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PRESS RELEASE 

  2022年 3月 10日 

報道関係者各位 

GMO クリック証券株式会社 

 

GMO クリック証券 

Apple Watchで FX？！ 

高級 Appleが当たる、Twitter写真投稿キャンペーンを開始 

～抽選で 100名様に「高級りんご」または「高級ゼリー」をプレゼント！～ 

 

GMO インターネットグループの GMO フィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、金融商品取引業を営

む GMO クリック証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鬼頭 弘泰、以下：当社）は、FX ネ

オ取引専用スマートフォンアプリ 「GMO クリック FXneo」が 2021年 12月に Apple Watch でも一部機能が利用でき

るようになったことを記念し、2022年 3月 10日（木）より、「Apple Watchで FX？！高級 Appleが当たる、Twitter

写真投稿キャンペーン」を開始いたします。 
 

 

【キャンペーン概要】 

本キャンペーンでは、当社の Twitter 公式アカウント「@GMO_ClickSec_AD」をフォローし、Apple Watch で「GMO

クリック FXneo」を使っている写真を「#AppleWatch で FX」のハッシュタグ付きで Twitter に投稿していただいた方の中

から、抽選で 100名様に「高級りんご」または「高級ゼリー」をプレゼントいたします。 

なお、本キャンペーンは、口座開設なしで、Apple Watch およびペアリングしている iPhone をお持ちであれば、どなた

でも応募していただけます。Apple Watchで時間や天気を確認するように、FXネオのレートやチャート確認、スピード注

文もできる「GMO クリック FXneo」は、登録不要でダウンロードが可能です。その利便性をこの機会にご体験ください。 

 

応募期間 2022年 3月 10日（木）～2022年 3月 31日（木） 

※賞品の発送は 2022年 4月上旬頃を予定しています。 

応募方法 1. GMO クリック証券の Twitter公式アカウント「@GMO_ClickSec_AD」をフォローしてください。 

2. Apple Watchで当社の「GMOクリック FXneo」を使っている様子を応募者の方が撮影した写

真に「#AppleWatch で FX」のハッシュタグを付けて Twitter に投稿してください。 

※以下の場合は対象外とさせていただきます。 
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「リプライでの投稿」、「ハッシュタグがない投稿」、「間違ったハッシュタグの付いた投稿」、「画像の

ない投稿」、「他人の画像を盗用/加工している投稿」、「ネット上の画像を流用している投稿」 

※必ずご自身の Twitter アカウントを公開設定にしてご応募ください。 

※当選の場合のみ、ダイレクトメッセージをお送りいたします。 

プレゼント内容 抽選で合計 100名様に、「アップル」にちなんで、タカノフルーツパーラーでおなじみ、新宿高野の高

級ふじりんご、もしくは、アップルマンゴーを含む高級果実ピュアゼリーをプレゼントいたします。 

・ 高級ふじりんご  9個（9,000円相当） 40名様 

・ 高級ふじりんご  6個（6,000円相当） 45名様 

・ 高級果実ピュアゼリー （5,300円相当） 15名様 

 

 

 

 

 

※やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更となることがあります。 

応募要項 ・ 本キャンペーンの応募には、Twitter への登録（無料）が必要です。当社の Twitter 公式アカ

ウント「@GMO_ClickSec_AD」をフォローし、指定のハッシュタグ「#AppleWatchで FX」を付け

て該当する画像を投稿した時点で応募の意思確認とさせていただきます。 

・ 本キャンペーン実施期間中は Twitter の ID を変更しないようお願いいたします。 

・ 実施期間中、お一人様何回でも写真を投稿していただけますが、当選の権利はお一人様に

つき 1回となります。 

・ プレゼントの進呈は、お一人様 1回までとなり、複数の Twitter アカウントで応募された場合、

当選資格を無効とさせていただきます。 

・ 写真画像は、ご応募者様ご本人のみにすべての権利（使用権・著作権を含みます）がある

オリジナル写真に限ります。 

・ 写真画像に特定できるほどの周囲が映り込んでいる場合、その人、建造物ならびに場所の事

前の承諾を得ているものとみなします。指定のハッシュタグ「#AppleWatch で FX」をつけて投稿

いただいた時点で、肖像権や著作権、その他の一切に関連する権利に対する了承がとれてい

るものとみなします。 

・ 当社関係者および当キャンペーン関係者の応募はできません。 

・ 応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。 

当選について 厳正なる抽選の上、当選された方には、応募いただいた Twitterのアカウント宛てに当選のご連絡

をいたします。以下の点にご注意ください。 

・ ダイレクトメッセージでご案内する入力フォームから、必要情報を入力してください。以下の締切

日時までにご入力がない場合は、当選資格を無効とさせていただきます。 

【締切日時：2022年 4月 5日（火）17時まで】 

・ 当社公式アカウント「@GMO_ClickSec_AD」から当選された方のアカウントへダイレクトメッセー

ジをお送りし、プレゼントに関するご案内をさせていただきます。「@GMO_ClickSec_AD」のフォ

ローが解除され、ダイレクトメッセージをお送りできない場合は、当選無効とさせていただきます。 

・ 応募者のフォロワー数が一定以上であることを当選条件とする場合があります。 

・ 他の方の投稿を投稿、もしくは加工している場合、または著しく画像を加工していてうまく読み

取ることができない場合は無効とさせていただきます。 

・ 当選が無効となった場合、その後、賞品の送付依頼をいただいたとしても一切受け付けかねま

す。無効となった当選が発生した場合、当選人数は上記記載の数に達しないことがあります。 

・ キャンペーン当選状況に関するお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。 

免責・注意事項 ・ 当社はキャンペーンの応募により応募者に生じた一切のトラブル・損害（直接・間接を問わ

ず）について、如何なる責任も負いません。 
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・ 本キャンペーンは、当社の都合により予告なく延長または終了することがあります。 

・ 本キャンペーンの適用条件は、景品表示法等の法令等の解釈の変更、監督官庁の指導その

他当社の業務上の必要の生じたときは、予告なく変更されることがあります。 

・ 抽選方法に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。 

・ 当社は、当選者にご提供いただいた情報を賞品送付、および賞品送付に必要な諸連絡のみ

のために使用し、その他の目的には一切使用いたしません。 

・ キャンペーンに投稿された写真の内容・アカウント名は、キャンペーンサイト、当社のホームペー

ジ等において、公開、使用等をさせていただく場合があります。この場合、事前の通知や対価

のお支払い等はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

お問い合わせ先 お問い合わせは、GMO クリック証券株式会社のプロモーション専用 Twitter アカウント

「@GMO_ClickSec_AD」のダイレクトメッセージにて受け付けます。 

 

 本キャンペーンの詳細は、以下のページをご確認ください。 

 https://www.click-sec.com/corp/lp/sns/campaign/fx_2203/ 

 

【｢GMO クリック FXneo｣について】 

「GMO クリック FXneo」は、チャート上で指値・逆指値の価格をラインで指定できる機能や分割

チャート、ライン描画やテクニカル指標など「究極のチャート機能」を追求した FX ネオ取引専用スマ

ートフォンアプリです。デモ取引は登録不要！アプリをインストールするだけで、チャートや注文操作

など、本番取引と同様の快適な操作感を無料でご利用いただけます。 

「MINKABU（FX/為替）」（https://fx.minkabu.jp/）が実施する FX 会社比較「2022 年

版 FX会社年間ランキング」では、「スマホアプリランキング」において第 1位を獲得しています。 

 

「GMO クリック FXneo」の詳細は、以下のページをご覧ください。 

 https://www.click-sec.com/corp/tool/fxneo_app/ 

 

【Apple Watchで FX とは？】 

2021年 12月 15日、「GMO クリック FXneo」が Apple Watch に対応。Apple Watch上で FX ネオ取引の各通

貨ペアのレートやチャート、経済カレンダーの確認やスピード注文が可能になりました。 
 

POINT 01：腕を見るだけで、相場がわかる。 

Apple Watchのホーム画面にチャートを表示することができるので、アプリを開く手間なしで、 

腕を見れば、時間と一緒に相場もわかります。 
 

POINT 02：スピード注文で、スムーズに発注。誤注文防止のロック機能搭載。 
 

POINT 03：震えて、助かる。 

指定プライスでのアラートを設定すると、Apple Watch にも通知が。腕の上で震えるので、通知を見逃しません！ 

 

Apple Watchでの「GMO クリック FXneo」の使い方などの詳細は、以下のページをご覧ください。 

https://www.click-sec.com/corp/tool/fxwatch_apple/ 

https://www.click-sec.com/corp/lp/sns/campaign/fx_2203/
https://fx.minkabu.jp/
https://www.click-sec.com/corp/tool/fxneo_app/
https://www.click-sec.com/corp/tool/fxwatch_apple/
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当社は、今後も業界最安値水準の手数料体系を維持するとともに、お客様の多様なニーズにもお応えし、総合的

な金融サービスをご提供できるよう取扱商品の充実に取り組みます。さらに、より使いやすく、より利便性の高い最先端

の取引システムと革新的なサービスを提供するために邁進してまいります。 

 

 

【GMO クリック証券株式会社について】 

GMO クリック証券株式会社は 2005 年 10 月に設立されたインターネット証券会社です。投資をもっと身近で便

利にし、いつでも、どこでも、世界中のあらゆる投資商品を簡単に取引できる世界を創ることを目指しています。 

 

≪GMO クリック証券公式 Facebook ページ≫ 

https://www.facebook.com/gmoclicksec 

 

【会社概要】  URL：https://www.click-sec.com/  

商号 GMO クリック証券株式会社  

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス 

代表取締役社長 鬼頭 弘泰 

事業内容 金融商品取引法に基づく金融商品取引業 

資本金 43億 4,666万 3,925円 

設立年月日 2005年 10月 28日 

GMO クリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 77号 

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

【報道関係の方からのお問い合わせ】 

GMO クリック証券株式会社 経営企画部 

TEL：03-6221-0203 FAX：03-3770-3005 

E-mail：public@click-sec.com 

https://www.facebook.com/gmoclicksec
https://www.click-sec.com/
mailto:public@click-sec.com

