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e-profitは(株)みんかぶが提供するマーケット情報ツールです。AIゴールド証券が取り扱うくりっく365(FX)、くりっく株365(CFD)

の相場表や市況ニュース、チャート情報などがリアルタイムでご覧いただけます。また、お客様ご自身でテクニカルチャートをカスタマ

イズしたり、相場データを分析したりと投資家の強い味方となることでしょう。e-profitはWEB版・ダウンロード版・モバイル版があり、

同じユーザー名(ID)・パスワードでご利用いただけます。

e-profit WEB版

アプリケーションのインストールが不要で、WEBブラウザからログインできます。

フィボナッチリトレースメントや利益確定ラインの表示などテクニカル分析に優

れています。

詳細は５ページ以降をご覧ください。

e-profit ダウンロード版

チャートを複数表示させたり、画面レイアウトを保存したりできます。

e-profit WEB版と使い勝手を比べてみて下さい。

詳細は１７ページ以降をご覧ください。

e-profit モバイル版

携帯電話からでも為替、株式情報を入手できます。

PC版同様、チャートやニュース等の相場情報をご用意しています。

詳細は３１ページ以降をご覧ください。

e-profitとは？
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e-pro FX mobile

最新
米ドル／円
01/25 02:40:47
直近値 102.365 -0.965
売気配 102.370
買気配 102.340
始 値 103.380
高 値 103.590
安 値 101.990
出来高 110719
買気配チャート
約定値チャート
戻る

戻る



OS
Windows 10以降。

Mac OSには対応しておりません。

必須ソフトウェア .Net Framework バージョン4.8以上が必要です。

その他

• 上記はあくまでも推奨環境であり、動作を保証するものではございません。

• 上記以外の環境でも動作する場合がございますが、あらかじめご了承ください。

• メモリ、CPUは、それぞれのOSの推奨構成に準拠します。

https://www.aigold.co.jp/e_proFX/kankyo.htm

利用環境の詳細については下記サイトをご覧ください。

http://eprosp.ovalnext.co.jp/fx_download/kntfx/qa.php

e-profitの不具合等のQ&Aについては下記サイトをご覧ください。

利用環境

e-profit WEB版

OS

Windows 8（8.1）、Windows 10

Windows 8 以上をお使いの方はデスクトップモードにてご利用ください。

Windows3.1、98、ME、2000、XP、マッキントッシュはご利用いただけません。

ブラウザ
InternetExplorer 11 以上

FireFox 42 以上

e-profit ダウンロード版
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本サービスのご利用には専用のユーザー名(ID)・パスワードが必要です。ユーザー名(ID)・パスワードは、利用開始時に通知

いたします。ユーザー名(ID)・パスワードは、変更することができません。

e-profitダウンロード版はWindows専用アプリケーションとなっております。ご利用いただく際はアプリケーションをダウンロードす

る必要がございます。(e-profit WEB版およびモバイル版はダウンロードは不要です)

「e-profit」に掲載されている情報の著作権は(株)みんかぶ及び各情報提供会社に帰属しており、無断で使用(転用・複

製等)することを禁じます。提供している情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませ

ん。また、これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、(株)みんかぶ及び各情報提供会社は一切の責任

を負いません。

当社では以下の条件を満たした場合は本サービスのご利用を停止させていただいております。

e-profit利用開始後、お預かり残高が3ヶ月連続で100万円を割り込み、その期間中お取引がない場合。

※ 再度、本サービスをご希望のお客様は、お預かり残高を100万円以上にしていただいた後、

当社コンサルティング部(0120-99-8636)までお問い合わせ下さい。

利用上のご注意

- ４ -

e-profitは、利用開始条件がございます。利用開始条件は下記となります。

e-profitFXの利用お申込み時に、証拠金預託額が100万円以上。

e-profitを利用希望のお客様は、利用開始条件を満たし、当社コンサルティング部(0120-99-8636)までお問い合わせ

下さい。

e-profitはWEB版・ダウンロード版・モバイル版があり、同じユーザー名(ID)・パスワードでご利用いただけます。



当社HPトップページより「e-profit」ページにアクセスいただくか、

下記アドレスを直接入力していただくことでアクセスできます。

https://www.aigold.co.jp/e_proFX/web.htm

e-profit WEB版をご利用の方は「ログイン」ボタンをクリックし

てください。

ユーザー名(ログインID)・パスワードを入力後、「ログイン」ボタ

ンを押します。

ユーザー名・パスワードは、 e-profit開始利用時に通知いた

します。

※取引画面(注文・口座照会をする画面)とはID・パスワードが異なりますのでご注意ください。

※e-profitのID・パスワードをお忘れの方はAIゴールド証券(株)コンサルティング部(0120-99-8636)までお問い合わせ

ください。

e-profit WEB版 ログイン画面
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e-profit WEB版メニュー

トップ 初期画面を表示します。

プライス プライスを表示します。 p8 参照

チャート 各種チャートを表示します。 p9 参照

ニュース 金融経済ニュースを表示します。 p13 参照

レポート アナリストによる相場見通しを表示します。 p14 参照

ランキング 各銘柄の上昇率／下落率／出来高ランキングを表示します。 p15 参照

データ 売買建玉比率／数量等の各種データを表示します。 p16 参照

e-profit WEB版 初期画面

- ６ -

初期設定では左メニューはすべて閉じた状態となっております。また、左のメニューを開いた状態でログアウトした場合は、

再ログイン時に左メニューが開いたままの状態となります。



e-profit WEB版は相場表・ニュース・チャートをリアルタイムでご覧いただけます。この他にも多種多様のマーケットデータを提供を

しており、相場分析や運用方針の策定の一助となることでしょう。主なコンテンツは下記のとおりです。

※上記のコンテンツは2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止になる場合がご

ざいます。

e-profit WEB版 コンテンツ一覧
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株

プライス

プライス＆チャート

主要株価指数/金利

値動きボード

くりっく365過去日報

株365 過去日報

出来高＆レシオ一覧

株

FX

FX

FX

チャート

騰落率チャート

複数通貨チャート

価格帯出来高チャート

簡易チャート

過去相場チャート

時間軸別チャート

商品金融チャート

チャートプラス

ニュース

金融経済ニュース

マーケットエッジ

要人発言

FEDウォッチャー

ニュースランキング

株価ニュースフラッシュ

レポート

アフター5ストラテジー

今週のスイングストラテジー

AIAこんにちはレポート

注目指標フラッシュバック

日経225ストラテジー

今日の視点

今日の予習

今日の視点

株

FX

ランキング

上昇率ランキング

下落率ランキング

出来高ランキング

高安幅ランキング

騰落率ランキング

出来高ランキング

データ

売買建玉比率数量

スワップポイントカレンダー

金利配当カレンダー

CFTC建玉明細

統計カレンダー

各国金利データ

統計情報

株

FX

株

FX

FX

FX

株

FX

FX

株

FX はＦＸ関連コンテンツを示す

は株価指数関連コンテンツを示す



各銘柄の相場表をリアルタイムに更新しています。各銘柄の4本値や出来高等も表示されます。また、左上の「設定」よりお好み

の銘柄のみを表示させることもできます。

プライス＆チャート

e-profit WEB版 プライス

- ８ -

右図の左側の「採用」欄には表示される銘柄、右側の「未採用」欄には

表示されない銘柄が表示されます。左右の矢印で移動させることで表

示・非表示の切り替えができます。また、上下の矢印で表示される銘柄

の順番を変えることができます。

FXくりっく365 出来高＆レシオ一覧

各銘柄の値動きや出来高、ボリュームレシオを時間軸別に表示します。出来高にカーソルを合わせると4本値等の詳細データが

表示されます。



e-profit WEB版 チャートプラス ①

チャートプラスでは、レートの値動きを時間の経過に沿ってリアルタイムで変化するチャートがご覧いただけます。各種テクニカル指

標やトレンドラインも設定でき、チャート分析に最適なコンテンツです。詳しい機能については次ページ以降に紹介します。

- ９ -

チャートプラス画面の詳細

① ニュース
金融経済ニュースのヘッドラインを表示しています。
クリックすると、ニュースの全文が表示されます。

② 画面分割ボタン 画面を最大4つまで分割できるボタンです。 p10 参照

③ チャート設定
銘柄や足の変更、移動平均線や相対力指数といったテクニカル指標を設定
ができます。また、画面の色の変更もできます。

p12 参照

④ ヘルプボタン ヘルプボタンです。画面の見方、操作方法を確認できます。 p11 参照

⑤ 表示期間
チャートの表示期間を変更できます。
画面下部をドラック操作することで、詳細な期間を表示できます。

p11 参照

⑥ データ表示 表示チャートの四本値などの数値の一覧を表示します。 p10 参照

⑦ 更新ボタン 最新のデータにします。

⑧ 印刷・保存 チャート画面を「画像保存」、チャート画面の「印刷」ができます。

2 3 41

8

5

7

6

5

3



e-profit WEB版 チャートプラス ②
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チャートプラスでは、画面を最大4つまで分割できます。操作は画面右上のパソコンのアイコンをクリックします。

画面の分割

分割なし（1分割） 2分割（縦）

2分割（横） 4分割

チャートプラスでは、チャートに表示されているデータの数値を表示できます。

データ表示

このボタンをクリックし、

チャート画面に戻れます。



e-profit WEB版 チャートプラス ③

- １１ -

下図の赤枠でチャートの期間を変更できます

表示期間の設定

ヘルプボタンで、画面の見方や操作方法の詳細する画面を表示できます。

ヘルプボタン

表示したい期間をクリックします

この部分をドラッグ操作し、

より詳細な期間を設定できます



e-profit WEB版 チャートプラス ④
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チャート設定では、表示しているチャートの銘柄や足の変更、テクニカル指標の表示などが編集できます。

チャート設定

チャート設定の詳細

① 画面 分割している、どのチャートの設定を変更したいのかを選択します。

② チャート チャートの銘柄、足、チャートの種類などが設定できます。

③ スタイル
チャートの背景色や、ポップアップ（チャートにマウスオン時、4本値を表示させる）の
有無などを設定できます。

④ チャートプラス
各種のテクニカル指標を設定します。下記が設定できるテクニカル指標です。
【 移動平均線・一目均衡表・ボリンジャーバンド・パラボリック・指数平滑移動平均線 】

⑤ インジケーター
各種のインジケーターを設定します。下記が設定できるインジケーターです。
【 出来高・ストキャスティクス・MACD・MA乖離・相対力指数・順位相関係数・
サイコロジカルライン・ボリュームレシオ・OBV 】

⑥ 保存／表示 設定したチャートを、保存し表示させます。

⑦ 取消 設定の取消ボタンです。設定する前のチャート画面に戻ります。

1

2 3

4 5

6 7



金融経済ニュース

e-profit WEB版 ニュース

金融経済ニュースでは為替・株・債券など金融関連ニュースをリアルタイムで表示しています。ニュースの各項目をクリックするとその

ニュースの詳細が表示されます。

マーケットエッジ

マーケットエッジ(株)が配信する金融レポートを表示していま

す。

要人発言・主な出来事

過去1週間の要人発言や主な出来事を日ごとにまとめてい

ます。

- １３ -



アフター5ストラテジー ／ 日経225ストラテジー

e-profit WEB版 レポート

(株)みんかぶアナリストによる為替および日経225における短期的な相場見通しや前営業日の投資戦略に対する考察について

掲載しています。

今週のスイングストラテジー

(株)みんかぶアナリストのスイングトレードにおける投資方針

を配信しています。

注目指標フラッシュバック

過去の経済指標を振り返り、今回発表される経済指標の

注目ポイントを配信しています。

- １４ -



上昇率ランキング／下落率ランキング (騰落率ランキング)

e-profit WEB版 ランキング

各銘柄の過去のプライスからの上昇率／下落率を表示します。前日比～前年比までの6種類を用意しております。 また、銘柄

名をクリックすることで下部の簡易チャートが切り替わります。

株FX

- １５ -



売買建玉比率

e-profit WEB版 データ

くりっく365における建玉数量売買比率を表示しています。

FX

スワップポイントカレンダー

東京金融取引所より公表されるスワップポイントを日別に表

示しています。

統計カレンダー

今後発表される経済指標や政治イベント等を日別にまとめ

て表示しています。

FX

- １６ -



e-profit DL版 ダウンロード手順①

- １７ -

当社HPトップページより「e-profit」ページにアクセスいただくか、

下記アドレスを直接入力していただくことでアクセスできます。

https://www.aigold.co.jp/e_proFX/dl.htm

1

e-profit ダウンロード版をご利用の方は

「ダウンロードはこちら」ボタンをクリックしてください。

2

「ダウンロード」ボタンを押します。3



- １８ -

ソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただき、プログラムダウン

ロード画面に進んで下さい。

5

インストールが完了すると、デスクトップ上に右図のようなe-profit

のショートカットボタンが作成されます。アイコンをダブルクリックすると、

プログラムが起動します。

6

ユーザーID・パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押します。

ユーザーID・パスワードは口座開設通知書に同封されている

「e-profitサービスのご案内」をご覧ください。

7

e-profit DL版 ダウンロード手順②



- １９ -

初回ログイン時には相場表、ニュース、チャートなど4分割された画面が表示されます。また、初回起動時はデータの読み込み等

を関係上、画面表示に時間を要することがございますのでご了承ください。

ファイル 背景色、文字色の変更や印刷等の設定ができます。 p28,30 参照

編集 データをクリップボードにコピーします。

表示 フォントサイズの変更やツールバーの設定できます。 p30 参照

プライス 各銘柄のプライスを表示します。 p20 参照

相場 各銘柄の過去のプライスやビューチャートを表示します。 p21 参照

ニュース マーケットニュースを表示します。 p22 参照

チャート 各銘柄のチャートを表示します。 p23～25 参照

コンビニ マーケット分析の役立つコンテンツを表示します。 p27 参照

登録/呼び出し 画面レイアウトを保存したり、呼び出したりします。 p29 参照

ウィンドウ 表示ウィンドウの調節をします。 p30 参照

ヘルプ 操作マニュアルや利用状況を表示します。

e-profit DL版 メニュー

e-profit DL版 初期画面
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e-profit DL版 プライス

上部メニューの「プライス」よりくりっく365、くりっく株365など各銘柄の相場表をご覧いただけます。相場表は一つの画面レイアウト

に最大6画面まで表示可能です。プライスの銘柄名をダブルクリックすると別ウィンドウでチャートが表示されます。また、「マイポート

フォリオ」を設定することにより、オリジナルの相場表を作成することもできます。

表示可能な相場表

項目 表示できる銘柄

くりっく365 くりっく365の各通貨ペア

くりっく株365 くりっく株365の各株価指数

株価指数（国内） 日経平均株価、TOPIX、ジャスダック指数、東証マザーズなど

株価指数（海外） ダウ平均株価、NASDAQ指数、DAX、FTSE100、上海総合指数など

株価指数
（業種別日経平均株価）

36業種に分類した業種別の日経平均株価

国債利回り 主要9か国の国債利回り

国内先物 日経225先物、TOPIX先物、長期国債先物など

海外先物 CME円、ICE米ドルインデックス、CME円建て日経225など

対顧客レート 主要通貨のTTS/TTBレート

その他 円インデックス、日銀ドル円公表レート

マイポートフォリオ

「マイポートフォリオ」ではお好みの銘柄だけをピックアップして表示させること

ができます。他市場の銘柄を同時に表示させることもできます。
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e-profit DL版 相場

上部メニューの「相場」よりくりっく365、くりっく株365や株価・金利などの個別の相場表がご覧いただけます。相場表は一つの画

面レイアウトに最大6画面まで表示可能です。また、相場表の日付部分をクリックし、過去の価格(当日より過去1年間分)を検

索することもできます。表示できるプライスは20ページをご覧ください。

過去のプライス

相場表の日付部分をクリックすると日付を指定できるカレンダーが表示されます。カレンダーの日付を選択するとその日の相場表が

ご覧になれます。また、相場表の日付が最新日の場合はビューチャートを表示できます。

前日／翌日のプライスを示します。

最新のプライスを示します。

カレンダーで選択した日のプライスを示します。

同分類前／次のプライスを示します。

表示ボタン説明
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e-profit DL版 ニュース

上部メニューの「ニュース」よりニュース情報をご覧いただけます。 (株)みんかぶ、GCIキャピタル社などが提供するマーケット情報や

相場見通し、テクニカル分析などお客様の取引に役立つ金融情報を24時間配信しております。ご覧になりたいニュースをダブルク

リックすると本文が表示されます。ニュース情報は一つの画面レイアウトに1画面のみ表示可能です。

過去のニュース

左上の日付を選択することで過去のニュースをご覧いただけます。各種ニュースは当日より過去2カ月の記事を閲覧可能です。
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e-profit DL版 チャート①

上部メニューの「チャート」より各種チャートをご覧いただけます。約定値ベースと買気配ベースの2種類のチャートが選択できます。

各種テクニカル指標、非時系列チャート、サヤチャートもご覧いただけます。チャートは一つのレイアウト画面に最大6画面まで表

示可能です。

チャート上で左クリックするとその日の四本値やテクニカル指標が表示されます。また、左上の「チャート設定」から表示銘柄の変更、

チャートの種類の変更、テクニカル指標の設定などを行うことができます。「チャート設定」を押すことでメニューの表示／非表示を

選択できます。

表示する銘柄の変更

チャート設定メニューの「表示/非表示」

チャートの「足」の選択

ローソク足、バーチャート、始値・終値、折れ線、平均足、エリア、エリアレンジから選択

チャートの表示本数の選択 (10～500本、任意指定可能)

期間中の高値と安値の日付を表示 (チャートが日足・週足・月足のとき選択可)

チャートにマウスオーバーすると4本値が表示

チャート上で右クリックのドラッグアンドドロップで操作

テクニカル指標の凡例の表示

チャート上で右クリックし操作

チャート上で左クリックし操作

24ページ参照

値段軸(縦軸)の表示域や目盛の設定

相場表やテクニカル指標の数値データの取得

アラートの設定

チャートデータを再読込 (通信が途切れた場合)

24ページ参照
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e-profit DL版 チャート②

チャートプラス

移動平均線や一目均衡表などチャート上に組み込まれるテクニカ

ル指標を表示します。

移動平均線

移動平均線(高安)

指数平滑移動線

一目均衡表

ボリンジャーバンド

エンベローブ

パラボリックシステム

価格帯別出来高分布

インジケータ設定

チャートの下に表示されるテクニカル指標です。インジケータは上段、

下段の2つまで表示させることができます。

相対力指数

相対力指数(スムーズ)

ストキャスティクス

順位相関係数

ＭＡ乖離

ＭＡＣＤ

ボリュームレシオ

オンバランスボリューム

出来高取組高

スケール設定

チャートの縦軸の範囲や目盛間隔を指定できます。

※インジケータを表示した場合、e-profit WEB版と描画に多少の違いが発生する場合がございます。

※上記のテクニカル指標の種類は2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止に

なる場合がございます。
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e-profit DL版 チャート③

特殊なチャート

チャート機能ではP&Fなどの非時系列チャート、２つの銘柄のチャートを組み合わせたサヤチャートもご覧いただけます。ご覧いた

だくには「メニュー」→「チャート」から選択します。

▲サヤチャート(米ドル円／日経225) ▲Ｐ＆Ｆチャート(米ドル円)

アラート設定

アラート設定をしておくとチャート上に設定した価格にラインが引かれ、条件を満たすとラインが点滅します。アラート設定するには

上部のメニューの「チャート」→「アラート設定」を選択します。

※インジケータを表示した場合、e-profit WEB版と描画に多少の違いが発生する場合がございます。

※上記のテクニカル指標の種類は2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止に

なる場合がございます。
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e-profit DL版 チャート④

チャートにトレンドラインを引く

チャート上にトレンドラインを引くことが可能です。支持線・抵抗線を引くことで、大局的な方向感の見極めに役立ちます。

※インジケータを表示した場合、e-profit WEB版と描画に多少の違いが発生する場合がございます。

※上記のテクニカル指標の種類は2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止に

なる場合がございます。

① 「チャート設定」の

「トレンドライン」に

チェックを入れます。

② チャート上で右クリックのドラッグ＆ドロップの操作で

トレンドラインが引けます。

③ 作成したトレンドラインを

右クリックすることで、ラインの

「削除」「コピー」ができます。

チャートにコメントを記入する

チャート上にコメントを記入することが可能です。

① 「チャート設定」の「コメント設定」

にチェックを入れます。

② チャート上で右クリック→コメント設定

で、コメントを入力できます。

③ 作成したコメント上で、左クリックの

ドラッグ＆ドロップでコメントを移動できます。

日足チャートで関連記事を確認する。

日足チャートを使い、その日起こった出来事や材料を簡単に確認できます。

① 「チャート設定」でチャートを

「日足」に変え「関連記事」に

チェックを一れる。

② 関連記事を確認したい

チャートの上で左クリック。

③ その日の材料・ニュースが

表示されます。
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e-profit DL版 コンビニ

上部メニューの「コンビニ」より運用に役立つマーケット情報をご覧いただけます。経済カレンダーや要人発言などより詳しい相場分

析をしたい方は重宝すると思います。ぜひお役立てください

コンビニ コンテンツ一覧

各種プライス

各種チャート

各種レポート

各種ランキング

各種データ

値動きボード

出来高＆レシオ一覧

騰落率チャート

複数通貨ペアチャート

要人発言

アフター５ストラテジー

AIAこんにちはレポート

注目指標フラッシュバック

くりっく365 スワップポイントカレンダー

相関係数

CFTC建玉明細

統計カレンダー

※上記のコンテンツは2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止になる場合がご

ざいます。
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e-profit DL版 色の設定

上部メニューの「ファイル」→「色の設定」よりチャート、ニュース画面の文字色や背景色の色合いを変更することができます。設定

した色は全てのウィンドウに適用されます。色の設定項目は「相場表」「チャート」「その他」とありますが、ここではよく使う設定項目

に限定して説明いたします。

チャートの背景色を変える場合

チャートの背景色を変える場合

左上の「ファイル」→

「色の設定」をクリック。

① 対象の「チャート」をクリック。② 選択色を選びます。③

「標準の色に設定」をクリックします。④ チャートの色が変更されます。⑥

チャートの詳細な部分の色を変更する場合

チャートの詳細な部分の色を変更する場合は、「ファイル」→

「色の設定」をクリックし、「チャート」のタブを選択することで設定

てきます。

明るい背景のチャート画面 暗い背景のチャート画面

⑤ 「OK」をクリックします。
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e-profit DL版 ワークスペースの作成

e-profitダウンロード版ではカスタマイズした画面レイアウトをワークスペースとして作成・保存することで、次回以降に保存したレイ

アウトを開くことが出ます。

ワークスペースの保存

お好みの画面レイアウトをカスタマイズした後、上部メニューの「ファイル」 →「ワークスペースを名前を付けて保存する」をクリック。

ファイル名を編集し保存します。

保存したワークスペースを開く

上部メニューの「ファイル」→「ワークスペースを開く」をクリックし、開きたいワークスペースを選択し「開く」をクリックします。
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e-profit DL版 ウィンドウ／その他機能

ウィンドウ

初期設定では「ウィンドウの自動整列」が指定されています。 「ウィンド

ウの自動整列」にチェックしている場合、呼び出したしウィンドウが自動

的に配置されます。配置を任意に決めたい場合は自動整列のチェッ

クを外してからレイアウトを行って下さい。また、「ウィンドウの自動調

整」をチェックすると、ウィンドウを移動させた時にウィンドウの配列の補

助になります。

印刷機能

ニュース、相場表やチャート画面を印刷することができます。上部メニューの「ファイル」→「各種設定」より、ヘッダー・フッターの挿入

など印刷設定をすることも可能です。また、「登録印刷」ボタンより印刷リストを設定することもできます。

フォント設定機能

ニュース・相場表の文字の大きさを調整できます。「フォント大」ボタンを押すと文字サイズが１段階大きくなり、「フォント小」ボタン

を押すと文字サイズが１段階小さくなります。また、「フォント設定」ボタンよりフォントの種類や大きさが設定できます。

ティッカー

上部メニューの「ファイル」→「ティッカー」より、ティッカーを利用することができます。ニュース・相場表をスクロールさせることができます。

ティッカーを非表示にするには、ティッカー上で右クリックし、「終了」を選択します。

ティッカー上で右クリックし、「設定」ボタンを押すと、

スクロールする銘柄・順番を設定できます。設定で

きる銘柄はくりっく365、くりっく株365相場表に限り

ます。また、銘柄ごとにアラート価格を設定すること

ができます。アラート価格に到達した場合、以下の

ように文字色が変わります。

１．アラート設定価格以上： オレンジ

２．アラート設定価格以下： 青
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e-profit モバイル版 ログイン

AIゴールド証券モバイル

ログイン

1. 為替取引画面
2. 株価指数取引画面
3. e-profit
4.重要事項(ﾘｽｸについて)
お知らせ一覧

マーケット情報

5. ﾏｰｹｯﾄ価格(2分遅れ)
6. 前日相場表
7. テクニカルチャート
8. 為替市況コメント
9. スワップポイント一覧

http://www.kanetsufx.co.jp/mb/

▲QRコード

下記アドレスから「AIゴールド証券モバイル」にアクセスし、メ

ニューから「e-profit」を選択してください。QRコード対応機種

の方は右のQRコードを読み込んでください。

1

モバイルメニューより、「3. e-profit」を選択してください。2

■簡易ログイン

簡易ログイン設定をすることでご利用いただけるログイン方法です。

■簡易ログイン設定

簡易ログイン設定をすることで次回よりID・パスワードの入力を省略することができます。

■通常ログイン

毎回ＩＤ・パスワードを入力するログイン方法です。

e-pro FX mobile

◆AIゴールド証券◆

通常ログイン
簡易ログイン
簡易ログイン設定

■
■
■

お問い合わせ
0120-99-8636
受付時間 7:00～23:00(土
日を除く)

◆

◆
◆

注意事項
免責事項

※PC、タブレット端末ではモバイル版をご利用いただけません。e-profit WEB版をご

利用ください。

※e-profitモバイル版はdocomo、au、Softbankに対応しています。

※通信等にかかる費用はお客様負担となります。

※簡易ログイン設定時に「個体識別情報」の送信が必要となりますが、これは携帯

電話の機種番号のようなもので、お客様の個人情報ではございません。

※簡易ログイン設定時に「個体識別情報」を送信後、携帯電話の機種変更等をし

た場合、当社にて「個体識別情報」の解除が必要となります。その際は当社コンサ

ルティング部(0120-99-8636)までお問い合わせください。

ログイン方法を選択します。3

e-pro FX mobile

◆AIゴールド証券◆

ID ：

PW：

OK

戻る

ＩＤ・パスワードを入力し、「OK」ボタンを押します。4

ユーザー名・パスワードは、 e-profit開始利用時に通知いたします。

※「簡易ログイン」ならびに「簡易ログイン設定」機能は、スマートフォンやタブレット端

末ではご利用いただけません。



e-profit モバイル版 コンテンツ一覧

トップメニュー

ログイン直後のメイン画面にはプライス、チャートなどコンテンツ一覧表が表示されます。

e-profit For KANETSU FX

1.プライス
2.チャート
3.ニュース
4.今日の予定（経済指標)
5.今日の予定（発言イベ)
6.今日の視点（為替)
7.今日の視点（株式)
8.ニュース配信
9.FXコンテンツ
0.株365コンテンツ

コンテンツ一覧

e-profit モバイル版では為替・株式に関するニュース等さまざまな投資情報を提供してい

ます。

1.プライス

くりっく365、くりっく株365の各種プライスを表示します。

2.チャート

くりっく365、くりっく株365の買気配、約定値チャートを表示します。

3.ニュース

為替・株式・金利など多方面での金融経済ニュースを表示します。

4.本日の予定【経済指標】

本日発表予定の経済指標を表示します。

5.本日の予定【発言イベ】

本日予定されている要人発言や政治イベントを表示します。

6.今日の視点【為替】

(株)みんかぶアナリストによる為替見通しを表示します。

7.今日の視点【株式】

(株)みんかぶアナリストによる株式見通しを表示します。

8.ニュース配信

携帯アドレスを登録すると、株式ニュースが登録アドレスに配信されます。

9.FXコンテンツ

通貨ペアのピボット指数、テクニカルポイントを表示します。

0.株365コンテンツ

各株式市場のデータを配信しています。

e-profit For KANETSU FX

本日の予定【経済指標】
(07/10 07:10)
【英国】
＊RICS住宅価格（6月）8:01
予想 55% 前回 57%

＊商品貿易収支（5月）17:30
予想 -8750百万ポンド 前回

＊英中銀政策金利 20:00
予想 0.50% 現行 0.50%

【日本】
＊国内企業物価（6月）8:50

※上記のコンテンツは2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止になる場合がご

ざいます。
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▲メイン画面

▲本日の予定【経済指標】
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e-profit モバイル版 プライス・チャート

プライス

ログイン直後のメイン画面には各銘柄のプライスが表示されます。

銘柄名をクリックすると、四本値等の詳細データが表示されます。

最新のプライスをご覧いただくには「更新」ボタンを押してください。

e-profit For KANETSU FX

最新
米ドル／円
07/09 21:56:37
直近値 101.685 +0.095
売気配 101.710
買気配 101.685
始 値 101.530
高 値 101.750
安 値 101.430
出来高 17312
買気配チャート
約定値チャート
戻る

戻る

e-profit For KANETSU FX

[更新]
対 円 その他
現在時刻：
2014/07/09 21:55
米ドル／円

101.690 - 101.720
ユーロ／円

138.375 - 138.405
ポンド／円

173.97 - 174.01
豪ドル／円

95.505 - 95.540
スイス／円

▲プライス画面 ▲プライス詳細画面

メインメニューから銘柄を選択し、約定値(または買気配)チャー

トを選択するとチャートがご覧いただけます。チャートはティック～

月足の8種類がございます。また、くりっく365(FX)の約定値

チャートには画面下部に出来高が表示されます。

チャート情報

最新 最新の情報を取得します。・・・

足 チャートの足を変更します。・・・

プライス プライス画面に移動します。・・・

メニュー メインメニューに移動します。・・・

横／縦 チャートを横表示または縦表示します。・・・

最新 足 ﾌﾟﾗｲｽ ﾒﾆｭｰ
米ドル／円 日足
売101.710買101.685 21:56

横e-profit For KANETSU FX

○チャート足選択
米ドル／円
ティック
１分足
５分足
１５分足
６０分足
日足
週足
月足
戻る

▲チャート選択画面 ▲米ドル円 日足チャート

※上記のコンテンツは2020年6月1日時点でのものです。当コンテンツは予告なしに変更または提供停止になる場合がご

ざいます。



e-profit よくあるご質問

Ｑ

Ａ

e-profitのID・パスワードを忘れてしまいました。

AIゴールド証券コンサルティング部(0120-99-8636)までお問い合わせください。ご本人確認をさせていただいた後、ID・

パスワードをお伝えいたします。

Ｑ

Ａ

e-profitのパスワードは変更できますか？

e-profitのパスワードは変更できません。

Ｑ

Ａ

e-profitの利用条件を教えてください。

利用開始条件は、当社が取り扱う、くりっく365（FX）かくりっく株365（CFD）の口座を開設しており、証拠金預託額

が100万円以上あるお客様です。また、e-profit利用開始後、お預かり残高が3ヶ月連続で100万円を割り込み、その

期間中お取引がない場合、本サービスのご利用を停止させていただきます。e-profitのご利用を再度ご希望される方はお

預かり残高が100万円以上必要となります。AIゴールド証券コンサルティング部(0120-99-8636)までお問い合わせくだ

さい。

Ｑ

Ａ

e-profitの利用環境を教えてください。

e-profitの利用環境については３ページをご覧ください。

- ３４ -



2020年10月

東京都中央区日本橋久松町12-8 TEL：03-6861-8181

金融商品取引業者 [関東財務局長(金商)第282号]

加入協会／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会

モバイルサイト

PCサイト

http://www. aigold.co.jp/

http://www.kanetsufx.co.jp/mb/

電話でのお問い合わせ

AIゴールド証券 コンサルティング部

0120-99-8636

電話対応時間

平日 ：午前8時30分から午後5時まで


