
Click the URL below (下記のURL をクリックしましょう ) 
https://getstarted2.tradestation.com/intro?offer=0100AEFX&sales_rep=CAndrews

Select “Individual” if you are opening the account for yourself only. Select “Joint” if you are opening the account together with your spouse.

(自分自身のためだけに口座開設をする場合は、Individualをクリックしましょう。パートナーとの共同口座を開設する場合はJointをク
リックしましょう)
Click “Start”. (Startをクリックしましょう)



Enter your personal details. Click “Open Account”. (個人情報を入力の上、Open Accountをクリックしましょう)



Enter a username and password that is easy for you to remember. This will be your Username and Login Password upon approval of your account.

(ユーザーネームとパスワードを入力しましょう。覚えておきやすいものをお使い下さい。このユーザーネーム、ログインパスワードが

ご自身の口座の基本情報となります。)

Select the security questions and type in your answers.

(秘密の質問に対しての答をご記入下さい。)



Suggestion is to take a photo or screenshot of this page or jot it down after you have input all the 3 answers to the questions of your selection. And keep it somewhere 
safe. Click “Next”.

(是非、全ての質問の答をスクリーンショットで保存するか、書き写して管理しておく事をお勧めします。) Nextをクリックしましょう。



Select “Individual” if you are applying on your own. (個人口座の場合は、Individualを選択しましょう。)

“Joint” if you are applying together with your spouse. (パートナーとの共同口座を開設する場合はJointをクリックしましょう。)

Select “Equities & Options” and/or “Futures” if you are doing both. Equities & Options (普通株) 又はFutures (先物取引) の選択をし、どちらも取引され
る方は両方選択して下さい。

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)

For a Margin Account, it means you are able to buy securities with 
borrowed funds. However, do note that it is  dangerous if you do not 
manage it properly. So, the best will be Cash Account as it will be 
within your own limit.  

(Margin Accountのというのは、証券会社より借り入れる資金
で有価証券を購入できることを意味します。ただし、適切に管
理しないと大変危険です。したがって、奨励するのは現金口座
であり、それはあなた自身の限度額内で取引することを意味し
ます。)

You may follow our selections as shown.

(画面で出ている選択肢をお選びください。)



Follow the selections done in the screenshot.

(スクリーンショットの通リにクリックしましょう)



Enter  your residential address. (現住所をご記入下さい。)

It must be the same as your bank account or your utilities bill account address.

(ここに記載して頂く現住所は必ず、ご自身の銀行口座登録されている住所、又は公共料金請求書に記載されている住所と一致していることが必須です。)

If mailing address is different from residential address, please enter both. Otherwise, tick “mailing address is the same as residential” 

(それ以外の場合は、「郵送先住所は住宅と同じです」と記入してください。住所が住宅住所と異なる場合は、両方を入力してください。)



Here’s how it will look like after you tick the “mailing address is the same as residential”.

（先程の画面をクリックするとこの画面のようになります）



Key in your Country of Citizenship, Date of Birth, Type of Identification, Passport Number, Expiry Date.

(国籍、誕生日、身分保証の種類、パスポート番号、有効期限をご記入下さい。)

Click Next. (Nextをクリックしましょう。)



Key in your employment details.  (就業状況をご記入下さい。)



Basically the selections are “No” unless your answer  differs. 

(基本的にはNoを選択して下さい) (必ず、ご自身で質問を理解した上で、Noを選択下さい。)
Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)



Follow the answers unless your answers differs.

(説明文を理解した上でスクリーンショットの通リに選択して下さい。) 

(経験年数等が下記の選択肢でない場合は、ご自身でご選択下さい。)

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)



This is the best answer unless your income is different.

(収入に関して、これ以上収入が有る方は設定をご自身の収入にして下さい。)

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)



Follow this selection unless you want to allow others to access your account and trade for you. It will be dangerous with a third party’s intervention.

(ご自身の口座に関して第三者の介入を許可するかどうかの選択肢ですが、この選択は基本的にはNoを選択して下さい。

第三者の介入は危険が伴います。)

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)



Upload a copy of your passport. (ここで、パスポートのコピーをアップロードして下さい)

Make sure it is clear. (詳細が明確に見えているかご確認下さい)

Upload your bank statement or utilities bill that shows your address.

(住所の明記された銀行通帳の写し又は、公共料金の支払の写しをアップロードして下さい)

Make sure it is clear. (詳細が明確に見えているかをご確認下さい)

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう)



Click on next after you have double checked all your details are correct.

(自分の記入した全ての情報が正しいかを再度確認の上、Nextをクリックしましょう。)



Tick on both boxes to indicate you have understood all the terms and conditions.

(利用規約をご確認の上、下記の2つのボックスにをチェックを入れましょう。)



Tick on both boxes to indicate you have understood all the terms and conditions.

(利用規約をご確認の上、下記の2つのボックスにをチェックを入れましょう。)



Type in your Name in the Signature box. (サインの欄に自分の名前をタイプして下さい。)

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)



You will be required to submit a W-8Ben Form for tax clearance purpose. Click “Continue to W-8Ben Certification”.

(税務上の理由からW-8Benフォームを提出する必要があります。緑の「W-8Ben認証に進む」をクリックしましょう。)



Tick “I accept…” and “I agree..” Boxes.

(下記の利用規約に了承します。税務に関する条項を電子上送信する＝同意のボックスをチェックしましょう。)

Click “Continue”. (Continueをクリックしましょう。)



Double check your address is correct.  (住所の再確認を行いましょう。)

Click “Complete a form”. (Complete a form (完成）をクリックしましょう。)



Unless you have applied the account as Joint, otherwise select “Individual”.

(ジョイント口座を申請されている方はジョイントを選択、それ以外の方は個人（Individual）を選択してください。)

Click “Next”. (Nextをクリックしましょう。)



Please follow selection. Unless your answer differs. Otherwise, Click “Next”.

(下記の質問に答えていきましょう。間違いが無ければ、Nextをクリックしましょう。 )



Select “No”. Unless your answer to the questions are yes, then you select “Yes”.

(この質問は各個人の責任の元、Yes/No の選択を行って下さい。)



Please select “Yes”. Click “Next”. (Yesを選択して、Next をクリックしましょう)



Check the details are correct. Tick the box below your name. Country = Japan. Click “Next”. 

(詳細が正しい事を確認して、あなたの名前の下のボックスの国の名前をJapanと指定しましょう。その後、 Next をクリックしましょう。)



Select “Japan”. (Japanを選択しましょう。)



Please double check the address is correct and tick in the box at the bottom. Click “Next”.

(住所が正しい事を再度確認し、下記のボックスにチェックを入れましょう。次にNextをクリックしましょう。)



Please tick the box at the bottom if the mailing address is the same as your permanent address. Click “Next”.

(郵送先住所がご自身の現住所と同じであれば下記のボックスにチェックを入れましょう。その後、Nextをクリックしましょう。)



Usually the answer is “0” (zero) unless you are holding a US resident pass. Click “Next”.

(通常この項目の答は米国居住者のパスをお持ちでない限り”０”と思われますが、ご自身の責任で選択をお願い致します。)



Enter your Tax Identifying Number in Japan. Example will be passport number or any Identification number which you submit your Tax with Japan Government.

(日本における納税者番号をご記入下さい。マイナンバー、パスポートナンバー等、日本政府における納税が確認出来る物をご提示下さい。)

Enter your Date of Birth. Click “Next”. (ご自身の誕生日を記入の上、Nextをクリックしましょう。)



Select “Japan”. Tick “Warning W0027”. Click “Next”. (Japanと選択し、Nextをクリックしましょう。)



Ignore this page and click “Next”. Unless you have some declarations to be made. 

(Declarationをしたことが有る方を除いて、このページは無視してNextをクリックしましょう。)



If you do not have anything to declare on the previous page, you may ignore this page and click “Next”.

(前のページでDeclareが無い方は、このページも無視をしてNextをクリックしましょう。)

Else, please attach your supporting documents to support the declarations you have made in the previous page.

(前のページでDeclarationの経験があると答えた方は、Declarationについての裏付書類を添付して下さい。)



Double check the details reflected are correct. Once you have ensured all details are correct, click “Next”.

(詳細が反映されているかどうかを再確認ください。全ての詳細を確認した上で、Nextをクリックしましょう。)

123456789

XX/XX/XXXX



Tick all the boxes to indicate you understand and agree to their Terms and Conditions.

(全てのボックスにチェックを入れ、利用規約を理解し、同意することを確認してください。)

Tick the box to confirm you are the registered user as named and select “beneficial owner/self”, enter your date of birth. (あなたの名前が登録されたユーザーネー
ムで有ることを確認するボックスにチェックを入れ、”beneficial  owner/self”をクリックし、あなたの生年月日を入力しましょう。)

Click “I agree”. (I agree(同意する）をクリックしましょう。)



Please wait for a week for your account to be verified and approved.

(あなたの口座が確認され、承認されるまで1週間お待ち下さい。)

Thank you. (有難うございます。)


