
SIMBA開設
マニュアル



注意事項

・FX（外国為替証拠金取引）はレバレッジによって総資金より多額の資金で取
引を行うことができます。そのため、多くの利益を上げることができる反面、
価格変動、金利動向、経済情勢などの影響により預託資金以上の損失が生じる
可能性があります。

・SIMBAを利用した取引に伴う一切の損失の責任を負うことはできません。従
いまして、SIMBAの稼働につきましては自己責任で使用して下さい。
・SIMBA運用については、不具合がないように万全を期していますが、万が一

誤動作などが起こった場合の補償などは致しかねますので、あらかじめご了承

ください。

・SIMBAを稼働させた時点で、上記内容に同意したものとみなします。



注意事項

・SIMBA取扱説明書（以下、本著作物と称します）及びSIMBA実行ファイル(ex4 
ファイル)は、著作権法において保護されている著作物です。取り扱いについ
ては以下の点にご注意ください。

・本著物の全部もしくは一部を、文書およびその他考え得る手段を用いて、著
者の許可なくあらゆる手段(ホームページ、ブログ、メールマガジン、電子
ファイル、ビデオ・動画、印刷物など)による複製、流用・転用、記載、転売
することの一切を禁じます。

・SIMBAの実行ファイル(ex4 ファイル)のリバースエンジニアリング、逆アセ
ンブル、 改変などの一切の行為を禁止いたします。

・著作権法違反は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金刑に課せられま
すのでご注意ください。



注意事項
海外証券口座は「BIGBOSS」を使用します。

BIGBOSSのレバレッジは残高によって変動します。(下記表参照)

SIMBAは最大レバレッジが999倍の場合を想定して作成しています。

200万円以上入金の場合は最大レバレッジが下がり、ロスカット値が変わりますの
でご注意下さい。200万円以上入金したい場合は追加口座の申請をお願いします。

口座残高 最大レバレッジ

0円～1,999,999円 999倍

2,000,000円～4,999,999円 555倍

5,000,000円～9,999,999円 200倍

10,000,000円以上 100倍



<LINE FXを登録>

LINE FX証券の口座を開設します。

登録をすると相場の急変動が起きた時にLINEの通知でお知らせがきます。

通知があることによって相場の急変に対応することができ、

損失を最低限に抑えることができる可能性があります。

LINE FX証券口座開設

⇨口座開設はこちら

※通知を受け取るために登録します。実際に運用する口座はBIGBOSS口座です。

https://t.afi-b.com/visit.php?guid=ON&a=U11709n-R406069y&p=x778853B


BIGBOSS口座開設までの流れ

口座を作ったことがない方

①口座開設(5分)

②本人確認(5分)

③入金(5分)

④VPSの登録(15分)

⑤システム設置(30分) 

口座をすでに開設済みの方

①追加口座を申請する

②入金(5分)

③システム設置(30分)

<その他>

・スマホ版MT4の設定

・運用を停止する場合

クリックすると 

ジャンプします 



①口座開設



＜口座開設の前に＞

【本人確認書類】

・パスポート

・運転免許証

・住民基本台帳カード

・顔写真付きマイナンバーカード

（通知カードを除く）

【住所証明書類】

・住民票/公共料金明細書

・金融機関からの文書

・その他公的機関からの書類
　　※上記は3ヶ月以内に発行された物

・健康保険証

・住民基本台帳カード

・顔写真付きマイナンバーカード

 （通知カードを除く）

FXの口座開設には【本人確認書類】と【住所証明書類】の2つの書類が

必要です。事前に準備した上で手続きすると、スムーズに口座開設ができます。



①口座開設

システムを稼働させるには、「BIGBOSS」の口座が必要です。

下記、口座開設リンクをクリックして開いてください。

1. ブラウザが起動し、BIGBOSSの口座開設のページが表示されます。

2. 次ページ以降のマニュアルに従って各項目を入力してください。

※入力ミスがあるとシステムが稼働しないので注意。

⇒https://www.bigboss-financial.com/ja/account/qopen?aid=Aea0qU0w

https://www.bigboss-financial.com/ja/account/qopen?aid=Aea0qU0w


クイック口座開設画面が開きます。

①口座開設



個人情報を入力します。

・口座タイプ

　JPYスタンダードFX口座

　999:1

・名前

　例）taro  yamada

・生年月日

・メールアドレス 

①口座開設



国籍・キャプチャを入力し、

規約の同意にチェックをつけて送信を押します。

①口座開設



この画面が表示されたら口座開設は完了です。

①口座開設



承認されるとBIGBOSSから数分〜数日後、メールが届きます。

メールを開いて、画像のように口座番号・パスワード・サーバーが

記載されていることを確認してください。

９９９
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①口座開設



最後に、SIMBA公式サポートLINEに口座番号をお送りください。

「口座開設が終わりました。証券会社はBigBoss、

  口座番号は○○○○○○です。」とお送り下さい。

　確認の上でアカウントキーをお送りします。

 ※証券会社営業日によりアカウントキー発行にお時間を頂くことがあります。　 
土日に口座開設された場合は、週明けにアカウントキー発行します。

①口座開設



②本人確認



BIGBOSSのマイページにログインします。

【マイページURL】

https://mypage.bigboss-financial.com/signin/ 

または、検索ブラウザで「bigboss fx」と入力すると、

BIGBOSS証券口座のHPにアクセスする事ができます。

②本人確認

https://mypage.bigboss-financial.com/signin/


マイページボタンをクリックします

②本人確認

CLICK! 



マイページにログインします。※送付されたメールのパスワードを入力

９９９

登録したメールアドレスを入力

CLICK! 

②本人確認



出金をするまでに口座の有効化をする必要があります。
BIGBOSSマイページの『ユーザー本登録はこちら』をクリックします。

②本人確認



・本人確認書類
・住所証明書類
をアップロードします。

※アップロードする書類は
　こちらをクリックすると
　確認できます。

②本人確認



この画面が出たら口座本登録は完了です。 

②本人確認



③入金



マイページ＞左側のメニューから「入金」を選択して下さい。

③入金



入金方法は銀行送金・クレジットカードなどがありますが、

出金のことを考えると銀行入金がオススメです。

※クレジットカード出金は「返金扱い」なので

　入金した金額分しか出金ができず、出金に時間がかかります。

銀行送金の場合は、マイページにログイン後、

左のメニューから「国内銀行入金」をお選びください。

クレジットカードやビットウォレット送金のやり方は、

下記URLをご覧ください。

https://mypage.bigboss-financial.com/admin/account/fund

③入金

https://mypage.bigboss-financial.com/admin/account/fund


振込人欄には必ずMT4口座番号とローマ字

でお名前をご記入下さい。

振込人名の記入例： "670000 Taro Yamada”

※上記指定通りにご入力しなかった場合、

　口座に入金が反映されません。

口座番号を入れ忘れた場合は以下bigbossのサ
ポートメールへご連絡ください。

support@bigboss-financial.com

入金先口座を選択すると、振込依頼名が半角と全角で表示されます。

③入金

mailto:support@bigboss-financial.com


無事入金が完了すると、マイページの「残高＋クレジット」に反映されます。

※入金は１営業日以内に反映されます。

　反映されない場合は、下記BIGBOSSサポートメールまでご連絡ください

　support@bigboss-financial.com

③入金

mailto:support@bigboss-financial.com


④VPSの登録



④VPSの登録

　次に、VPSの登録及び設定をします。

　VPSとは、24時間起動しているインターネット上のパソコンです。

　VPSを使うとインターネット上に24時間インターネット接続されたあなたの

パソコンをもう一台用意し、自身のPCからネットワーク接続することで利用

できます。本FXシステムはWindows用に作成されているため、VPSを使うこ

とでMacユーザーもFXシステムを利用することができます。

　パソコンにインストールされたMT4というアプリケーション上で稼働して、

FXシステムを動かします。そのため、ご利用のパソコンを24時間起動し続け

ることを想定していますので、一般家庭のパソコンでは故障や不具合発生の

可能性があります。



④VPSの登録
VPSとしておすすめするサービスは下記のサービスです。

下記の申し込みページ用のリンクより登録をお願いします。

お名前ドットコムが出しているVPSで、FX MT4に特化しているのでオススメです。

1.5GB 月額1,353円でご利用頂けます。

（システムを２台以上運用する場合は2.5GB以上でご契約ください）

お名前ドットコム デスクトップクラウド for MT4

http://admane.jp/ad/p/r?_site=2180&_article=1974&_link=8143&_image=8695

 ※1GBにつき、1システムが目安です。
CLICK! 

https://bit.ly/vpsonamae
http://admane.jp/ad/p/r?_site=2180&_article=1974&_link=8143&_image=8695


④VPSの登録

リンクを開いたら「今すぐ申し込む」をクリックします。

CLICK! 



④VPSの登録

プランを選択します。
ご自身にあったプランを選択してください。

１システム稼働につき、1.5GBが安定運用の目安です。



④VPSの登録

台数は「1」台を選択します。



④VPSの登録

お支払い期間を選択して下さい。



④VPSの登録

RDS SALは「申し込まない」を選択してください。



④VPSの登録

お名前.comを初めてご利用の方は、メールアドレスとパスワードを入力し、
次へを押して下さい。IDが発行されますので、会員情報の入力の必要事項を
入力し次へ進むを押して下さい。



④VPSの登録
支払い方法を選択し、「申込む」をクリックします。

クレジットカードを選択すると支払いは契約期間ごとに自動更新で請求されま
す。自動更新設定について詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.onamae.com/guide/p/19?btn_id=guide_search_p-19_自動更新

https://www.onamae.com/guide/p/19?btn_id=guide_search_p-19_


④VPSの登録
申込みの受付が完了です。お名前.comから『〔お名前.com〕デスクトップクラウド
お申し込み確認』というメールが届きますので、メールの内容に沿ってお手続きを
進めて下さい。

その際電話認証も必要になりますので、忘れず進めてください。



④VPSの登録
「〔お名前.com〕デスクトップクラウドお申し込み確認」という
メールを開き、認証用URLをクリックします。



④VPSの登録

下記手順に沿って電話認証を行ってください。

①電話を受けるをクリックする
と

自動的にお名前.comシステムか
ら電話がかかってきます。

②受電後に画面に表示されている

PIN番号（番号＋＃）を入力しま
すと認証が完了します。

③画面に「認証に成功しました」が表
示されたら認証のお手続きは終了で
す。



④VPSの登録

電話認証後、請求に関する『〔お名前.com〕デスクトップクラウドご請求
明細 初回お支払い分』というメールが届きます。

◆銀行振込・コンビニでお支払いの方

メールの内容を参照の上お支払いください。お名

前.comで入金が確認後『〔お名前.com〕デスク

トップクラウド 領収メール 初回お支払い分』と

いうメールがきます。

◆クレジットカード決済の方

ご請求/領収明細内容をご確認ください



④VPSの登録
入金が確認されると、お名前.comでサーバーサービス設定が行われます。
サービス設定には、1〜2時間かかります。



④VPSの登録

サービス設定が完了すると『〔お名前.com〕デスクトップクラウドサービス設定
完了』というメールが届きます。

メールが届いたら、コントロールパネルにアクセスできるのでログインを押しま
す。



④VPSの登録
コントロールパネルにアクセスすると、接続情報が書かれています。
RDPファイルをダウンロードしてください。



④VPSの登録

RDPファイルはファイル→ダウンロードにあるので、

デスクトップに貼り付けておくと便利です。

デスクトップにドラッグ&ド

ロップで貼り付けします。

windows   Mac 



④VPSの登録
RDPファイルを開くと、リモートデスクトップ接続画面が出てくるので、
接続を押します。詳細のマニュアルは、下記をご覧ください。
https://www.onamae-desktop.com/guide/rdp/howto-rdp/23/

https://www.onamae-desktop.com/guide/rdp/howto-rdp/23/


④VPSの登録
Windowsセキュリティ画面が出てくるので、パスワードを入力します



④VPSの登録
下記画像のように、リモートデスクトップにアクセスできます。



⑤システム設置



デスクトップクラウドにパスワードを入力します。
パスワードを忘れてしまった方はお名前.comのページから
再度パスワードを確認して下さい。

④システムの設置



④VPSの登録

Google Chromeから「LINE」と検索し、
LINEアプリをインストールして下さい。



④VPSの登録 

LINEにアクセスできたら、SIMBAをデスクトップに保存します。 
「ダウンロードはこちら」のURLをクリックして下さい。 

 



④VPSの登録 

ダウンロードページを開き、「ダウンロード」をクリックします。 



④VPSの登録 

ダウンロードしたファイルをデスクトップに貼り付けます。 



④VPSの登録 

フォルダがデスクトップに出現していればOKです。 

次はこれを稼働させていきます。 



⑤システムの設置 

VPSを開き、Google Chromeをクリックします。  



Google Chromeで「bigboss fx」と入力すると、 

BIGBOSS証券口座のHPにアクセスする事ができます。 

 

 

 

 

⑤システムの設置 



ホーム画面の取引プラットフォーム>MT4のダウンロードを選択します。 

⑤システムの設置 



⑤システムの設置 
姓名、メールアドレス、国（日本）を 

入力・選択してPC(Windows)用をダウンロードします。 



⑤システムの設置 
ダウンロードしたファイル(bigboss4setup.zip)を開きます。 



⑤システムの設置 

「実行」をクリックして下さい。 



⑤システムの設置 

ダウンロードしたファイル(bigboss4setup.zip)を開きます。 



⑤システムの設置 

下記の画面が表示されたらインストール完了です。 

『完了』をクリックしてください。 



⑤システムの設置 

『完了』を押して少し時間が経つとMT4が起動します。 



⑤システムの設置 
BIGBOSS口座開設時に届いたメールに記載されている取引するサーバーを選択し、『次
へ』をクリックします。 

 



⑤システムの設置 

『既存のアカウント』を選択し、ログイン（口座番号）と 

   パスワードを入力し『完了』をクリックします。 



⑤システムの設置 
ログインが失敗すると、画面右下に「回線不通」や「無効な口座」 

と表示されます。 

ファイル→取引口座にログインをクリックするとログイン画面が 

出てくるので正しい口座番号とパスワードを入力してください。 

（サーバーの選択ミスも多いです） 

 



⑤システムの設置 
ログインができたらシステムを設定します。 

『ファイル』の中の『データフォルダを開く』をクリックします。 

 



⑤システムの設置 

フォルダが開くので、『MQL4』のフォルダを開いてください。 

 



⑤システムの設置 
『Experts』のフォルダを開いてください。 



⑤システムの設置 
ダウンロードしたフォルダを展開すると、

「SIMBA.ex4」という名前のファイルがあります。



⑤システムの設置 
「Experts」フォルダ内に「SIMBA.ex4」をコピー＆ペーストで入れて下さい。



⑤システムの設置 

エキスパートアドバイザ部分を右クリックして、更新を押して下さい。 



⑤システムの設置 

MT4内に「SIMBA」を設置できました。 



⑤システムの設置 

MT4を起動したら、すべてのチャートを閉じます。 

 



⑤システムの設置 
『ファイル』から『新規チャート』をクリックして、 

『EURUSD』  を選択します。 

 

 



⑤システムの設置 

『ウィンドウの整列』ボタンを押します。 

 

チャート画面が整頓され  
見やすくなります。  



⑤システムの設置 

SIMBAの時間足の設定は必要ありません。 

ご自身の見やすい時間足を選択してください。 

 



⑤システムの設置 

『気配値表示』を閉じます 



⑤システムの設置 
『SIMBA』をクリックして選択したまま、 

『EURUSD』のチャートまでドラッグして離します。 

 



⑤システムの設置 

チャートの右上にFXシステムの名前と☹（悲しんでる顔）が表示 

されるので、クリックします。 

 

 



⑤システムの設置 

下記の画面が表示されたら、『全般』タブを選択します。 

 



⑤システムの設置 

『全般』タブの中の『DLLの使用を許可する』と『自動売買を許可する』 

にチェックを付けます。 

 

 



⑤システムの設置 

『パラメーターの入力』タブを選択します。 

「アカウントキー」欄にLINEから送られてきたアカウントキーを入力します。 

 



⑤システムの設置 

ロット変更する場合はここで変更できます。 



②システム設定
資金に応じた推奨Lotsの値

※ 利益をお約束するものではなくすべて自己責任での運用になります。
資金1万未満での運用は設計時の想定以上にリスクがあることをご留意ください。
為替運用には思わぬリスクが伴います。当システムを利用したことによる損失・ロット設定ミスによる損失
について、当社は責任は一切負えません。

資金 lot

１万円 0.01

５万円 0.05

10万円(推奨) 0.1(デフォルト)

20万円 0.2

30万円 0.3

40万円 0.4



⑤システムの設置 
損切り額を設定したい時は、「損切額」の欄に含み損が何円になったら 

損切りするかを入力して『OK』を押して下さい。 

(初期設定は5万円で損切りの設定になっています。) 

⇦クリックすると

　入力できます



⑤システムの設置 
エラー表示が出た場合はアカウントキーの入力が間違っている可能性があ 

ります。再度入力してもエラーになる場合はサポートLINEへご連絡ください。 

 



⑤システムの設置 
パラメーター設定が終わったら、『自動売買』ボタンをクリックして 

緑色の状態にします。 

チャート右上の☹が😊になったらFXシステムが稼働しています。 

 

FXシステムを停止にするには『自動売買』ボタンをクリックして赤色にして、残ったポジションがある場合は手
動で決済してください。 



⑤システムの設置 
システムを稼働させたまま、画面を閉じたい場合は、最小化［−］ボタンを押してMT4
画面を閉じてください※［×］を押しMT4を閉じてしまうとFXシステムのプログラムが
止まってしまいます。 



⑤システムの設置 

VPS（仮想デスクトップ）画面上部の［×］ボタンをクリックして、 

画面を閉じるとVPSの接続を切ることができます。 

そのままPCをシャットダウンしても問題ありません。 

 

Windowsの画面

Macの画面



⑤システムの設置 

Windows自動更新がかかってしまうとシステムが停止する可能性がある 
為、アップデートを自動更新から手動に変更します。 
 
 

設定方法は下記URLをご覧ください。 

https://www.server-world.info/query?os=Windows_Server_2019&p=initial_conf&f=
5 

 
※Windowsの更新は、システムが起動していないタイミングで2-3ヶ月に1回は行う
と、不具合が起きづらくなります。 

 

https://www.server-world.info/query?os=Windows_Server_2019&p=initial_conf&f=5
https://www.server-world.info/query?os=Windows_Server_2019&p=initial_conf&f=5


追加口座
を申請する



BIGBOSSのマイページにログインします。 

 

【マイページURL】  

https://mypage.bigboss-financial.com/signin/  
 

または、検索ブラウザで「bigboss fx」と入力すると、 

BIGBOSS証券口座のHPにアクセスする事ができます。 

 

 

 

 

 追加口座を申請する 

https://mypage.bigboss-financial.com/signin/


マイページにログインします。※送付されたメールのパスワードを入力  

９９９

登録したメールアドレスを入力

CLICK! 4

 追加口座を申請する 



メニューの追加口座開設をクリックします。 

 追加口座を申請する 



・口座の通貨タイプ:JPY  

・取引タイプとレバレッジ  

　スタンダードFX口座999:1  

・メモ:以下URLを貼り付け  

https://www.bigboss-financial.co
m/ja?aid=Aea0qU0w  

・規約の同意:同意する  

　 

 追加口座を申請する 

https://www.bigboss-financial.com/ja?aid=Aea0qU0w
https://www.bigboss-financial.com/ja?aid=Aea0qU0w


承認されるとBIGBOSSから数分〜数日後、メールが届きます。 

メールを開いて、画像のように口座番号・パスワード・サーバーが 

記載されていることを確認してください。 

９９９

 追加口座を申請する 



スマホ版
MT4の設定



スマホ版MT4の設定 

スマホ版「MT4」のアプリをダウンロードします。　 

・Androidの方→Google Play で『mt4』と検索して『MetaTrader 4』 

　をインストールします。 

・iPhoneの方→App Store で『mt4』と検索して 『MetaTrader 4』 

　をインストールします。 



右下の設定画面を選択し、 

新規口座をタップします。 

デモアカウントの口座情報
が記載されています

スマホ版MT4の設定 



「既存のアカウントにログイン」 

をタップ 

 

サーバーを選択します。 

BIGBOSSから来た口座開設メー
ルに記載されています。 

 

「bigs」と入力すると、 

候補サーバーが出てきます。 

スマホ版MT4の設定 



ログインをします。 

ログイン　：口座番号を入力 

パスワード：パスワードを入力 

 

入力後、サインインをクリック 

します。 

スマホ版MT4の設定 



ログイン状態になっていると、 

設定のタブで自分の名前と口座番号が 

表示されます。 

 

※自分の名前と口座番号が表示されない 

　場合は、ログインできていないので、 

　再度ログイン画面から口座番号とパス 

　ワードを入力してください。 

 

スマホ版MT4の設定 



トレードのタブを開くと 

現在保有しているポジションを確認できます。 

スマホ版MT4の設定 



履歴タブでトレード履歴や収支を確認できます。 

 

日/週/月/カスタムから期間を選択して 

トレード履歴・収支を確認して下さい。 

スマホ版MT4の設定 



運用を停止
 する場合

※運用の停止はPCのみ、ポジションの決済は
　PCとスマホで行うことが可能です。



運用を停止する場合(PC) 

デスクトップに貼り付けたRDPファイルをクリックします。  



パスワードを入力します。 
パスワードを忘れてしまった方はお名前.comのログインページから 
再度パスワードを確認して下さい。 

運用を停止する場合(PC) 



すでに起動しているBIGBOSSのアプリを下のタブから開きます。 

運用を停止する場合(PC) 



『自動売買』ボタンをクリックして赤色の状態にします。 

チャート右上の😊が☹になったらFXシステムが停止した状態です。 

　※新規ポジションがエントリーされなくなるだけなので、既存のポジションは決済されません。 

運用を停止する場合(PC) 



ターミナルの「取引」タブを開くと、現在保有しているポジションが 

表示されます。 

運用を停止する場合(PC) 



スマホ版「MT4」のアプリを開きます。 

・Androidの方→Google Play で『mt4』と検索して『MetaTrader 4』 

　をインストールします。 

・iPhoneの方→App Store で『mt4』と検索して 『MetaTrader 4』 

　をインストールします。 

運用を停止する場合(スマホ) 



トレードタブをクリックします。 

運用を停止する場合(スマホ) 



ポジションを 

長押しすると、 

決済画面が 

表示されます。 

「クローズ」を 

押すと最終決済 

画面が表示され 

ます。 

運用を停止する場合(スマホ) 



マイナスポジション
を決済すると、損切
り、プラスポジション
を決済すると、利益
確定になりますの
で、ご注意下さい。  

損切り  利益確定 

運用を停止する場合(スマホ) 


