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株式会社マネースクウェア・ジャパン（本社：東京都港

平成 26 年３

すのでお知らせいたします。

 

 

 

■ 概要 

この番組

と題し、

から提供

て必見の番組

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

 

■ 番組名

■ 放送局

■ 放送日時

■ 放送開始日

■ 出演者スケジュール

 

■ 本件に関するお問合せ先

㈱マネースクウェア・ジャパン

Tel：
■ サービス内容等に関するお問合せ先

㈱マネースクウェア・ジャパン
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新しい為替
～当社提供新番組・日経ＣＮＢＣ

株式会社マネースクウェア・ジャパン（本社：東京都港

年３月 31 日（月

すのでお知らせいたします。

この番組では、当日のマーケット市況

と題し、当社各アナリスト

提供いたします。

必見の番組内容になっております。

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

番組名  「ＦＸマーケットスクウェア

放送局  日経ＣＮＢＣ（ＣＳ放送：全国のケーブルテレビ・スカパー）

放送日時  毎週月曜日～金曜日

放送開始日  平成

出演者スケジュール 

月 

火 

水 

木 

金 

本件に関するお問合せ先

㈱マネースクウェア・ジャパン

：03-3470-5050
サービス内容等に関するお問合せ先

㈱マネースクウェア・ジャパン
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しい為替
当社提供新番組・日経ＣＮＢＣ

株式会社マネースクウェア・ジャパン（本社：東京都港

月）より、日経ＣＮＢＣ「

すのでお知らせいたします。 

当日のマーケット市況

各アナリストによる

します。これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

内容になっております。

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

ＦＸマーケットスクウェア

日経ＣＮＢＣ（ＣＳ放送：全国のケーブルテレビ・スカパー）

毎週月曜日～金曜日

平成 26 年 ３月

 

Ｍ２ＪＦＸアカデミア学長

Ｍ２ＪＦＸアカデミア学長

当社シニアアナリスト

当社チーフアナリスト

当社シニアテクニカルアナリスト

本件に関するお問合せ先 

㈱マネースクウェア・ジャパン

5050（代表） E
サービス内容等に関するお問合せ先

㈱マネースクウェア・ジャパン

                                               

しい為替情報
当社提供新番組・日経ＣＮＢＣ

株式会社マネースクウェア・ジャパン（本社：東京都港

）より、日経ＣＮＢＣ「

当日のマーケット市況情報を

によるＦＸ取引に

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

内容になっております。 

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

ＦＸマーケットスクウェア」 

日経ＣＮＢＣ（ＣＳ放送：全国のケーブルテレビ・スカパー）

毎週月曜日～金曜日 20：

３月 31 日（月）

Ｍ２ＪＦＸアカデミア学長

Ｍ２ＪＦＸアカデミア学長

当社シニアアナリスト 山岸

当社チーフアナリスト 西田

当社シニアテクニカルアナリスト

㈱マネースクウェア・ジャパン IR/広報担当：西田

E-mail：ir@m2j.co.jp
サービス内容等に関するお問合せ先 

㈱マネースクウェア・ジャパン カスタマーデスク
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情報番組がスタートします。
当社提供新番組・日経ＣＮＢＣ

株式会社マネースクウェア・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：相葉斉、以下「当社」）は、

）より、日経ＣＮＢＣ「ＦＸマーケットスクウェア

記 

情報を生放送で

ＦＸ取引に役立つワンポイント情報

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

日経ＣＮＢＣ（ＣＳ放送：全国のケーブルテレビ・スカパー）

：00～20：05 

日（月） 

Ｍ２ＪＦＸアカデミア学長 吉田 恒 

Ｍ２ＪＦＸアカデミア学長 吉田 恒 

山岸 永幸 

西田 明弘 

当社シニアテクニカルアナリスト 津田

広報担当：西田、大里

ir@m2j.co.jp 

カスタマーデスク   Tel

                                               

株式会

がスタートします。
当社提供新番組・日経ＣＮＢＣ「ＦＸマーケットスクウェア」～

区、代表取締役社長：相葉斉、以下「当社」）は、

ＦＸマーケットスクウェア

で解説し、さらに、

役立つワンポイント情報

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

日経ＣＮＢＣ（ＣＳ放送：全国のケーブルテレビ・スカパー）

 生放送 

 

 

 

 

津田 隆光 

※日本の祝祭日の放映は、ありません。

、大里 

Tel：0120-455

                                               

式会社マネースク

がスタートします。
「ＦＸマーケットスクウェア」～

区、代表取締役社長：相葉斉、以下「当社」）は、

ＦＸマーケットスクウェア」への番組提供を開始いたしま

さらに、番組後半では

役立つワンポイント情報を当社内「

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。

日経ＣＮＢＣ（ＣＳ放送：全国のケーブルテレビ・スカパー） 

日本の祝祭日の放映は、ありません。

455-512 

                                               

平成26年

スクウェア・

【東証第一

がスタートします。
「ＦＸマーケットスクウェア」～

区、代表取締役社長：相葉斉、以下「当社」）は、

」への番組提供を開始いたしま

番組後半では「投資判断アイ」

「ＭＩＤＳＴＵＤＩＯ

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

なお、当社ＷＥＢページ特設サイトより、オンデマンド録画番組を配信予定です。 

日本の祝祭日の放映は、ありません。

 
年３月27日 

・ジャパン 

一部：8728】 

がスタートします。 
「ＦＸマーケットスクウェア」～ 

区、代表取締役社長：相葉斉、以下「当社」）は、

」への番組提供を開始いたしま

「投資判断アイ」

ＭＩＤＳＴＵＤＩＯ

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ

日本の祝祭日の放映は、ありません。 

 

区、代表取締役社長：相葉斉、以下「当社」）は、

」への番組提供を開始いたしま

 

「投資判断アイ」

ＭＩＤＳＴＵＤＩＯ」

これからＦＸを始める方も、すでにお取引中の方も、ＦＸに関心のある皆様にとっ
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■ 株式会社マネースクウェア・ジャパン 
平成 14 年の創業以来、「挑戦と規律」という企業理念の下、ＦＸ業界大手として外国為替証拠金取引（ＦＸ

取引）における革新的なサービスを提供しています。一定間隔で一定金額の新規注文を同時に複数発注する「ト

ラップトレード®」注文（平成 18 年６月より、特許取得済み）、イフダン注文の新規と決済の注文を自動的に

繰り返し発注する「リピートイフダン®」注文（平成 19 年７月より、特許取得済み）、また、それらの複合注

文である「トラップリピートイフダン®」注文（平成 19 年 12 月より、特許取得済み）、や「ダブルリピート

イフダン®」注文（平成 23 年 11 月より、特許取得済み）など、当社独自の多機能な発注管理機能を取り揃え、

お客様に「マネーゲームではない資産運用としての外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）」を提供しております。 

U R L ：http://www.m2j.co.jp/  

会 社 名 ：株式会社マネースクウェア・ジャパン（MONEY SQUARE JAPAN, INC.） 

本 社 ：東京都港区赤坂９丁目７番１号 ミッドタウン・タワー  TEL(03)3470-5050 FAX(03)3470-5053 

代 表 者 ：代表取締役社長  相葉 斉 

設 立 ：平成 14年 10月 10日 

資 本 金 ：1,224,005千円（平成 25年９月 30日現在） 

事 業 概 要 ：第一種金融商品取引業（主に外国為替証拠金取引(ＦＸ取引)業） 

 

発注管理機能である「トラップトレード®」「リピートイフダン®」「トラップリピートイフダン®」「ダブルリピートイフ

ダン®」は取引の利益を保証するものではありません。投資判断はお客様ご自身でなさって頂きますようお願いいたします。

同一通貨ペアで複数の「ダブルリピートイフダン®」を入れる、またはすでにポジションを持っている通貨ペアで新たに「ダ

ブルリピートイフダン®」を注文すると両建て取引となることがありますのでご注意ください。 

「トラップトレード®」「トラップリピートイフダン®」「リピートイフダン®」「トラリピ®」「ダブルリピートイフダン®」

は、株式会社マネースクウェア・ジャパンの登録商標です。 

以上 

 

株式会社マネースクウェア・ジャパン 

金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第 296 号  一般社団法人金融先物取引業協会 会員番号 1507 

 

＜お取引に関しての注意事項＞ 

●取引開始にあたっては契約締結前書面をよくお読みになり、リスク・取引等の内容をご理解頂いた上で、ご自身の判断にてお願いい

たします。当社の外国為替証拠金取引は、元本および収益が保証されているものではありません。また、取引総代金に比較して少額

の資金でお取引を行うため、多額の利益となることもありますが、通貨価格の変動や金利動向の変化により預託した資金以上の損失

が生じる可能性があります。また、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により外国為替取引が不能

となる可能性があります。 

●取引手数料は価格上乗せ方式で、新規および決済取引のそれぞれに必要となります。手数料額は 1,000 通貨単位当たり 10～100 円（対

ドル通貨は 0.1～1 ドル）で、通貨ペア及び諸条件により異なります。 

●当社が提示するレートは、通常２～８ポイント買値と売値に差があります。 

●取引に必要な証拠金額は、個人のお客様の場合取引総代金の４％、法人のお客様の場合取引総代金の２％となります。 

 


