払う報酬。

g. 支払い済みPF（成功報酬）の総額
マネーマネージャーへの投資開始以降、
フォロワーがクローズドトレードから得た利益に対してマネーマネージャ
ーに支払った成功報酬の合計額。
h. 未払い料金
マネーマネージャーがフォロワーの口座にもたらした最新の利益に対する成功報酬額。
マネーマネージャーがそ
の利益を失わない限り、
この成功報酬は直近のロールオーバーで請求されます。

i. パフォーマンスチャート
マネーマネージャーのトレードでもたらされたフォロワーのパフォーマンスを、閲覧・評価できるチャートです。
自分
の投資が過去にどのようなパフォーマンスをあげているかをフォロワーが知るための非常に便利なツールです。

7 ページ

一般的な利用規約
一般的な利用規約
これは、
コピートレードシステムおよびマネーマネージャーの一部としてコピートレードの製品
およびサービスを使用することを選択する際の、以下の条件に拘束される、
お客様と
AximTradeの間の法的な合意です。

1. 規約

本契約で使用される規約は、以下に示されます。
もし、条件が本契約に記載されていない場合、

それらはAximTradeの一般利用規約に従います。

2.6 マネーマネージャーは、
フォロワーが十分な経験および知識を持っていないことがフォロワ

ーの口座のトレード結果に影響を及ぼし、
マネーマネージャーのコミッションにも影響を及ぼす
可能性があるリスクを受け入れます。

2.7 マネーマネージャーは、
フォロワーが注文の実行中に十分な資金を持っていないために、
コ

ミッションの合計額を受け取れない可能性があるというリスクを受け入れます。
この場合の手数
料の差額の補償については、当社は一切責任を負いません。

2.8 外国為替市場のボラティリティまたは非流動性は、注文が有利な価格で実行されたり、処

理されたりするのを妨げる可能性があります。
当社は、市場の状況によって取引が行われなかっ

1.1 当社（AximTrade LLC）- 有限責任会社の登録機関によって、登録番号328LLC2020

たために発生しうる損失、損害、
コストまたは費用（利益の損失、機会の損失、直接的/間接的/偶

ームズストリートのFirst Saint Vincent Bank Ltd. ビルディングに位置しています。

責任を負わないものとします。

で法人化されています。
当社は、セントビンセント・グレナディーン諸島、
キングスタウン、ジェ
1.2 クライアント‒トレード口座の開設に成功し、AximTradeとの対応する顧客契約を正式

に確保した個人または企業。

1.3 コピートレード - お客様が特定のマネーマネージャーの
「接続」ボタンをクリックし有効

化することで、
マネーマネージャーからトレードをコピーできるサービスのこと。
サービスの無
効化は、特定のマネーマネージャーの
「切断」ボタンをクリックすることによってできます。

1.4 マネーマネージャー - 接続済みのフォロワーとトレードを連携するためにアカウント登録

をした当社のお客様のこと。
すべての操作（取引）は、利益・損失が発生するフォロワーのアカ

発的または結果的な損害を含むがこれらに限定されない）について、
いかなる人物に対しても

3. 当事者の責任

3.1 フォロワーの責任

3.1.1 コピートレードへのフォロワーの参加は、
この契約の絶対的な承諾を意味します。
フォロワ

ーは、
この合意を注意深く検討した事実と、選択したマネーマネージャーのオファー条件を承認

します。

3.1.2 フォロワーは、過去におけるマネーマネージャーの収益性の履歴が将来同じ結果を保証

ウント上で処理・実行されます。

するものではないという事実を受け入れます。

ネーマネージャーに支払うことに同意した当社のお客様のこと。

ャーのオファーに接続するために必要な最小しきい値にすぎないことを受け入れます。

子公募。オファーは、
コピートレードシステム内での提携条件または報酬の規模を説明する

とに同意します。マネーマネージャーは自分の資金を使用してトレードを実行し、
フォロワーの

1.5 フォロワー - マネーマネージャーの注文をコピーし、提示条件に応じた利益の一部をマ

1.6 オファー - フォロワーがトレードをコピーできるようになるマネーマネージャーによる電

ものであり、
マネーマネージャーとフォロワーの間の正式な合意とは見なされません。
2. リスク開示

2.1 フォロワーとマネーマネージャーは、
コピートレードへの参加がリスクに関わるという事

実に同意し、
トレード戦略に対するマネーマネージャーの活動の結果として損失を生む可能
性があることを相互に受け入れます。
当社は投資アドバイスを提供したり、個別に投資を推

奨したり、投資のメリットについてお客様にアドバイスをしたりすることはありません。
マネー

マネージャーは、彼自身の目的で、彼自身の口座で、
そして彼自身のリスクでトレード業務を

3.1.3 フォロワーは、
マネーマネージャーのオファーで指定された最低入金額は、
マネーマネージ
3.1.4 フォロワーは、
マネーマネージャーが適切と思われるあらゆるトレード戦略を使用できるこ
資金の受託者とは見なされません。
したがって、彼らはいかなる協議も提供してはなりません。
3.1.5 フォロワーは、注文を実行しポジションを維持するために、自分の口座に十分な資金を用
意する責任を負います。

3.1.6 フォロワーはマネーマネージャーのオファーに示された利益率を、手数料（成功報酬）とし

てマネーマネージャーに支払うことに同意します。
獲得した残りの利益は、
フォロワーの口座に
残ります。

3.1.7 フォロワーはマネーマネージャーによって行われるトレードのプロセスと管理に干渉する

実行します。

ことはできません。
フォロワーは、
マネーマネージャーからの切断のみを選択できます。
これによ

が、
マーケット決済により異なる可能性があるリスクを受け入れます。
当社は、
そのようなトレ

3.1.8 フォロワーは、
マネーマネージャーアカウントとフォロワーアカウント間のレバレッジの不

2.2 フォロワーは、自分の口座の注文の約定価格とマネーマネージャーの口座の約定価格

ードにおいて、利益・損失と手数料の差額を補償することはありません。

2.3 フォロワーは、
マネーマネージャーが彼の資格等を確認できるライセンスを所持していな

い可能性があるというリスクを受け入れます。

り、
トレードが終了し、相互に永続的に分離されます。

一致により、一部のトレードがコピーされない場合があることに同意します。
フォロワーは、
マネ

ーマネージャーとフォロワーのトレード結果が異なる可能性があることに同意します。

2.4 フォロワーは、
マネーマネージャーのトレードのコピー中に、
トレード結果の値が四捨五
入されることで発生しうる損失または利益の損失のリスクを受け入れます。

2.5 フォロワーは、
マネーマネージャーの間違った選択によって発生しうる損失または利益

の損失のリスクを受け入れます。
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一般的な利用規約
3.2 マネーマネージャーの責任

3.2.1 コピートレードへのマネーマネージャーの参加は、
この契約の絶対的な承諾を意味しま

す。
マネーマネージャーは、
この合意を注意深く検討した事実を承認します。

3.2.2 マネーマネージャーは、彼がトレード操作を実行し、推奨を提供することを可能にするト

レード経験と実践的なスキルを持っているという事実を確認します。

3.2.3 マネーマネージャーは、本契約および/またはオファー条件の誤読や無知が、彼/彼女の

3.3.5 当社は以下の責任を負いません：

a. マネーマネージャーによるフォロワーの利益の意図的または非意図的な非遵守。
この
場合、
フォロワーはすべてのリスクを受け入れます。

b. マネーマネージャーによるフォロワーの資金の詐欺。
この場合、
フォロワーはすべての

リスクを受け入れます。

c. マネーマネージャーがトレード口座にアクセスできなくなった場合、
および第三者がこ
れらの口座にアクセスできなくなった場合。
この場合、
マネーマネージャーはすべてのリ

トレード活動のリスクおよび/または金銭的結果の責任から彼/彼女を解放しないことを受け

スクを受け入れます。

3.2.4 マネーマネージャーは、
フォロワーの口座の注文の約定価格が彼/彼女の口座の約定

e. 当社の過失のない、資金の引き出し時または口座間の送金時の予期しない遅延。

ージャーの手数料の差額の補償について責任を負いません。

術的誤動作。

入れます。

価格と異なる可能性があるというリスクを受け入れます。
そのような場合、当社はマネーマネ
3.2.5 マネーマネージャーは、
コピートレードに参加した際、次の規制に準拠したコンテンツ

を公開することに同意します；ロゴ、
またはコミュニティ、Webサイト、
ショップ、
および企業に

関連する情報等。
名前を言及することは固く禁じられています。この要件を満たせない場合、

リスクチームにより口座が未承認となります。

3.2.6 マネーマネージャーの申請は、常に会社のリスクチームの承認が必要であり、申請者は
次の基準を満たしている必要があります:

- 口座には少なくとも１４日のトレード履歴が必要です。

- 口座の合計トレード結果はプラスである必要があります
- 口座の残高は���ドルを超える必要があります

- マネーマネージャーのメンバーエリアが検証されている必要があります

要件のいずれかが満たされていない場合、
マネーマネージャーの申請は当社のリスクチ

ームによって承認されません。
3.3 当社の責任

3.3.1 当社は、コピートレードの参加者にサービスの完全な

パッケージを提供するものとします。

3.3.2 当社は、
フォロワーまたはマネーマネージャーによって実行された、
または実行されな

d. フォロワーが自らのトレード口座へのアクセスを失うこと、
また第三者がこれらの口座
へのアクセスを得ること。
この場合、
フォロワーはすべてのリスクを受け入れます。

f. 当社に過失のない、当社のパートナーまたは当社の従業員ではない他の当事者の技
g. 当社のサーバーの保守作業中に発生した場合のマネーマネージャーまたはフォロワ

ーの損失。

4. AximTradeのコピートレード契約の適用

4.1 このコピートレード契約は、
マネーマネージャーまたはフォロワーが口座を開設した日に

、当社とそのお客様の両方に対して発効します。
本契約の終了日は、
お客様契約の終了日と
同じになります。

4.2 本契約、
お客様契約、
および/または当社の他の規制文書の間に矛盾が生じた場合、本
文書の条項が他の規制文書の条項よりも優先されます。

4.3 コピートレードは、当社の自己設計プロジェクトです。
条件および計算方法は、
この分野

の他の同様のサービスの条件とは異なる場合があります。

4.4 当社は、本契約の条項が適切であると判断した場合はいつでも修正を加える権利を有

します。
変更は有効になり、受信した情報メッセージで指定された日付にお客様に義務付け
られます。

5. 投資プロセス
5.1 フォロワー

5.1.1 フォロワーは、
マネーマネージャーに参加するための内部送金を行う前に、
まず自分の

かったトレード操作の結果として直接的または間接的に発生した損失および/または逸失利

トレード口座のいずれかに入金する必要があります。

3.3.3 当社は、
システムの技術的制限を知らなかった結果として直接的または間接的に発生

ージャーのStandard、Cent、
またはECN口座に制限なく接続できます。

益に関して、
コピートレードの参加者に対して責任を負わないものとします。

した損失および/または逸失利益に関して、
コピートレードの参加者に対して責任を負わない
ものとします。

3.3.4 当社は、マネーマネージャーの専門的なスキルと適合性について、彼らの活動のどの

段階でも評価せず、発生した損失および/または逸失利益についてフォロワーに責任を負いま

せん。

5.1.2 フォロワーは、無制限の人数のマネーマネージャーに参加することができ、
マネーマネ
5.1.3 フォロワーは、
マネーマネージャーに参加すると、選択したマネーマネージャーに投資

するために他のトレード口座またはパートナー口座から差し引かれる資金の金額を指定す

る必要があります。
フォロワーがマネーマネージャーのコピーを停止した場合、
それに応じて
資金は選択された口座に返還されます。

5.1.4 マネーマネージャーへの初期最小投資額はUSD��です。
後続または次の投資は、必要
最小額よりも少ない場合があります。

5.1.5 フォロワーは、
アクティブなフォロワーの口座に内部送金または入金操作を行うことに

より、
マネーマネージャーの口座により多くの資金を投資することができます。
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5.1.6 フォロワーの口座のレバレッジは、以下の表に記載されているエクイティの範囲に従い

5.2.2 マネーマネージャーは、
オファーに提示されている成功報酬の一部をエージェント
（フ

ます。
マネーマネージャーとフォロワーのレバレッジの潜在的な違いにより、一部のトレードは

ォロワーのダイレクトIB）と共有します。
マネーマネージャーは成功報酬を受け取るたびに、
そ

のような問題を回避するためにフォロワーは現在のマネーマネージャーの残高よりも口座に

た場合）

コピーされない場合があります。
フォロワーは投資決定の際にそれを考慮する必要があり、
そ
大幅に多く投資するべきではありません。

の一部が自動的にエージェントに転送されます。
（フォロワーの上にエージェントがついてい
5.2.3 マネーマネージャーが清算された場合、接続されているすべてのフォロワーが切断さ

エクイティ
（～から）

エクイティ
（～まで）

レバレッジ

1

500

3000

501

2000

2000

2001

6000

1000

6001

20000

500

20001

100000

200

100001

Above

100

5.1.7 フォロワー口座にはスワップ料金はありません。

5.1.8 フォロワーの利用可能な最小ロットサイズは0.00001ロットです。

5.1.9 フォロワートレードは、
レバレッジに関係なく、
トレード開始時のマネーマネージャーとフ

ォロワーの残高に比例して実行されます。
ボリューム（コピーされたトレード）=バランス
（フォ

れ、
それぞれのトレードがすべて自動的に閉じられます。

5.2.4 お客様は、
スタンダード、セント、
またはECN口座を適用して、
マネーマネージャーにな

ることができます。

5.2.5 マネーマネージャーの口座とフォロワーの口座の数に制限はありません。

5.2.6 通常のプロセスに従い、当社は提出時から24時間以内にマネーマネージャーの申請

を確認する場合があります。
6. 当社の権利

当社は、以下を行う権利を保持します。

6.1 当社は、作成できるマネーマネージャーの口座の数を、
お客様への事前の通知なしにい

ロワー）/バランス
（マネーマネージャー）xボリューム（マネーマネージャー）。

つでも制限することができ、独自の裁量権を保有します。

は$��です。マネーマネージャーが0.02ロットのトレードを開始する場合、
フォロワーの口座

とができます。

5.1.11 ストップロス/テイクプロフィット注文は、
マネーマネージャーの口座で開かれ、

減らし、
すべての口座の最大値を制限する場合があります。

5.1.10 ロット計算の例：マネーマネージャーの口座残高が$4,000で、
フォロワーの口座残高

では、
オープンロットは20/4000 x 0.02=0.0001ロットになります。

従ってフォロワーの口座にも開かれない限り、未決済注文または履歴のセクションに表示さ
れません。

5.1.12 クライアントがマネーマネージャーに接続されると、
クライアントはフォロワーになり、

アカウントの所有者がメンバーエリアにサインインしているかどうかに関係なく、
その瞬間か

らのすべてのトレードがフォロワーアカウントにコピーされます。

5.1.13 フォロワーの口座で注文が開かれる合図は、
マネーマネージャーが注文を出すと開始

され、市場価格で実行されます。同じメカニズムで注文の成約が行われるため、
これらの注
文の約定価格は異なる場合があります。

6.2 当社は、事前の通知なしにいつでもフォロワーをマネーマネージャーから退会させるこ
6.3 当社は、事前の通知または説明の必要なしに、
マネーマネージャーが設定した手数料を
6.4 当社は、
フォロワーまたはマネーマネージャーへの事前の通知なしに、
いつでもこれら

の利用規約を修正する権利を保有します。
修正は、
サービスサイトのこの利用規約に公開さ
れた時点で有効になります。

6.5 当社は、
プラットフォーム上でのマネーマネージャーの活動を監視し、口座で不正なトレ

ードアプローチが使用されている場合、
マネーマネージャーを評価から除外する権利を保有

する場合があります。

6.6 当社は、
マネーマネージャーが他のマネーマネージャーのニックネームおよび/または写

真を故意にコピーまたは利用した疑いがある場合、事前の通知なしにマネーマネージャーの

5.1.14 フォロワーがマネーマネージャーから切断した場合、
すべてのトレードは自動的に終了

ニックネームおよび/またはユーザー写真を修正または削除する権利を保有します。
このよう

価格で閉じられます。

ます。

します。
フォロワーが週末に切断した場合、
トレードは市場が閉じる前の最後の利用可能な

5.1.15 フォロワーは、以下で計算された金額を自分のアカウントから引き出すことができま

す:

エクイティ ‒ 未払いの成功報酬 ‒ マージン* 3

5.1.16 フォロワーは、操作後の新しい残高が��USドル未満、
またはフォロワーが接続している

マネーマネージャーによって示された最小投資額未満になった場合、口座から資金を引き出

したり、内部転送を処理したりすることはできません。

5.1.17 フォロワーの口座のエクイティが�USドルを下回った場合、
フォロワーは自動的にマネ

ーマネージャーから切り離されます。

5.1.18 成功報酬は、
ロールオーバー後毎日00:30（メタトレーダー時間）に請求され、最高水
位標（HWM）の原則に基づいて、
クローズドトレードの新たな利益に対してのみ支払われま

す。この原則は、最後に成功報酬が支払われた後、
または投資開始以来新たに利益を上げる
まで、成功報酬は請求されないことを意味します。
成功報酬は、
オープントレードとクローズ

ドトレードを合わせた結果がプラスである、
または口座にオープントレードがない場合にのみ

請求されます。
オープントレードとクローズドトレードを合わせた結果がマイナスの場合、
その
日の成功報酬は請求されません。
オープントレードの条件が満たされた場合、以前の最高水
位標（HWM）と同じ利益が翌日に請求されます。

5.1.19 エージェント
（フォロワーのダイレクトIB）は、
マネーマネージャーがフォロワーから獲
得する成功報酬の一部を、
マネーマネージャーが受け取るのと同じ時間に受け取ります。

な行為は、当該のマネーマネージャーのな表現につ不正直な表現につながる可能性があり

6.7 当社は、以下の場合にマネーマネージャーの申請を拒否する権利を保有します。
a. トレード結果がフォロワーにとって魅力的に見えない
b. アカウントのリスクが非常に高い
c. トレード履歴が非常に短い

d. 当社が適切とみなすその他の理由
7. 知的財産

すべてすべての著作権を含むがこれらに限定されない当社の知的財産の、商標、特許、
サービ
スマーク、商号、
ソフトウェアコード、
アイコン、
ロゴ、文字、
レイアウト、企業秘密、ボタン、
カラー

スキーム、
グラフィックスおよび排他的IPが全てですすべての著作権法および規制を含む、国内

および国際的な知的財産法および条約によって保護されています。
当社が提供する方法以外の
方法でこれらの画像を使用することはできません。
あなたは私たちの書面による事前の同意を

得ることなく、他の目的のために私たちの画像および/またはコンテンツのいずれかを使用する

ことはできません。
当社のウェブサイトに含まれるものいかなるものも、私たちの書面による許
可または商標の所有者の許可なしに、商標を使用するいかなるライセンスまたは権利が黙示

的またはその他の方法で権利許諾されたと解釈されてはなりません。
本書に記載されている場
合を除き、事前の書面による許可なしに、
テキスト、
グラフィック、
ビデオ、
オーディオ、
ソフトウェア

コード、
ユーザーインターフェイスのデザイン、
ロゴなどの素材を、当社のどのWebサイトからも
変更、修正、複製、配布、
または商業的に利用することはできません。

5.2 マネーマネージャー

5.2.1 マネーマネージャーアカウントはMT4アカウント設定に従います。
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