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新規口座開設&入金マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 著作権について 

 

【「TICKMILL(ティックミル)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。 



Tickmill (ティックミル)とは？ 

Tickmill (ティックミル)はセイシェルの金融庁(FSA) の規制に従った、信頼性

のある金融機関によって、お客様の資金を分割管理しております。 

海外 FX ブローカーとして、最も低いスプレッドおよび手数料、リクオートが

無いこと、遅延または介入のない最高の取引環境を提供し、常にお客様の成功

のために努力し、お客様の利益に対して制約をかけることはせず、ヘッジ、ス

キャルピング、そして裁定取引を含むすべての取引戦略を可能にします。 

 

また、Tickmill (ティックミル)は、FxDailyInfo.com の「2018 年トップ CFD

ブローカー賞」に、また、国際ブランド雑誌によって「2017 年ヨーロッパで最

も信用できるブローカー賞」 に、さらに英国 FX 賞にて「2017 年ベスト FX

取引環境賞」と、今までに数々の賞を受賞して来た実績のあるサイトです。 

安心してご登録ください。 

 

 

30 ドルウェルカムボーナスについて 

 

30 ドルのウェルカムボーナスは、こちらからご登録ください。 

⇒https://tickmill.com/ja/promotions/welcome-account/ 

只今 Tickmill (ティックミル)では、初回登録者に限り 30 ドルのウェルカムボ

ーナスのキャンペーンを行っております。 

新規のお客様は、預金をすることなく、無料の取引資金にて取引する事が出来

ます。 

尚、このウェルカム口座は簡単に登録する事が出来て、取引で得られた利益分

はあなたのものとなります。 

受賞歴のある取引ツールやリソースにアクセスしながら、瞬時に実行できるシ

ームレスな取引体験を Tickmill (ティックミル)サイトにてお楽しみください。 

 

https://secure.tickmill.com/?utm_campaign=ib_link&utm_content=IB68093616&utm_medium=30%E3%83%89%E3%83%AB+%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A0%E5%8F%A3%E5%BA%A7&utm_source=link&lp=https%3A%2F%2Ftickmill.com%2Fja%2Fpromotions%2Fwelcome-account%2F


30 ドルウェルカムボーナス 登録記入例 

 

①あなたのお名前を半角ローマ字で入力します。 例)Taro 

②あなたの苗字を半角ローマ字で入力します。 例)Yamada 

➂ご利用される E メールアドレスを入力します。 

④確認の為もう一度同じ E メールアドレスを入力します。 

⑤あなたの生年月日を選択ください。 

⑥お住まいの国(Japan)を選択します。 

⑦「Classic」「Pro」「Vip」3 種類の中から口座タイプを選択します。 

⑧レバレッジを選択します(最大 500 倍) 

⑨個人情報保護方針を同意の上、☑チェックを入れます。 

⑩最後に「提出」ボタンを押します。 

 ↓   ↓ 

登録手続き完了 

 

「ウェルカムアカウント作成されました。」と表示されましたらウェルカムボー

ナスの手続きが完了致します。 

 

 



ウェルカム口座詳細メール 

 

また、登録手続きが完了された時点で、ご登録した E メールアドレスの方に 

ウェルカム口座詳細メールが届きます。 

その中に、ウェルカム口座用のログイン情報が表示されておりますので、大切

に保管ください。 

 

プラットフォームをダウンロード 

 

また、同じくウェルカム口座詳細メールの中には、取引を開始する為のプラッ

トフォームダウンロードが表示されています。 

「プラットフォームをダウンロード」をクリックして、MT4 取引専用ツールを

ダウンロードした上で、30 ドルのウェルカムボーナス取引を開始してください。 

 

※尚、ウェルカムボーナスの件でご質問等が御座いましたら、Tickmill (ティッ

クミル) サポートデスク support@tickmill.com までお問い合わせください。 

 

mailto:support@tickmill.com


30 ドルウェルカム口座の取引条件について 

‣このウェルカムボーナスは、お客様 1 名につき 1 つのウェルカム口座開設が

可能となります(複数のご利用は出来ませんので、あらかじめご了承ください。) 

 

‣このウェルカムボーナスは、あくまでも取引専用の為のボーナス分であり、ウ

ェルカム口座からの出金または送金を行う事は出来ません。 

 

‣取引で得られた最小 30USD から最大 100USD の利益分に関しては、ウェル

カム口座からライブ MT4 取引口座(クラシック、プロ、または VIP 口座)へ移

動することができます。 

 

‣ウェルカム口座からライブ MT4 取引口座へ利益を移動させるためには？ 

1、ウェルカム口座に登録する際に提供したものと同一の情報(名前、苗字、E

メール、生年月日など)を用いてクライアントエリアからの新規口座開設が必要

となります。 

2、クライアントエリアの口座を認証するために必要な本人確認書類の提供; 

クライアントエリア内でのライブ MT4 取引口座の開設、および最低 100 ドル

の入金(または等価値の他の通貨)が必要となります。; 

3、ライブ MT4 口座へ入金ができましたら、お客様は E メールで Tickmill の

サポートに連絡し、ウェルカム口座からライブ MT4 口座への利益の移動をリ

クエストしなければなりません。 

また、いったん利益の移動が完了したら、ウェルカム口座は使用できなくなり、

それ以降取引はできなくなります。 

4、ウェルカム口座の利益はライブ取引口座の収支に計上され、クライアントエ

リアにおいて利用可能な出金オプションのいずれかから即座に引き出すことが

できます。 

 

‣ウェルカム口座は、開設日から 90 日間利用可能です。 

いったん 90 日が経過すると取引はできなくなりますが、獲得利益を請求する

ために、さらに 30 日間ウェルカム口座へとアクセスできます。 

 

‣ウェルカム口座は USD 通貨で利用可能です。 

 

 



Tickmill (ティックミル)新規口座開設方法 

 

公式サイト⇒https://tickmill.com/ja/ 

 

それでは、Tickmill (ティックミル)の新規口座開設方法をご案内していきます。 

 

まず、Tickmill (ティックミル)トップページを開いていただき、「口座を開設す

る」パネルを押して口座登録手続きを開始していきます。 

※ウェルカムボーナス口座を登録した方でも、資金移動の際にはこちらの新規

口座開設が必ず必要となります。 

 

※規制先を選択する際には、セイシェル FSA を選択 

 

尚、クライアントエリア内でのご登録の際、日本人のお客様は規制先を必ず 

「セイシェル FSA」をご選択の上、お手続きください。 

 

また、ご登録手続きが完了しましたら、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、こちらもあらかじめ準備をしておきま

しょう。 

 

 

https://secure.tickmill.com/?utm_campaign=ib_link&utm_content=IB68093616&utm_medium=%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%82%92%E9%96%8B%E8%A8%AD&utm_source=link&lp=https%3A%2F%2Fsecure.tickmill.com%2Fusers%2Fregister%3Flang%3D20


ステップ 1 クライアントエリア登録記入例 

 

個人情報 

 

①お住まいの国(Japan)を選択します。 

②コミュニケーション言語(Japanese)を選択します。 

➂クライアントタイプ欄には、個人または法人を選択ください。 

④タイトル欄には男性または女性を選択します。 

⑤あなたのお名前を半角ローマ字で入力します。 例)Taro 

⑥あなたの苗字を半角ローマ字で入力します。 例)Yamada 

⑦あなたの生年月日を選択ください。 

⑧電話番号をハイフン無しの半角数字にて入力ください。 例)09012345678 

⑨ご利用される E メールアドレスを入力します。 

⑩確認の為もう一度同じ E メールアドレスを入力します。 

⑪規約等ご同意の上、☑チェックを入れます。 

⑫最後に「ステップ 2 に進む」パネルを押して次のステップへ進みます。 

 

 

 

 

 



ステップ 2 クライアントエリア登録記入例 

 

個人住所 

 

①居住国(Japan)を選択します。 ※入力済です。 

②都道府県を半角ローマ字で入力します。 例)Tokyo 

③市区町村を半角ローマ字で入力します。 例)Toshima-ku 

④町名番地、アパート名を半角ローマ字で入力します。  

例)Kamiikebukuro 1∹2∹3 Tickcorpo 

⑤郵便番号をハイフンなしの半角数字で入力します。 例)1070052 

⑥国籍(Japan)を選択します。 

⑦あなたは(米国民)いいえを選択します。 

 

 

個人情報 

 

最終学歴、雇用、職業などの個人情報を選択ください。 

 



金融背景 

 

資金源、年間所得、総資産、取引目的などの金融背景を選択ください。 

 

 

取引知識と経験 

 

他の FX ブローカーでの経験、ボリウム、取引頻度、金融サービスに関する知

識など、取引知識と経験を選択ください。 

 

 

IB コード 

 

IB コードは IB68093616 をご入力ください。 

 

 

 



クライアントエリアのパスワード 

 

数字、小文字、大文字を含めて 8 文字以上のパスワードを入力します。 

入力しましたら再度パスワード確認欄にご入力ください。 

 

 

承認 

 

各同意内容をご確認の上、承認欄に☑チェックを入れた上で、最後に「口座開

設」パネルを押します。 

 

 

登録完了 

 

無事登録完了ページが表示されましたら、新規口座開設登録が完了致します。 



メールアドレス承認メール 

 

新規口座開設登録が完了する事で、登録したメールアドレスの方へTickmill (テ

ィックミル)からメールアドレス承認メールが届きます。 

24 時間以内に「メールの承認」パネルを押してください。 

↓    ↓ 

口座承認完了 

 

そして、「口座承認が完了しました。」と表示される事で承認作業が完了します。 

続いて、ユーザー名&パスワードを入力して、あなた専用の管理画面へログイ

ンしてください。 



Tickmill (ティックミル)ログイン方法 

 

公式サイト⇒https://tickmill.com/ja/ 

 

続いて、あなた専用口座の管理画面へのログイン方法についてご案内していき

ます。 

Tickmill (ティックミル)公式サイトからログインする場合、最上部に表示され

ている「ログイン」にカーソルを合わせると 2 種類の項目が表示されますので

「Tickmill‐セイシェル」側を選択ください。 

↓  ↓ 

ログイン専用ページ 

 

すると、ログイン専用ページが表示されます。 

ユーザ名(メールアドレス)、パスワードを入力した上で「ログイン」パネルを

押します。 

 

https://secure.tickmill.com/?utm_campaign=ib_link&utm_content=IB68093616&utm_medium=%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%82%92%E9%96%8B%E8%A8%AD&utm_source=link&lp=https%3A%2F%2Fsecure.tickmill.com%2Fusers%2Fregister%3Flang%3D20


         Tickmill (ティックミル)管理画面 

 

「ログイン」ボタンを押して、管理画面が表示されましたら、ログインの完了

です。 

 

 

パスワードを忘れた場合 

 

もし、パスワードをお忘れの際は「パスワードをお忘れですか？」の文字をク

リックします。 

       ↓  ↓ 

 



パスワード再設定ページ 

      

すると、パスワード再設定ページが表示されますので、登録した E メールアド

レスを入力して「パスワード再設定」パネルを押します。 

     ↓ ↓ 

パスワード再設定メール 

 

続いて Tickmill (ティックミル)からパスワード再設定メールが届きますので、

その中に表示されている専用リンクをクリックします。 

      ↓ ↓ 

パスワード再設定ページ 

       

続いて、パスワード再設定ページが表示されますので、新しいパスワードを入

力して、再設定の手続きを行って下さい。 



確認書類の提出 

 

あなた専用の管理画面へ無事ログインが出来ましたら、続いて確認書類の提出

(アップロード)作業を行っていきます。 

 

【必要書類について】 

1、身分証明・個人情報証明(写真付きで有効期限が 3 か月以上残っているもの) 

パスポート・マイナンバーカード(裏表両面)・運転免許証(裏表両面)等 

(いずれか 1 点)※カラーコピーにてご提出下さい。 

2、住所証明書(発行日より 180 日以内のもの)  

公共料金明細(ガス/水道/電話)・銀行口座残高証明書・住民票等 

 (いずれか 1 点) ※お客様のお名前・住所が一致する必要があります。 

 

書類管理ページ 

 

管理画面へログインする事で、書類管理ページが表示されますので、１.身分証

明、2.住所証明書の各書類ごとに「ファイルを選択」ボタンを押してアップロ

ード作業を行いご提出ください。 

※追加書類に関しては、Tickmill (ティックミル)側より追加書類の依頼があっ

た場合のみアップロードしてください。 



Tickmill (ティックミル)承認メール 

 

そして、確認書類が無事承認される事で、登録したメールアドレスの方へ

Tickmill (ティックミル)承認メールが届きます。 

※尚、うまくアップロードが出来ない場合は、support@tickmill.com まで確認

書類を添付してご送信ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              取引口座開設 

 

確認書類の承認が得られましたら、続いて取引口座開設を行っていきます。 

 

Tickmill (ティックミル)が提供する 3 つの取引口座 

 

Tickmill (ティックミル)では、「クラシック口座」「プロ口座」「VIP 口座」の 3

種類があり、この中から選択して取引専用口座を開設していきます。 

※複数の取引口座を所有する事も可能です。 

 

取引口座開設操作方法 

 

まず、あなた専用口座へログインして頂き、最上部にある各メニューから「ト

レーダー部屋」パネルを選択した上で、左下に表示されている「取引口座」パ

ネルを押します。 



             取引口座ページ 

 

すると、取引口座専用ページが表示されますので、「新しい口座を開設」パネル

を押して、取引口座を開設していきます。 

↓   ↓ 

取引口座開設方法 

 

①「Classic」「Pro」「Vip」3 種類の中から口座タイプを選択します。 

②レバレッジを選択します(最大 500 倍) 

③「米ドル(USD)」「ユーロ(EUR)」「ポンド(GBP)」の中からご利用される通

貨を選択します。 

④IB 選択は、「IB68093616」をご選択ください 

⑤最後に「作成」パネルを押します。 

↓   ↓ 

取引口座開設の完了 

 

これで、取引口座開設の完了です(複数のアカウント取得も可能です。) 

取引口座を取得される事で「入金送金」「出金送金」の手続きが可能です。 



取引口座完了通知メール 

 

また、登録したメールアドレスの方には Tickmill (ティックミル)より取引口座

完了通知メールが届きます。 

その中には、あなた専用口座番号や取引専用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。 

 

プラットオームをダウンロード 

 

また、同じく取引口座完了通知メールの中には、取引を開始する為のプラット

フォームダウンロードが表示されています。 

「プラットフォームをダウンロード」をクリックして、MT4 取引専用ツールを

ダウンロードした上で入金手続きを開始していきましょう。 



入金方法 STICPAY(ステックペイ) 

STICPAY(ステックペイ) 電子決済について、ご案内致します。 

 

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

 

STICPAY(ステックペイ)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、国内送金、電信送金、Bitcoin、更に

NETELLER(ネッテラー)口座からの資金移動の充実さに加え、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(ステックペイ)専用の 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。 
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STICPAY(ステックペイ)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(ステックペイ)を利用して、Tickmill (ティックミル)専用

口座に入金させる方法をご案内していきます。 

 

STICPAY(ステックペイ)決済操作方法 

 

管理画面より、左側メニューより「入金」をクリックします。 

入金ぺージが表示されましたら、ステップ 1 よりご利用される取引口座を選択

します 

↓  ↓ 



ステップ 2 入金方法を選択 

 

続いて、ステップ 2 より入金方法 STICPAY を選択します。 

↓  ↓ 

ステップ 3 入金手続き 

 

ステップ 3 より入金額を入力します。 (最低入金額は 100USD/EUR/ GBP～) 

利用規約同意の上☑チェックを入れた上で「作成」ボタンを押します。 

↓  ↓ 

 

続いて、STICPAY(ステックペイ)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。 



入金方法 電信送金(海外銀行送金) 

続いて、電信送金についてご案内致します。 

Tickmill (ティックミル)では、電信送金による入金も可能です。 

但し、海外銀行へのお振込となる為、海外送金手数料が掛かる上、着金日数が

5 日程掛かってしまう事をあらかじめご了承ください。 

※但し 5,000 ドル以上(あるいは同等価値の他通貨)入金される場合、Tickmill 

(ティックミル)側がお客様の銀行送金手数料を負担致します。 

その際、振込手数料が表示された銀行ステートメントのコピーを Tickmill (テ

ィックミル)support@tickmill.com までお送りください。 

 

電信送金操作方法 

 

左側メニューより「入金」をクリックします、そして入金ぺージが表示されま

したら、ステップ 1 よりご利用される取引口座を選択します 

↓  ↓ 

ステップ 2 入金方法を選択 

 

続いて、ステップ 2 より入金方法 BANk TRANSFER を選択します。 

↓  ↓ 

mailto:support@tickmill.com


ステップ 3 入金手続き 

 

①送金される通貨(USD)(EUR)(GBP)の中から選択します。 

②送金(入金額)を入力します。 (最低入金額は 100USD/EUR/ GBP～) 

③振込先銀行「BARCLAY」パネルを一度クリックしてください。 

④利用規約同意の上☑チェックを入れます。 

⑤最後に「作成」ボタンを押します。 

↓  ↓ 

銀行振込先情報 

 

「作成」ボタンを押す事で、振込先銀行情報のページが表示されますので、 

この内容に従って、振込手続きを開始してください。 

 

 

 

 

 



【Tickmill (ティックミル)カスタマーサポート】 

サイトに関するお困りご不明な点、ご質問等ございましたら Tickmill (ティッ

クミル)サポートデスクまで、お気軽にお問い合わせください。 

日本語のわかる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。   

       

 

【Tickmill (ティックミル)日本語サポートデスク】 

営業日：月曜日～金曜日 

営業時間：（日本時間 16:00～22:00 まで) 

Email ： support@tickmill.com 

お電話：+852 5808 2921（国際通話）  +65 3163 0958（国際通話） 

 

mailto:support@tickmill.com

