
イントロデューシング・ブローカ
ー（IB）になるための完全ガイド

ビジネスを始め、成長し、拡大する方法を学ぶ

 [証拠金に基づく差金決済取引（CFD）は高レベルのリスクを伴い、すべての投資家に適
しているとは限りません。CFD取引を開始する前に、取引の目的、経験レベル、リスク選
好度を慎重に検討する必要があります。投資された資本を超える損失を被る可能性が
あるため、失う余裕のないお金を投資すべきではありません。スクを完全に理解し、リス
クを管理するための適切な注意を払ってください。この資料は情報提供のみを目的と
して提供されたものであり、投資アドバイスとして見なされるべきではないことにご注
意ください。]
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はじめに

The Tickmill Research Team（ザ・ティックミル・リサーチ・チーム）

イントロデューシング・ブローキングの世界は、さまざまな能力を持ったトレーダーが報酬を得ることのできるエ
キサイティングな新領域です。イントロデューシング・ブローカーとして活動すれば、トレーディングの副業とし
ても、また単独の事業としても素晴らしいビジネスになり得ます。この電子書籍では、IBのエキサイティング
な役割とは何か、どのように機能するのか、参加することによってどのような利益が得られるのかを正確に
理解できるよう、IBの世界に関する情報を一から提供していきます。

同業界における多くの重要な情報と有用な知識を備えたこの電子書籍は、イントロデューシング・
ブローキングの世界に参入し、FXビジネスの向上を目指す方々に対する完全なガイドとして機能
するでしょう。

私たちはこれまでと同様、お客様のフィードバックに感謝し、ここに記載された情報に対す
るご意見やご質問をお待ちいたしております。
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オンライン取引の発展によって、これまで存在しなかった取引分野とチ
ャンスがもたらされました。リテールトレーダーは、投資銀行やその他の
大手金融機関と同じように、通貨市場の動きから利益を得ることができ
ます。近年、リテールトレーディングが成長するにつれて、新たな機会が
出現しました。それは、IB、すなわちイントロデューシング・ブローカーで
す。

イントロデューシング・ブローカーは、元々、商品先物市場で始まったも
のですが、近年、FXスポット取引が急増するにつれ、IBの人気が高まって
います。

すでに多くの人々が、非公式な立場でこれと同じことを行なっています。
たとえば、トレーダーが、あるブローカーで経験した素晴らしい体験を
友人に伝え、その友人にクライアントになるよう勧めるというのは非常
によくある話です。一方で、ブローカーと公式契約を結んで、イントロデ
ューシング・ブローカーになり、公式の立場で人々を紹介することも可
能です。

FX業界では、近年のリテール取引の急成長に伴い、FXに関する教育、分
析、シグナルサービスに基づくサブセット業界も出現しています。実績の
あるトレーダーは、市場分析を共有し、オンライン授業を行なうことがで
きます。また一部のトレーダーは、サブスクライバーが自分たちの活動を

フォローできるよう、自らのトレード自体を共有し始めています。こうした
トレーダーはこれまで、新しいフォロワーを獲得するために、ソーシャル
メディアや口コミを利用することにより、自らのウェブサイトを通じてサ
ービスを提供してきました。

これに対し、イントロデューシング・ブローカー業界は、そのようなサー
ビスを提供しようとするトレーダーに豊富な機会を提供することができ
ます。信頼できるブローカーと提携すれば、より良いリソースを利用し
て、より大きな市場にアクセスすることで、クライアントを獲得すること
ができます。

 
簡単に言えば、イントロデューシング・ブロ
ーカーとは、新規顧客をブローカーに紹介
することにより、ブローカーの紹介エージ
ェントとして機能するものです。」 

イントロデューシング・ブローカーとは何ですか？
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イントロデューシング・ブローカーは実際にどのようなことをして、どのような仕組み
で利益を得ているのですか？ 

上記の通り、イントロデューシング・ブローカー
は、自分の所属するブローカーに人を紹介す
ることにより、お金を稼ぐことができます。 ただ
し、このプロセスは簡単そうに見えますが、イン
トロデューシング・ブローカーに対価が支払わ
れるのは、アクティブなクライアントに転換した
場合のみであるという点に注意が必要です。

たとえば、IBが5人の友人をブローカーに紹介し、そ
のうち3人だけが口座を開設してお金を入金するとし

ます。この場合、IBは、アクティブなクライアントになっ
た3人の紹介者について収入を得ることになります。

では、IBは、アクティブなクライアントからどの
ようにしてお金を稼いでいるのでしょうか。基本
的に、イントロデューシング・ブローカー契約で
は、コミッションについて合意します。すなわち、
紹介したクライアント1人あたりの取引量に応じ
て、IBにその対価が支払われることになります。

IBが、アクティブなクライアントをブローカーに紹
介すると、その人たちは口座を開設して取引を開
始します。その後、アクティブなクライアントは、特
定の取引量（1ロットなど）で取引を開始します。紹
介されたアクティブなクライアントが取引を行う
と、ブローカーはその取引金額に応じてIBにコミ
ッションを支払います。取引量が大きいほど、IBに
対して支払われるコミッションが多くなります。

通常、IBには、紹介されたクライアントが取引を行な

イントロデューサー（
紹介者）

クライアント #1 クライアント #2 クライアント #4クライアント #3 クライアント #5
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どのような人がイントロデューシ
ング・ブローカーになれますか？ 

イントロデューシング・ブローカーがクライアントを獲得するには、ど
うすればいいですか？

ネットワークを拡大し始めたばかりのイントロデューシング・ブローカー
は、個人的な知り合いをクライアントとして紹介することができます。個
人的な知り合いから勧められたクライアントは、ブローカーに登録する
可能性が比較的高く、情報やアドバイスをより容易に求めることができ
ます。

この場合、トレーダーが紹介者を信頼しているため、成功する確率は非
常に高いのですが、IBが紹介できるクライアントの数は限られてしまい
ます。 

すべてのイントロデューシング・ブローカーが、このように小規模な事業
手法で営んでいるわけではなく、多くのリテールトレーダーは、トレーデ
ィング収入を補う手段として、イントロデューシング・ブローカーとして
も活動しています。イントロデューシング・ブローカーは、インターネット
を活用して、より多くの視聴者にサービスを宣伝することができるため、
より多くのリファーラルやアクティブなクライアントを獲得して、最終的
にはコミッションの支払いを得ることができます。

素晴らしいことに、誰でもイントロデューシング・ブローカーになれま
す。金融業界での経験がどの程度あるかということにかかわらず、適切
なサポート、リソース、ツールがあれば、ほとんど経験がなくても成功で
きます。

最初は、最も成功しているイントロデューシング・ブローカーは、アクテ
ィブな上級トレーダーです。有益かつ魅力的な方法で市場を分析できる
トレーダーは、多くの場合、自分の専門知識を利用して、より多くのリフ
ァーラルを集めることができることに気付くでしょう。

多くの成功したリテールトレーダーは、イントロデューシング・ブローカ
ーとして堅実なビジネスを構築することができており、契約済みのブロ
ーカーのクライアントに対してのみ、分析サービスを提供しています。
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イントロデューシング・ブローカーにとって利用可能な通信チャネルはどれですか？ 
これと並んで、ほとんどのイントロデューシング・ブローカーはソーシ
ャルメディアを利用してクライアントと通信し、サービスを宣伝し、新
しいクライアントを獲得しています。通信チャネルには、主に電子メ
ール、Facebook、Twitterなどがあり、さらに最近ではInstagramや
Snapchatなどのソーシャルメディアチャネルを介して行われています。

オンラインでサービスを宣伝する場合、インターネットは実にさまざま
な通信手段を提供してくれます。第一に、IBは、ランディングページとし
て機能するウェブサイトを作成して、それを利用することができます。そ
こでは、トレーディングに関連するヒント、トリックなどの情報についてコ
ンテンツを提供できます。そうすることで、集まってきたクライアントのメ
ーリングリストを作成することができます。

ソーシャルメディアは、見込み客にリーチするための強力なツールでも
あります。 トレーダーの目を引くことができるソーシャルメディア・プラッ
トフォーム上のグループやページのほか、WhatsApp、Telegram、We 
Chatも潜在的なクライアントを引き付けるための強力なツールです。 

IBビジネスの従来の基盤は、人気のある様々な既存のトレーディングフ
ォーラムでした。他のトレーダーと対話し、市場に関する十分な知識を
示すことは、確固たる評判を築く強力な方法です。新規参入トレーダー
の多くは、トレーディングフォーラムから知識を得るため、IBは常にその
ようなウェブサイトを利用してリファーラルを獲得することができまし
た。

ブログ ソーシャルメディア ウェブサイトフォーラム FX教育

クライアント

紹介者

www.tickmill.com
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イントロデューシング・ブローカーにとってのソーシャルメディアの利点
留まるところを知らないように見えるソーシャルメディアの人気上昇
が、イントロデューシング・ブローカーに膨大なチャンスをもたらしまし
た。IBがサービスを宣伝し、クライアントを獲得することはかつてないほ
ど容易になりました。これまでIBは自らのWebサイトを利用して強力な
顧客基盤を築くのに、時間をかけて電子メールリストを作成しなければ
なりませんでした（またはお金を払って外部からリストを購入しなけれ
ばなりませんでした）。しかし、ソーシャルメディアがコンテンツの共有方
法に革命をもたらしたのです。IBにとって、最終的には、優良なコンテン
ツが、クライアント獲得に役立ちます。

ソー シャルメディアの 主 な 利 点 は 、コンテンツを共 有して、新 た
な 視 聴 者 を容 易 に引き付 けることができるという点です。たとえ
ば、Twitter、Facebook、Instagramでは、他人の投稿を、誰でも再投稿
することが可能です。これにより、IBはオンラインでの認知度を高め、よ
り多くの潜在的なクライアントにアクセスすることができます。

現在、すべてのソーシャルメディア・プラットフォームは、広告を行えるビ
ジネスアカウントを提供しています。これらの広告は、選択した視聴者を
ターゲットにすることもできます。これにより、国、性別、年齢などを指定

できます。

たとえば、リファーラルを獲 得する方 法として、テクニカル分 析を
Instagramに定期的に投稿しており、その露出を高めたいとします。こ
の場合、英国に拠点を置き、金融とトレーディングに関心のある20〜50
歳の男性をターゲットにしたターゲット広告を実行できます。

このターゲット広告が生み出す機会は、ソーシャルメディアがIBにとって
非常に貴重なツールであることを意味します。また、予算をモニタリング
することで、発生している収入が支出に見合っていることを確認し、その
結果を見て、広告活動を調整していくこともできます。

 
いったんIBとしての認知度が高まると、ソ
ーシャルメディアの有料機能を利用するこ
ともできます。」
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イントロデューシング・ブロー
カーにとって理想的なクライア
ントとは？ 

獲得したすべてのクライアントがIBにとって有益であることはもちろん
ですが、そのなかでもわけて有益なクライアントというのもあります。そ
れは上級トレーダーです。上級トレーダーをアクティブなクライアントに
転換することを目指すことは、初めてトレーディングを経験する人や経
験の浅いトレーダーを引き付けるよりもはるかにやりがいがあります。

上級トレーダーとは、1年以上市場で活躍しているトレーダーです。通
常、こうしたトレーダーは既に、投資で失敗したり、戦略を見直したり、
スキルを磨くといった経験をしています。上級トレーダーは資本額が大
きく、一貫性のあるトレーディング手法を採用している場合が多く、新米
トレーダーよりも、はるかに長期的な関係を築ける可能性が高くなりま
す。

トレーディングを新たに始めようとするトレーダーは、はるかに少ない
資金で開始する傾向があり、多くの場合、学習の過程でどうしても発生
してしまう損失にイライラする可能性があります。また、上級トレーダー
には通常、より良い連絡先グループ、つまり上級トレーダー仲間がいま
す。そのため上級トレーダーをクライアントに変換することで、潜在的な
クライアントのストリームがはるかに改善され、最終的に収益性の高い
人々とやり取りすることができるようになります。

上級トレーダーとは何ですか？　
なぜ彼らが最高のクライアントに
なるのですか？

www.tickmill.com
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関心のあるクライアントを、アクティブなクライアントに変換する方法
さて、ここまで、IBの機能と、IBがトラフィックを獲得する方法について説
明してきました。ただし既に説明させていただいた通り、IBは、指定ブロ
ーカーにアクティブなクライアントを紹介できた場合にのみ、コミッショ
ンを受け取ることができます。ではIBは、単に一般的な関心を抱いてる
だけのクライアントを、どうすれば収益を生み出すアクティブなクライア
ントに変換することができるのでしょう？ 

ほとんどのIBの運営方法は、無料で価値のある一定レベルのコンテン
ツをオンラインで公開することです。これは、一般的な毎週の市場見通

しから、誰でも利用可能な具体的なトレードアイデアまで、何でもかま
いません。その後IBが設定を行うことにより、仲介業者のアクティブなク
ライアントになったトレーダーは、誰でも会員専用の資料にアクセスで
きるようになります。見込み客に提供される資料で重要な要素は、コン
テンツの質と量、そして独自性です。

たとえば、IBが無料で公開するコンテンツが次のようなものだったとし
ましょう。週の初めに15分のビデオを公開し、市場の幅広い見通しを示
し、いくつかのトレーディングアイデアについて説明するとします。その
後、IBは毎日、いくつかの基本的な分析や関心のある内容を示したチャ
ートを公開します。

IBはその後、毎週初めに1時間のインタラクティブなウェビナーを提供
し、アクティブなクライアントになったトレーダーに、具体的なトレードア
イデアを提供します。毎日、クライアントは具体的なトレードアイデアに
関する通知を受け取り、市場についてIBと話すことができるチャットルー
ムにもアクセスできます。

このように付加価値のあるサービスを提供することは、関心を持ってく
れたクライアントをアクティブなクライアントに変える素晴らしい方法で
す。

 
「最終的にトレーダーをクライ
アントに変換する最も効果的な
方法は、基本的レベルでは一定
のサービスを提供し、アクティ
ブなクライアントにはさらに高
いレベルのサービスを提供する
ことです。」
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アクティブなクライアントを維持する方法
関心のある人をアクティブなクライアントに変換で
きたとしても、まだ作業は終了していないことに注
意してください。IBへの支払いは、アクティブなクラ
イアントによって取引された各ロットに対して行わ
れることを忘れないでください。そのため、クライア
ントへに変換に成功し、クライアントが入金し、取
引を開始したら、可能な限り長く取引をすることが
IBの最大の利益になります。これは、上級トレーダ
ーほど、通常、取引期間が長くなるため、より良いア
クティブ・クライアントになるのだという観点から先
に説明したことと関係しています。ただし、IBは、ク
ライアントをアクティブな状態に保つという役目を
果たすこともできます。

洞察に満ちた実用的な取引分析を提供すること
は、アクティブなクライアントをサポートし、取引を
維持するのに役立つ素晴らしい方法です。毎週また
は毎日の取引に関連したアイデアであれ、スカイプ
コールやウェビナーなどのよりインタラクティブな
授業であれ、授業やガイダンスは多くのトレーダー
にとってメリットのあることであり、トレーダーに継

続的なサポートを提供することがアクティブなクラ
イアントを維持するための最良の方法です。

クライアントをアクティブに保つもう1つの素晴らし
い方法は、時間が経つにつれてより高いレベルの
サービスを提供することです。これには、ウェビナー
セッションやトレードアイデアを増やしたり、1対1の
セッションを行ったりと、さまざまな方法がありま
す。クライアントは、サービスにアクセスする価値が
あると感じた場合にのみ、アクティブになる可能性
が高いことに注意してください。そのため、IBは、資
料の質を一定以上のレベルに保ち、顧客との良好
で専門的な関係を維持するために、顧客サービス
に重点を置くようにしなければなりません。

IB 사업 계획 세우기
ビジネスプランの最後の部分では、アクティブなクライア
ントを維持するための戦略について解説しなければな
りません。クライアントがブローカーにサインアップした
ら、IBが一定水準の情報提供と顧客サービスを維持し
てクライアントを満足させ、取引を維持することが重要
です。能力の低いIBは、トレーダーの成否にかかわらず、
取引アイデアを頻繁に提示することに焦点を当て、トレ
ーダーがついに口座を閉鎖するまでの間に、できるだけ
多くの手数料を稼ごうとします。しかし、トレーダーに実
際に利益をもたらす、レベルの高い情報を提供するほう
が、はるかに優れたビジネスモデルであり、クライアント
をより長くアクティブに維持することができるのです。

www.tickmill.com

デモアカウント ライブ口座
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イントロデューシング・ブローカーのビジネスプランの策定 

A  
B  
C

認知度を高め、関心を引くこと。 
関心のあるクライアントをアクティブなクライアントに変換すること。 
アクティブなクライアントを保持すること。 

成功したイントロデューシング・ブローカーは、よい収入を得ることがで
きます。ただし、この分野でトレーダーに成功してほしいと思うなら、計
画的に事業を進めることが重要です。他のビジネスと同様、ビジネスプ
ランが必要です。このビジネスプランは基本的に、IBになった最初の日
から、ビジネスをどのように成長させ、一定数のアクティブなクライアン
トを維持し、一定のコミッションを毎月獲得できるようになるにはどうし
たらいいのかなど、具体的な目標を達成する方法を詳細に計画する必
要があります 

ビジネスプランの内容については、次の領域について考慮する必要があ
ります。 

認知度を高め、関心を引くには、プロ並みのWebサイトの開発と、さまざ
まな視聴者にアクセスするための幅広いソーシャルメディアプロファイ
ルの確立に重点を置く必要があります。すべての公開ウェブサイトとプ
ロファイルには、あなたが紹介したい仲介業者へのリンクを含め、あな
たがクライアントに提供するサービスと、そうした仲介業者が提供する
利点を明確に説明する必要があります。

関心を引くという観点では、見込み客を引き付けるために提供する具体

的なコンテンツについて考える必要があります。また、コンテンツを投稿
する頻度や、見込み顧客とコンタクトを取る頻度についても検討する必
要があります。すべてのソーシャルメディアチャネルを効果的に管理し、
最新の状態に保つようにする必要があります。

さまざまなコミュニケーションチャネルについて把握し、提供するコンテ
ンツと、いかにして人々の関心を引き付けるかということを検討したら、
関心のあるクライアントをアクティブなクライアントに変換する方法を考
えなければなりません。関心のあるクライアントをアクティブなクライア
ントに変えるために、プレミアムコンテンツの配信や、より優れたインタ
ラクション、より高レベルなサービスなど、効果的な戦略の策定に時間
を費やす必要があります。

また、ユーザープロファイルを作成して、引き付けたいトレーダーをさま
ざまなタイプに分類するのも有効です。これらのユーザープロファイル
では、取引戦略のタイプや経験レベルによって、引き付けたいトレーダ
ーのタイプの基本的な特性を定義します。その上で、提供するコンテン
ツを調整すれば、特定のタイプのトレーダーをあなたのサイトに引き付
けることができます。

www.tickmill.com
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イントロデューシング・ブローカーに開かれた新たなチャンス
小売市場が成長し、技術が進歩し続けるなか、IBが利用できるチャンス
も多くなりました。従来、IBの仕事は、分析、トレーディングシグナル、授
業の提供に限定されていましたが、現在では多くのIBが、非常に合理化
されたトレーディングサービスを提供しています。エキスパートアドバイ
ザー（EA）とトレーディングアルゴリズムの急増により、多くのIBが、指定
ブローカーを介してクライアントに自動取引実行サービスを提供できる
ようになりました。

たとえば、IBが一貫して収益性の高いEAを開発して、クライアントにア
クセス権を提供するとします。この場合、トレーダーは、EAにアクセスし
て、それをMT4プラットフォームにインストールするための代金を支払う
代わりに、IBの指定ブローカーに口座を開設して、そのIBのEAにアクセ
スすることもできるわけです。IBは、EAのユーザーが取引する各ロット
に応じてコミッションを受け取ることができるため、IBにとってまったく
新たな市場が開かれることになりました。

ある人々は、取引方法を学び、定期的な分析と授業を受けたいと思って
います。しかしその一方で、単にお金を稼ぐことを望むトレーダーもいま
す。そうしたトレーダーにとっては、自動化されたプログラムへのアクセ
スの方がはるかに魅力的なオプションとなります。

www.tickmill.com

デモアカウント ライブ口座
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してはいけないこと

 

 

 

すぐに何かを販売すること。クライアントが何を望み、何を必要としているのかを理解するのに、時間をかけ
てください。

行き過ぎた押しの強さ 

パフォーマンスを約束したり、保証したりすること。トレーダーは、自分が何をしようとしているのかを現実的
に認識する必要があります

誤解を招くこと。あるいは曖昧であること。投資に際しては、いかなるトレーダーも、正直な、事実に基づいた
情報を入手する権利があります。

競合他社（ブローカーとIBの両方）のことを中傷したり、悪口をいったりすること。

質の悪いブローカーと連携すること。IBは、質の悪いサービスを提供しているブローカーと長期的な関係を
築くことはできません。

すべきこと

価値のある情報を提供し、クライアントのニーズに応えます。

より多くの潜在的なクライアントと関わるために、積極的に手を差し伸べます。

ターゲットを絞って選り好みすること。ターゲットグループにとって魅力的なカスタマイズされた
コンテンツとサービスを提供します。

長期的な関係を構築すること。常にフォローアップをして、信頼を獲得することにより、信頼レベ
ルを維持します。

ローカライズすること。ターゲットにした場所に適したリソースを使用し、正しい言語でコンテン
ツを提供してください。

取引の成立：クライアントの転換を目指します。

一貫性を保つこと。フォーラム、Facebook、その他のソーシャルメディアチャネルなどを使用して
いる場合は、それを維持し、最新の状態を保つようにしてください。

優れたブローカーと連携すること。これが後々の成功のカギを握ります。

イントロデューシング・ブローカーが成功するためのアドバイス

www.tickmill.com
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クライアントのニーズに応える
成功したIBとしてのプレゼンスを確立・維持するために優先すべきことは、クライアントのニーズに応えることです。すなわち、以下のことを提供
できるようにします。

キャッシュバックサービス 

ソーシャル・トレーディング/アルゴリズム・

トレーディング・プラットフォーム

良いレビュー、評価、比較

フォーラムやコミュニティにおける積極的な活動

教育（オンラインおよびオフライン）、

市場分析、

ニュースサイトおよびニュースチャ
ンネルへのアクセスや推奨

シグナルの共有、

EAの共有

www.tickmill.com

デモアカウント ライブ口座

当社の専任IBルームのリソースをご覧ください。

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


イントロデューシング・ブローカー（IB）になるための完全ガイド

| 16 |

評判の良いブローカーと仕事することによるメリット

最終的には、提携するブローカーによって、あなたのIBとしての評価が
決まります。トレーディング分析とシグナルが良い結果をもたらすかどう
か、あるいは顧客サービスが丁寧で思いやりのあるものかどうかに関わ
りなく、指定ブローカーからのサービスが不十分だと感じたトレーダー
は、最終的にはアカウントを閉鎖します。さらに、そのブローカーでの不
満足な経験について他のトレーダーと話すとき、あなたの評判は損なわ
れます。

信頼できるブローカーのみと連携することで、関心のあるクライアント
をアクティブなクライアントに転換できる確率が非常に高くなります。ま
た、取引中のアクティブなクライアントを維持するのにも役立ちます。評
判の良いブローカーを利用することで、透明性の高く、規制を遵守する
という優れたレビューにより、トレーダーはあなたのサービスをますま
す利用するようになり、ビジネスをより円滑に進めることができます。

 

 

 

 

 

クライアントを変換および保持するための時間と労力の削減 

ライセンスと評判 

IBは、紹介されたクライアントに公開されます。 

良い製品は容易に売れます。 

口コミ効果 

広範なマーケティングおよびサポートリソースが利用可能

主なメリット 

www.tickmill.com
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Tickmillについて 
Tickmillの力強い財務内容と安定した成長という実績が、市場の信頼できるリーダーとして、また革新者として
の当社の地位を揺るぎないものにしています。業界で最も優秀な人材から選りすぐった100人を超えるチーム
で、会社の各部門は最適に機能するようできています。

Tickmillは、Tickmill Groupの下、FCA（英国）、CySEC（EU）、FSA（セイシェル）と、3つのライセンスを受
けて活動する、非常に評判の良いFXブローカーです。

Tickmillは、これまでパートナーとの関係を慎重に築いてきた結果、たいへん豊富な流動性を提
供することができます。この並外れた流動性は、Tickmillが最低0ピップの非常に低いスプレッ
ドを提供できることを意味します。また、クライアントは、リクォートなし、低い手数料、収益制
限なしの超高速執行によって恩恵を受けます。

www.tickmill.com

デモアカウント ライブ口座

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


イントロデューシング・ブローカー（IB）になるための完全ガイド

| 18 |

 

 

 
 

資金の安全性

クライアントの資金は、専用の口座で分別保管されます。

一流の銀行パートナー。

流動性、プライスフィード、アグリゲーショ
ンなどの高度なテクノロジー

先物およびオプション用の業界標準である
MT4プラットフォームおよびCQG

超高速執行（平均執行速度15ミリ秒）

Tickmillは、これらの素晴らしい運用条件に加えて、以下を介してパートナ
ーとの長期的な関係を促進し、維持するための取り組みを行なっています。

カスタムプロモーション

マーケティング支援およびマーケティングのベストプラクティスに関するアドバイス

イベントのスポンサー

さまざまな商品の提供　など

Tickmillは、取引条件においても、成功へ向けた素晴らしい環境を提供
できます。

低い取引手数料：

VIPアカウントの場合、1ロットあたり2ユニット/往復、
プロアカウントの場合、1ロットあたり4ユニット/往復

リクォートなし

取引戦略に制限はありません（エキスパートアドバ
イザー、ヘッジ、スキャルピングを含む）。

ポジションを保持するために最低限必要な時間はありません。

価格変動の最低値は必要ありません。

入金手数料なし：すべてのeウォレットの入金手数料をカバー
し、5000ドル以上の入金に対しては、最大100ドルの銀行送金
手数料をカバーします。入金／出金という方法を利用した場
合、当社が振込手数料を請求することはありませんが、仲介銀
行またはeウォレットが手数料を請求する場合があります。

パートナーから紹介されたクライアントは、プロアカウント
における手数料に対し、5％の割引が受けられます。

取引条件

www.tickmill.com

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2

Secure Client Area

Country of Residence Communication Language

Client Type Title

First Name Last Name

Date of Birth Phone

Email

example@domain.com example@domain.com

+44 1923495860

Confirm Email

I have carefully read and understood the Tickmill Ltd Privacy Policy

United Kingdom English (UK)

Individual

John

01 May

Mr

Doe

1976

PROCEED TO STEP 2

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2

Secure Client Area

Country of Residence Communication Language

Client Type Title

First Name Last Name

Date of Birth Phone

Email

example@domain.com example@domain.com

+44 1923495860

Confirm Email

I have carefully read and understood the Tickmill Ltd Privacy Policy

United Kingdom English (UK)

Individual

John

01 May

Mr

Doe

1976

PROCEED TO STEP 2

今すぐ登録して

IBのスペシャリストに電話をかけましょう。

もっと知りた
いですか？ 

デモアカウント ライブ口座
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IBになるための完全ガイド』を読み終えたら、次のステップに進んで、Tickmill IBになりましょう。 プ
ロセスは本当に簡単です。開始するには、次の手順に従ってください。

何かご質問はありませんか？　当社
にご連絡いただければ、できるだけ速
やかに折り返しご連絡いたします。 

Tickmillのイントロデューシング・ブローカーになる

ライアントエリアの登録を完了する
には、個人情報と取引の専門知識に
関する必須項目を入力します。

ステップ1 登録 します

クライアントエリアのIBルームに入り、IBアカ
ウントを有効にします。私たちを紹介するた
めの準備はすべて整っています。リンク、ロゴ、
バナー、ランディングページを取得します。

ステップ3 IBになって、ト
レーダーを招待します  

クライアントエリアにログインし、必
要なドキュメントをアップロードし
て、プロファイルを証明します。

• 身分証明書 
• 居住証明書

ステップ2 あなたのプロ
ファイルを証明します

資格のあるFXおよびメタル取引の場合、クラシ
ック口座で1ロットあたり10ドル、プロまたはVIP
口座で1ロットあたり2ドルを獲得することがで
きます。 クライアントが取引を開始および終了
すると、IBにコミッションが支払われます。 

ステップ4 IB コミッシ
ョンを獲得します

www.tickmill.com

デモアカウント ライブ口座

始めるにはここをクリックしてください。
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教育

www.tickmill.com

デモアカウント ライブ口座

ビデオチュートリアル 電子ブックセミナー

外国為替用語集 教育記事

ウェビナー

よくある質問ブログ

インフォグラフィック
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ライブ口座

例外的な取引条件で抜き出る

狭いスプレッドと競争力のある手数料を活用してください。

ポートフォリオの多様化

外国為替、株価指数、商品、債券、先物およびオプションを含む6つの資
産クラスで数千の金融商品にアクセスします。

究極のMT4で成功

高度なテクニカル分析、50種類以上のインジケーター、カスタマイズ可能なチ
ャート…39言語。

主な機能

デモ口座

実際の市場条件を体験

リアルタイムで取引を練習し、ツールと戦略をテストし、完全にリスクの
ない環境で取引スキルを磨きます。

4種類の資産クラスにわたる80以上のトレーディング商品

外国為替、株価指数、商品および債券を含む幅広い市場にアクセスし、
市場で最も低いスプレッドのいくつかを体験します。

完全装備の取引プラットフォーム

MT4プラットフォームが提供するカスタマイズ可能なツールと機能の完
全なスイートを調べて、取引パフォーマンスを強化してください。

主な機能

www.tickmill.com

デモアカウントライブ口座
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お問い合わせ先
United Kingdom Cyprus

 つながった状態を保ちましょう。 

Seychelles

Kedron 9, Mesa Geitonia, 
Limassol 4004, Cyprus 

+357 25247650

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, 
Mahe, Seychelles 

+248 434 7072

Fore Street, London EC2Y 9DT,  
United Kingdom 

+44 (0)20 3608 2100

リスク警告：証拠金差額取引（CFD）は高レベルのリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。差金決済取引（CFD）を開始する前に、取引の目的、
経験レベル、リスク選好度を慎重に検討する必要があります。投資された資本を超える損失を被る可能性があるため、失う余裕のないお金を預けるべきではあり
ません。リスクを完全に理解し、リスクを管理するための適切な注意を払ってください。この資料は情報提供のみを目的として提供されたものであり、投資アドバイ
スとして見なされるべきではないことにご注意してください。

www.tickmill.com

support@tickmill.eu cn@tickmill.comsupport@tickmill.co.uk
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