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《新闻交易员》 简易安装手册 

Version: v4.0 / Last Update: 6MAY2018 

 

1. 我们假设交易员对 MT4 终端，及 EA 的安装有一定的基础。如果对这方面的内容不够了

解，请在 YOUTUBE 上查阅相关培训视频。以下视频可以参考： 

 
https://youtu.be/xAfN-NO7VE8 

 
 

2. 由于本程序需要通过 Web Service 的方式从远端服务器读取新闻交易数据。需要交易员将

远端服务的地址加入 MT4 终端。加入服务器地址的方式，在以下文档有介绍：  

 

 
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_experts 

 
 

以下 URL 需要被加入： 

 

 
http://autratec.droppages.com/ 

 
 

 

 

3. 当前《新闻交易员》会集中在：EURUSD, USCAD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY 货币对上交

易。请将 EA 逐一加入到该货币对应的图标中。在 M5 的时区上运作。 

 

https://youtu.be/xAfN-NO7VE8
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_experts
http://autratec.droppages.com/
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如有任何其他问题，请登录 AUTRATEC.COM 和我们联系。  
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NEWS TRADER Installation Guide (Simple Version) 

Version: v4.0 / Last Update: 22APR2018 

 

1. We assume that traders have a certain basis for the installation of EA and using MT4 terminals. 

If you do not know enough about this content, please check the relevant training videos on 

YOUTUBE. The following video can refer to: 

 
https://youtu.be/xAfN-NO7VE8 

 
 

2. This program needs to read news transaction data from a remote server via Web Service. The 

trader is required to add the address of the remote service to the MT4 terminal. The way to 

include the server address is described in the following documents: 

 
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_experts 

 
 

The following URL needs to be added: 

 

 
http://autratec.droppages.com/ 

 
 

 

 

3. NEWS TRADER will trade on: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY currency pairs. 

Please add EA one by one to the chat for that currency. They operate on the M5's time frame. 

https://youtu.be/xAfN-NO7VE8
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_experts
http://autratec.droppages.com/
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If you have any other questions, please contact us at AUTRATEC.COM. 
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以下の翻訳は、GOOGLE 翻訳で行います。 表現が不正確な場合は、私を許してください。 

 

NEWS TRADER インストールガイド（簡易版） 

 

1. トレーダーは、EA のインストールと MT4 端末の使用のための特定の基礎を持っている

と仮定します。このコンテンツについて十分に理解していない場合は、YOUTUBE で関連

するトレーニングビデオを確認してください。以下のビデオで参照できます： 

 

 
https://youtu.be/xAfN-NO7VE8 

 
 

2. このプログラムは、Web サービスを介してリモートサーバからニューストランザクショ

ンデータを読み込む必要があります。トレーダーは、MT4 端末にリモートサービスのア

ドレスを追加する必要があります。サーバーアドレスを含める方法については、次のド

キュメントを参照してください。 

 

 
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_experts 

 
 

次の URL を追加する必要があります。 

 
http://autratec.droppages.com/ 

 
 

 

https://youtu.be/xAfN-NO7VE8
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/setup_experts
http://autratec.droppages.com/
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3. NEWS TRADER は、EURUSD、USDCAD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY の通貨ペアで取引さ

れます。 その通貨のチャットに EA を 1 つずつ追加してください。 彼らは M5 の時間枠

で動作します。 

 

 

 

その他ご不明な点がございましたら、AUTRATEC.COM までご連絡ください。 


