バーテックスFX

ブリオン ソリューション
あなたの金地金ビジネスをバーテックスFXのネットワークと繋げませんか？
多様な商品が市場に公開されているため、間
違った商品やコモディティを購入してしまう可
能性が高まっています。
しかし、バーテックスFX
の簡明で理解しやすい取引画面を利用するこ
とで、いつでも安心して金地金を取引すること
が可能です。
また金やその他貴金属を証券として保有する
口座は、今後、現物市場によって淘汰されると
という予測もあります。バーテックスFXによりゴ
ールドバーの現物取引をお楽しみください。

金地金市場の取引ライフサイクル

バーテックスFXの金地金ユーザーネットワーク
に加わると、従来とは異なる新しいトレーディン
グテクノロジーを体感いただけます。最新の分
かりやすい売買ボタン、最高水準の操作性、魅
力的なデザイン、
アイデアに富む新機能など、
多くの最先端技術によるスムーズな取引をお
楽しみください。
こちらが、金地金の取引サイクルの手順です。
• マーケットウォッチからご希望のシンボルを
ダブルクリックしてください。

• 注文の量を決定し、買いポジションで開始し
てください。

• トレードパネルから、オープンポジションを
ご確認いただけます。

• ポジションを配達するために、ネットトレー
ドポジションへ移動してください。

• ご希望のシンボルを右クリックし、
「配送」を
選択してください。
• 配送方法を「店頭で受取」か「指定住所に配
達」から選択して下さい。

VertexFX Platform
モジュール

プロジェクトゾーン

バックオフィス

最適マルチレベル管理

ブリッジ＆スマートディラー

VBLを経由したSTPとOTCの処理

デスクトップクライアント

何百万ものトレーダーが愛用するプラットフォーム

イーブローカー

マルチアカウント管理

ウェブトレーダー

全てのOSのあらゆるウェブブラウザで実行可能
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マーケットプレイス

クライアントターミナル
プラグインビューアー
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モバイルトレーダー

受賞歴
自分のトレードに自信が持てる世界最先端の取引ツールとして、世界中のトレ
ーダーから高く評価されてきました。世界標準の高い信頼性、安全性、独立性、
拡張性、そして透明性を兼ね備えています。
+44-2-071-936-008

こちらにお問い合わせください。

+1-845-657-3272

優秀賞IAIR FOREX - 2013年 & 2014年 香港
オンライン・トレーディング・プラットフォーム

+962-6-552-0822
+852-8199-0933
+61-280-114-343

www.hybridsolutions.com
sales@hybridsolutions.com
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最優秀賞 FOREX EXPO - 2014年 モスクワ
ブローカー向けトレーディング・プラットフォーム

最優秀賞 JFEX AWARD ‒ 2015年 ヨルダン
ターンキー・トレーディング・プラットフォーム

最優秀賞 FOREX EXPO - 2008年 モスクワ
FOREXソフトウェアデベロッパー

導入後すぐに稼働するシステム
として高く評価されました。
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VTL（バーテックスFX
トレーディング ランゲージ）
VTLは、サーバーサイドスクリプトとクライアントサイドスクリプトの両方がサポ
ートしている言語で、高性能かつ使いやすいエディターで、全てのTA（テクニカ
ル分析）の戦略（自動売買、アラート、カスタムインジケーター）を簡単に実装で
きます。
またバーテックスFXプラットフォームを利用することで、EAを稼働させる
ためのサーバーやVPSを借りることなく、無料でTAを使用できます。

企業情報

ハイブリットソリューションズ社は、世界的に認められた数々の受
賞歴があるプラットフォームのバーテックスFXを2002年から提供
開始し、
ブローカーやトレーダーのためにフロントからバックエン
ドまで、最高の技術を提供することに注力してきました。
トレーダー
の調整は、マルチレベル管理（MLM）を通して実行されるため、
ク
ライアントの収益を増やすために、
クライアントに会う必要はあり
ません。バーテックスFXをリアルタイムでクライアントに価格を配
信するための価格フィードと接続してください。バーテックスFXブ
リッジを通して簡単にクライアントの全ての発注やポジションを取
り消すことができます。

Vストア

ご自身のバーテックスFXプラグインを販売し、利益を生み出しませんか？
Vストア(vStore）は、全てのバーテックスFXプラグインのための市場で、必要に応じて全
てのプラグインを閲覧し、インストールすることができます。
バーテックスFXのために作成したプラグインをお持ちですか？
独自に開発したプラグインやEAをVストアで提供することで、新たなビジネス販路を得る
ことも可能です。
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バーテックスFX
プラットフォーム モジュール

バーテックスFX バックオフィス
為替ニュース

マルチレベル管理（MLM）は、
全てのクライアントのパラメー
ターをワンクリックで管理する
ことを可能にし、作業時間を
最小限にとどめ、顧客やIBを
監視するための様々なレポー
トを提供します。

最新の為替ニュースと海外市場ニュースをお届けすることで、
いつでも安心してお取引いただけます。

FOREX NEWS

アラート通知
お客様が設定した条件に応じて、価格や市況のアラート
ストップ／リミット注文の約定通知が、携帯端末やプラッ
トフォームのディレクトリに自動配信されます。

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
.?123

space

Search

カスタム可能なインターフェース
お好みのテーマを選択して、バーテックスFXのプラットフ
ォームを自由にカスタマイズできます。
バーテックスFX
プラットフォーム モジュール

SMSアラート

バーテックスFX クライアントターミナル

バーテックスFXの最大の特徴である優れたカスタマイズ性と使いや
すい画面設計により、最先端技術のスピード感溢れる取引プロセス
を体感いただけます。
ワンクリック注文、
ワンクリック一括決済、
オンラ
イン取引、自動売買機能などにより強化され、
日本語や英語をはじめ
中国語等の多様な言語に対応しています。

サードパーティのプラグイン無しで、価格や注文の約定、
お客様の口座情報に関するアラートを簡単に自動配信で
きます。
履歴
指定した期間のトレード履歴をいつでもターミナルから
取得することができます。
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バーテックスFX
プラットフォーム
ストラクチャー

クライアント／イントロデューシングブローカー（IB）の
メインディーリングルームまたはそのホワイトラベル用
ターミナル

VertexFX
Mobile Trader

バーテックスFX
プラットフォーム モジュール

メインディーリングルームまたはそのホワ
イトラベルのバックオフィスターミナル

VertexFX e-ブローカー
(マルチアカウントマネージャー)

ワンクリックで全ての顧客のための取引を実行し、運用益は、各
顧客の評価預託残高や証拠金率に応じて分配されます。

VertexFX
ウェブトレーダー

インターネット
VertexFX
Client API

VertexFX
Client Terminal

VertexFX
バックオフィス

VertexFX
e-broker

専用ホスティング
サーバー

VertexFX
バックオフィス

VertexFX
Gateway Server

VertexFX
Monitoring Server

Outer world

SQL/データベース

VertexFX
News Server

リクイディティプロバイダー

Internet
VertexFX
Bridge

VertexFX Online
Backup Server

バーテックスFX
プラットフォーム モジュール

VertexFX ウェブトレーダー

マーケットニュースプロバイダー

VertexFX
SMS/Email Central

VertexFX
WEB Service

VertexFX
バックオフィス
API

VertexFX
VTL Server

VertexFX
History Server

VertexFX
Order
M a n a g e r

VertexFX
ブリッジ

あらゆるOSの様々なウェブブラウザから、いつでも簡単にお客様の
口座にアクセスできます。
シングルサインオン機能により、一つのID
とパスワードだけで、便利に取引していただけます。

$¥€

データフィードプロバイダー

VertexFX
Currency Server
DDE/API

バックアップサーバー
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バーテックスFX

プラットフォーム モジュール

バーテックスFX リスクマネジメント ブリッジ & VBL

注文

•発注ルーターとして稼 働
•標準搭載のブリッジオプション
• FIX LPのリスト
（FIXを介して
LPとシームレスに統合）
•100% STP
•最適価格約定を実現する内蔵
アグリゲーター
・各グループのシンボル毎のパ
ラメーター

リクイディティプロバイダー

バーテックスFXをお好みのリクイディティプロバイダ
ー（LP）
と接続することで、貴社のビジネスのリスクを
限りなくゼロに近づけます。
またバーテックスFX のリ
スクマネジメントブリッジとVBL(VertexFX Bridging
Language)を利用することで、高速かつ自動的に顧客
のポジションを約定します。顧客の取引から生じる貴
社のポジション・リスクを、LPと自動的にカバーして排
除できるため、
リスクを最小限にとどめて安心です。

モデル 2
STP (Aブック)

モデル 3
ハイブリッド (STP & OTC)

発注

•スマートディーラーとして稼働
•カスタム約定スクリプト(VBL)
•動的スクリプティングルールに
基づく一部約定

VertexFX
トレーダー

VTL
VertexFX

VertexFX

イーブローカー

トレーディング言語

WCF
1 0 1 API
001011
000000
101101

VertexFX
API

VertexFX

ウェブトレーダー

発注

トレーダー

FXブローカー

流動性プロバイダー
バーテックスFX

バーテックスFX
プラットフォーム モジュール

プラットフォーム モジュール

バーテックスFX APIツールキット

ディーリングルーム
モデル 1
OTC (Bブック)
•スマートディーラーとして働
•ディーリングデスク無し(NDD)
•100% Bブック
•モニタリングによる手動約 定

バーテックスFX モバイルトレーダー

バーテックスFXモバイルトレーダーは、iOSや
Android、Windows Mobile対応です。
PCでライブマーケットウォッチを確認する時
間がないトレーダーにとって、大変便利なサ
ービスです。通常のシステムと同じ機能を備え
たモバイルトレーダーで、いつでもどこでも簡
単かつ柔軟にトレードできます。
アプリをダウンロードしてログインするだけ
で、すぐに取引可能です。

バーテックスFX APIを利用することで、必要なアプリケーション
やプラグインを簡単にプラットフォームに統合し、様々な機能
を追加していただけます。バーテックスFX APIは、操作性に優
れ、誰でも簡単に使いこなすことができます。
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