2013 年 1 月 4 日
<報道関係各位>

『〈選べるシストレ〉セントラルミラートレーダー』
2013 年 1 月下旬 スタート

セントラル短資ＦＸ株式会社（代表取締役社長：松本 一榮、本社：東京都港区）は、
1 月下旬より、予め用意されたストラテジの中から自分が気に入ったものを選ぶだけで
簡単にシステムトレードができる新商品「〈選べるシストレ〉セントラルミラートレ
ーダー」の提供を始めます。ストラテジの成果の評価方法や顧客のサポート機能も充
実しています。
※「ストラテジ」とは、売り買いの指示を出す売買プログラムのことをいいます。
※「セントラルミラートレーダー」は、当社が提携している Tradency 社が提供する
「Mirror Trader」を当社向けにカスタマイズしたサービスです。「Mirror Trader」
は Tradency 社の登録商標です。
■「セントラルミラートレーダー」の魅力とは
 選り抜きのストラテジから「気に入ったものを選ぶ」だけで、プロの売買手法を再現！
 ストラテジの「選び方も操作も簡単」
。初心者でも安心！
 パソコンの電源を切っている間も、
「24 時間」取引システムが稼働！
 1,000 通貨、約 3,000 円（1 ドル＝85 円で換算）の証拠金から「手軽に」始められる！
 「優れたサポートツール」でパフォーマンスがチェック可能。疑問にもお答え！

本件に関するお問い合わせ先
セントラル短資ＦＸ株式会社

広報室

Tel.03-5419-3283、Fax.03-5419-3299
E-mail:pr@central-tanshifx.com URL：http://www.central-tanshifx.co
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【優れた特長のご紹介】
■ 「選び抜かれた」ストラテジを「多数搭載」かつ「随時入れ替え」


「セントラルミラートレーダー」のようにストラテジを選ぶだけで売り買いを始め
られるタイプのシステムトレードでは、ストラテジの品質が特に重要になります。
ストラテジは、いわばシステムトレードの「頭脳」ともいえるものです。



「セントラルミラートレーダー」には、世界中のシストレのプロが作成し、Tradency
社による過去の実績やシミュレーション結果に基づく厳しい審査をクリアした選
り抜きのストラテジだけが常時約 300 種類搭載されています。



しかも随時見直しが行われ、成績のよいものに入れ替えられています。



これらストラテジが、パソコンの電源を切っている間も、24 時間取引を行います。

■ストラテジの「特長・実績を簡単にチェック」できるサポートツールをご提供


相場環境の変化につれて、ストラテジのパフォーマンスも変化していきます。どの
ストラテジがその時の相場の状況に適合し、良好なパフォーマンスを上げているか
を継続的に評価し、ストラテジを入れ替えていくことは、安定的に成果を上げてい
くうえで極めて重要です。



また、複数のストラテジを組み合わせた自分だけのポートフォリオを作り、リスク
の分散とパフォーマンスの安定を目指すことも大切です。



そうしたニーズにお応えすべく、今回、当社ホームページ上のシステムトレード専
用のコミュニティサイト｢シストレ広場｣を全面的に刷新します。同広場は、各スト
ラテジの特長やパフォーマンスを簡単に検索・チェックできる機能を備える予定で
す。



同広場を通じて、雇客が「簡単に」、
「楽しみながら」シストレへの理解を深め、当
社と双方向のコミュニケーションを行いながら自分に合ったストラテジを選べる
よう、強力にサポートしていきます。



具体的には、金融工学で定評のある「クォンツ・リサーチ社」と連携しつつ、様々
な顧客の投資スタイルに応じた「当社独自のポートフォリオ」なども提示していく
予定です。
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【ホームページ（シストレ広場）でのサポートの例】

（本番稼動時の画面はこれと多少異なることがあります。）
＜当 社 概 要＞
会社名：セントラル短資ＦＸ株式会社
資本金：13億1,965万円
主要株主：セントラル短資株式会社、日短キャピタルグループ株式会社、
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 、株式会社クレディセゾン
株式会社三井住友銀行、 野村證券株式会社
設立：2002年3月
代表取締役社長：松本 一榮
本社所在地：〒108-6314 東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館14F
Tel： 03-5419-3300（代表）
URL： http://www.central-tanshifx.com/
登録番号：関東財務局長（金商）第278号
業務内容：金融商品取引業（第一種金融商品取引業）
外国為替証拠金取引トレードシステムの提供・運営
外国為替の情報配信サービス
加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会（会員番号 1504）
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＜Tradency社概要＞
所在地：BVI(ブリティッシュ・バージン・アイランド)
CEO：Lior Nabat
事業内容：リテール向け金融システムソフトの提供
実績等：2005 年に設立され、2006 年に初めてミラートレーディングシステムの提供を開始し
て以降、日本を含む世界各国の有力 FX ないし CFD 業者（ブローカー、トレーダー）に
対して同システムの供給を拡大
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トレーデンシー社がセントラル短資ＦＸ社とミラート
レーダーの提供で提携
2013 年 1 月 4 日
トレーデンシー社
この度、日本市場における大手店頭ＦＸ取引業者であるセントラル短資
ＦＸと、ミラートレーディングというコンセプトの創始者でありミラート
レーダーのプラットフォームを開発したトレーデンシー社との間で新たに
提携を行いました。2013 年 1 月下旬より、ミラートレーダーがセントラ
ル短資ＦＸのすべてのお客様に提供されます。
セントラル短資ＦＸは 100 年以上の歴史を有する日本最大のマネーブロ
ーカー、セントラル短資の子会社で日本有数の店頭ＦＸ取引業者です。そ
の伝統、市場からの信頼そして質の高いサービスに支えられ、その顧客総
口座数は 13 万口座を超え、預託金は 520 億円に上ります（2012 年 11 月
時点）。
セントラル短資ＦＸ代表取締役社長の松本一榮氏は、「セントラルミラ
ートレーダーは、世界中のプロや我々が独自に作成する優れたストラテジ、バ
ックテスト機能や顧客へのきめ細かな情報をご提供するもので、これまでよりず
っと簡単にシステムトレードをご経験頂ける商品です。お客さまには、ＦＸ取引
やシステムトレードに新たな地平を開くものと確信しています。」と説明して

います。
セントラル短資ＦＸ社はミラートレーダーの導入によりＦＸ投資の新た
な入り口を設け、お客様に関心を持っていただくことで取引にスムーズに
入っていただけるものと期待しています。ミラートレーダーには『知識に
基づくトレード』という性質があり、投資家は過去の成績により証明され
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たプロフェッショナルのストラテジの動きを基に投資判断を行なっている
という自信を持って取引を行うことができます。ミラートレーダーには、
①自動売買機能、②セミオート機能、③裁量トレード機能という 3 つの優
れた機能があり、ＦＸと CFD の幅広い情報がリアルタイムで提供されま
す。
ミラートレーダーを開発するトレーデンシー社は、昨年一年間の間に日
本の店頭外為取引市場において大変認知度が上がりました。トレーデンシ
ー社の設立者兼 CEO のリオ・ナバットは、「当社のミラートレーダーが
セントラル短資ＦＸ社の商品ラインナップに加えられたことを当社社員一
同、大変喜んでいます。日本市場は我々にとって重要な市場であり、同社
のような優れた金融会社とのパートナーシップは、我々の技術とサービス
に対する信頼の現れと言えると考えます。さらにミラートレーダーの成功
の主な理由の一つは、初心者から経験者までの全ての投資家層をカバーす
る点にあります。全ての投資家がミラートレーダーから簡単に手に入る膨
大な知識の恩恵を受けることができます。投資家はこの知識を利用し、投
資対象を他の通貨ペアまたは他の金融商品に拡大したり発展させたりして
いるほどです。」と説明しました。

<トレーデンシー社について>
トレーデンシー社（Tradency Inc.）は、ミラートレーディング技術の開
発者であり創始者です。ミラートレーディング技術により、ＦＸトレーダ
ーは世界中のストラテジを評価し、利用することができるようになりまし
た。トレーデンシー社が開発したミラートレーダーというプラットフォー
ムにより、トレーダーは従来のオンライントレード手法の常識を打ち破る、
統合された柔軟な選択肢を得ることができるようになりました。2005 年
の設立以来、トレーデンシー社はこの新しいトレード手法のパイオニアで
あり続けており、プラットフォームによるトレーディングの新しいカテゴ
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リーを創造し続けています。トレーデンシー社は先端的な産業クリエイタ
ーであり続けるためのサービスを革新し続けます。
URL： www.tradency.com
<セントラル短資ＦＸ株式会社について>
セントラル短資ＦＸは 100 年以上の歴史を有する日本最大のマネーブロー
カー、セントラル短資の子会社です。2002 年に店頭ＦＸ取引業者、取引プ
ラットフォーム提供業、情報配信業を行う会社として設立されました。幅
広い顧客層を有し顧客総口座数は 13 万口座を超え、預託金は 520 億円に
上ります（2012 年 11 月時点）。
URL： http://www.central-tanshiＦＸ.com/
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FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: leehee yaron-gerti
Email: Leehee.gerti@tradency.com
Office: +972-8-9361145

CENTRAL TANSHI FX (CTFX) PARTNERS WITH TRADENCY TO OFFER
MIRROR TRADER™ TO ITS ENTIRE CLIENT BASE
January 4, 2013, Tokyo. Central Tanshi FX Co., Ltd.(CTFX), a leading Japanese Margin FX
company and Tradency, originator of the Mirror Trading concept and developer of the
trading platform - Mirror Trader, announced a new partnership. From late January the
Mirror Trader platform will become available for CTFX entire client base.

CTFX is a subsidiary of Central Tanshi Co., Ltd., the largest money broker in Japan with
more than 100 years of financial history. Backed by Central Tanshi’s tradition,
confidence and high quality service, CTFX has a wide range of customer base managing
more than 130,000 accounts and margin deposits of about 52 billion Yen (as of end Nov.
2012).

”Central Mirror Trader will provide FX investors with selected high performance
strategies generated by world professionals and CTFX dedicated staff. It will also provide
our customers with advanced back-testing functions and sophisticated communication
methods. Central Mirror Trader will also simplify dramatically the access to system
trading. We are confident that it will open up an entirely new horizon to FX trading and
system trading for our investors.” said Kazue Matsumoto, President of CTFX.

CTFX expects the addition of Mirror Trader will appeal to its clients and will open for
them a new gateway for investing in Forex, allowing an easy transition to live trading.
Due to the “Trade by Knowledge” nature of the platform, traders feel empowered since
they base their trading decisions on the actions of track-record proven, expert strategies.
Mirror Trading functions are served as three complimentary trading methods: (i)
Automatic Trading, (ii) Semi-automatic Trading and (iii) Manual trading, all delivering
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FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: leehee yaron-gerti
Email: Leehee.gerti@tradency.com
Office: +972-8-9361145

real-time information on the actions of a wide range of Forex & CFD strategies.

During the last year Tradency has become extremely popular in the Japanese Forex
market. Lior Nabat, Tradency’s Founder & CEO: “We are very excited about the
integration of Tradency's Mirror Trader platform into CTFX business offering. Japan is an
important market for us, and the joint venture with a respectable financial institution
such as Central Tanshi FX is a great vote of confidence to our technology and services.”
Nabat elaborates: “One of the main reasons for Mirror Trader’s success is that the
platform encompasses a full spectrum of traders from novice to the experienced. All
traders benefit from the vast amount of knowledge they have at their fingertips inside
the platform. Often, users harness this knowledge to expand and improve their trading
to alternative currency pairs or other financial instruments.”
-end-

About Tradency
Tradency Inc. is the developer and originator of Mirror Trading technology, which
enables traders in foreign exchange to automatically evaluate and adopt global
strategies. Tradency's Mirror Trading Platform offers traders a flexible choice of
combining its groundbreaking approach with traditional online trading methods. Since
its inception in 2005, Tradency has pioneered this new method, creating a new category
of platform trading. Tradency continues to innovate its services, reinforcing its
reputation as the creator of cutting-edge industry practice.
To find out more: www.tradency.com
About Central Tanshi FX Co., Ltd.
CTFX is a subsidiary of Central Tanshi Co., Ltd., the largest money broker in Japan with
more than 100 years of financial history. CTFX was established in 2002 as a Forex broker,
provider of trading platform, and an Information distributor. CTFX has a wide range of
customer base managing more than 130,000 accounts and margin deposits of about 52
billion Yen (as of end Nov. 2012).
To find out more: http://www.central-tanshifx.com/
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