
外国為替証拠金取引とは、元本や利益が保証された金融商品ではありません。お取引した通貨にて、相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合が
あります。レバレッジ効果では、お客様がお預けになった証拠金以上のお取引が可能となりますが、証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。個人のお客様の取引に必要な証拠金
は、各通貨のレートにより決定され、お取引額の4％相当となります。証拠金の25倍までのお取引が可能です。（法人のお客様の取引に必要な証拠金は、通貨ペア、取引コースにより1万通
貨あたり3,500円から34,000円の範囲内であり、証拠金の約200倍までの取引が可能です。）取引手数料は、取引コースにより1000通貨コースが1ロットあたり片道0円～20円（税込）、1万通
貨コースが1ロットあたり片道0円～200円（税込）となります（詳細は取引要綱詳細をご参照ください）。取引レートの売付価格と買付価格には差額（スプレッド）があり、諸費用等については別

途掛かる場合があります。当社は法令上要求される区分管理方法の信託一本化を整備いたしておりますが、区分管理必要額算出日と追加信託期限に時間差があること等から、いかなる
状況でも必ずお客様から預かった証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。ロスカット取引は、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、あら
かじめ約束した損失の額の水準（以下、「ロスカット水準」といいます。）に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられま
す。また、ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によってはお客様よりお預かりした証拠金以上の損失の額が生じることがあります。お取引の開始にあたり、
契約締結前交付書面を熟読の上、十分に仕組みやリスクをご理解いただき、ご自身の判断にて開始していただくようお願いいたします。
商号：株式会社外為オンライン（金融商品取引業者） 登録番号：関東財務局長（金商）第276号
加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会（会員番号1544）

外為オンライン タブレット 操作説明書



1-1 アプリをダウンロードする（ｉＰａｄ）

1 Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ アイコン をタップします 2 「外為オンライン」を検索し、アイコンをタップし
インストールします

推奨環境 iOS6..Xの iPad（iPad2以降）
※対応機種以外で、インストールが可能な機種がございますが、動作保障致しかねます。

2

通信料について

通信料はお客様のご負担となります。
ご利用の際はパケット定額制をおすすめします。

！！！！



1-1 アプリをダウンロードする（Ａｎｄｒｏｉｄ）

1 Playストア アイコン をタップします 2 「外為オンライン」を検索しアイコンをタップし
ダウンロードします

推奨環境 AndroidOS3.2以上

※対応機種以外で、インストールが可能な機種がございますが、動作保障致しかねます。 3

通信料について

通信料はお客様のご負担となります。
ご利用の際はパケット定額制をおすすめします。

！！！！



1-3 ホーム画面

4

ログインしなくても、次の機能をご利用いただけます

通信料について

通信料はお客様のご負担となります。
ご利用の際はパケット定額制をおすすめします。

！！！！

1111 3333 3333

4444

5555
5555

5555

6666 6666
1111 ………… レート表示
現在レートが表示されております。

4444 ………… ニュース表示

タップするとログインボタン等が表示
されます。

ニュースのヘッドラインが表示されておりま
す。 記事の内容はログインしていないと
表示されません。

5555 ………… 設定
各種表示の設定が可能です。

6666 ………… チャート最大化
タップするとチャート画面が最大化されま
す。

2222

2222 ………… メニュー表示

3333 ………… チャート表示
チャートが表示されております



1-4 ログイン画面

5

1111

3333

3333

4444

4444

5555

7777

6666

1111 ………… メニューボタン
メニューボタンをタップすると画面右上部に
ログインボタンが表示されます

4444 ………… パスワード入力エリア

タップするとログイン画面が表示されます。

5555 ………… ログインID保存設定

ログインIDの保存設定ができます。

6666 ………… パスワード保存設定

2222

2222 ………… ログインボタン

3333 ………… ログインID入力エリア
郵送された[口座開設完了のご案内]に
記載されているログインIDを入力します。

8888

取得したパスワードを入力します。

入力時のご注意

[ログインID] 半角英数字 桁数：13
[パスワード] 半角英数字
※大文字、小文字もご確認ください。

！！！！

ログインID入力エリアにログインIDを入力し、
タップするとパスワードお問合せ画面が表示
され、[お問合せ]をタップ後、登録メールア
ドレス宛てにパスワードが送信されます。

パスワードの保存設定ができます。

7777 ………… パスワードをお忘れの方（再発行）

8888 ………… ログイン

ログインID・パスワードを入力し、タップすると
ログインできます。



1-5 メニュー画面

6

1111

5555 6666

7777

3333

1111 ………… 画面呼出
新規注文画面・各種設定・レイアウト保存（呼出）が出来ます。

下記10種類のカテゴリーに画面を切り替える事が出来ます。
①レート②チャート③ニュース④口座状況⑤注文中一覧
⑥ポジション⑦注文履歴明細⑧約定取引明細⑨お知らせ
⑩スワップ・証拠金

4444

4444 ………… カテゴリー切り替え

5555 ………… レイアウト切り替え(Ｌ字型)

1111

2222

3333

4444

1111

2222

4444

４面L字型のレイアウトに切り替わります。

6666 ………… レイアウト切り替え(十字型)

ログアウトします。

7777 ………… ログアウト

４面十字型のレイアウトに切り替わります。

新規注文 新規注文画面が表示されます。

入出金 クイック入金・出金依頼登録・出金依頼中一覧・入出金明細の確認
・別コースへの資金移動が出来ます。

設定 通貨ペア設定・レート更新間隔設定・パスワード変更・メールアドレス変更
自動ログイン設定・決済注文設定・金融機関登録・変更・コース追加が出来ます。

レイアウト レイアウトの保存が出来ます。

2222

3333

2222 ………… ポジション

3333 ………… チャート
チャートが表示されてます。この画面より注文画面を
表示することも出来ます。

保有しているポジションが表示されてます。



2-1 レート画面

1111 ………… 通貨ペア表示
設定した通貨ペア順に表示します。
タップすると新規注文画面が表示されます。

本日の売レートの始値（Open）、高値(High)、安値(Low)です。

4444 …………始値/高値/安値

2222 ………… 売（Bid）レート

3333 ………… 買（Ask）レート

売り注文で使用される注文です。

1111

2222 3333

買い注文で使用される注文です。

4444

レート横のレート横のレート横のレート横の についてについてについてについて

売（売（売（売（BidBidBidBid）レートが上昇した際に表示）レートが上昇した際に表示）レートが上昇した際に表示）レートが上昇した際に表示

売（売（売（売（BidBidBidBid）レートが下落した際に表示）レートが下落した際に表示）レートが下落した際に表示）レートが下落した際に表示

買買買買(Ask)(Ask)(Ask)(Ask)レートが上昇した際に表示レートが上昇した際に表示レートが上昇した際に表示レートが上昇した際に表示

買（買（買（買（AAAAｓｋ）レートが下落した際に表示ｓｋ）レートが下落した際に表示ｓｋ）レートが下落した際に表示ｓｋ）レートが下落した際に表示

7

メニュー画面よりメニュー画面よりメニュー画面よりメニュー画面より【【【【レートレートレートレート】】】】をタップをタップをタップをタップ
します。します。します。します。



2-2 新規注文クイックトレード（成行注文をする）

2222

3333

4444

1111

5555

6666

クイックトレード【簡易注文】

1111 通貨ペア
通貨ペア（英字表記）の上でタップします。

7777

2222 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「クイック」を選択します。

4444 注文数量
取引する数量を入力します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも数量が
入力できます

3333 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

5555 許容スリップ
許容スリップを表示します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも許容スリップの
入力ができます。
※許容スリップはクイックトレード
のみ有効な機能です。

6666 クイックＯＣＯ
「する」を選択した場合、新規約定後、
当該ポジションにＯＣＯ決済注文が設定され
ます。

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

7777

1111

2222

1111 プライスボード上でタップします。
（売り注文の場合は（Bid）・買い注文の場合はAsk）をタップ
します。

2222 注文 注文内容確認後、注文ボタンタップし、完了です。

プライスボード

8



2-3 決済注文クイックトレード（成行注文をする）

3333

4444

5555

6666

1111 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「クイック」を選択します。

3333 注文数量
取引する数量を入力します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも数量が
入力できます

2222 予定損益
決済後の予定損益が表示されます。

4444 許容スリップ
許容スリップを表示します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも許容スリップの
入力ができます。
※許容スリップはクイックトレード
のみ有効な機能です。

5555 注文確認画面の表示切り替え
チェックを入れた場合、[注文]ボタンタップ
後、約定が行われます。

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

6666

2222

1111

1 カテゴリ一覧よりカテゴリ一覧よりカテゴリ一覧よりカテゴリ一覧より[[[[ポジションポジションポジションポジション]]]]をタップしますをタップしますをタップしますをタップします

2 決済したいポジションをタップします決済したいポジションをタップします決済したいポジションをタップします決済したいポジションをタップします

ポジション一覧画面には[集計]ポジション集計画
面には[一覧]が両方とも画面左上にあります。ワ
ンタップでの切替えが可能です。

ポジションの一覧と集計を切り替えるポジションの一覧と集計を切り替えるポジションの一覧と集計を切り替えるポジションの一覧と集計を切り替える

ポジション集計画面は通貨ペア、売買区分
別に集計表示され、対象ポジションを選択
することで、一括決済が可能です。

ポジション集計についてポジション集計についてポジション集計についてポジション集計について

9



2-4 指値・逆指値注文をする

2222

3333

1111

4444

5555

1111 通貨ペア
通貨ペア（英字表記）の上でタップします。

6666

2222 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「指値注文」を選択します。

4444 注文種類
指値注文、または逆指値注文を選択します。

3333 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

5555 指定レート
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも許容スリップの
入力ができます。

6666 注文数量
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも許容スリップの
入力ができます。

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

8888
7777

8888

7777 有効期限
必要に応じて期限を設定します。
無期限…注文をキャンセルするまで有効
当日…メンテナンス開始時間まで有効
指定…有効期限を自由に設定可能

10



2-5 OCO注文をする

2222

3333

4444

1111

5555

6666

1111 通貨ペア
通貨ペア（英字表記）の上でタップします。

7777

※※※※ OCO注文は2種類の注文を同時に出し、どちらかが成立したら、片方は取消される
注文方法です

8888

9999

11

11110000

11111111

11112222

OCO-1

OCO-2

2222 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「OCO」を選択します。

3333 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

4444 執行条件
指値、または逆指値を選択します。

5555 指定レート
希望レートを入力します。

6666 注文数量
取引する数量を入力します。

7777 有効期限
必要に応じて期限を設定します。
無期限…注文をキャンセルするまで有効
当日…メンテナンス開始時間まで有効
指定…有効期限を自由に設定可能

8888 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

9999 執行条件
指値、または逆指値を選択します。

指定レート
希望レートを入力します。

11110000

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

11112222

注文数量
取引する数量を入力します。

11111111



2-6 IFD注文をする

3333

4444

1111

5555

6666

1111 通貨ペア
通貨ペア（英字表記）の上でタップします。

7777

8888

9999

12

※※※※ IFD注文は新規注文と新規注文が成立した際の保有ポジションに対する決済注文を
同時に出せる注文方法です。

2222

11110000

11111111

ＩＦＤ-1（新規）

ＩＦＤ-2（決済）

2222 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「IFD」を選択します。

3333 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

4444 執行条件
指値、または逆指値を選択します。

5555 指定レート
希望レートを入力します。

6666 注文数量
取引する数量を入力します。

7777 有効期限
必要に応じて期限を設定します。
無期限…注文をキャンセルするまで有効
当日…メンテナンス開始時間まで有効
指定…有効期限を自由に設定可能

8888 執行条件
指値、または逆指値を選択します。

9999 指定レート
希望レートを入力します。

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

11111111

注文数量
取引する数量を入力します。

11110000



2-7 IFD＋OCO注文

3333

4444

5555

1111

6666

7777

8888

9999

13

※※※※ IFDO注文は新規注文と新規注文が成立した際の 保有ポジションに対する決済注文を同時に
出せ、決済注文においては利益確定、損失限定の2種類の注文を同時に出せる注文方法です。

スススス
クククク
ロロロロ
ーーーー
ルルルル
可可可可
能能能能

11111111

11112222

11113333

IFDO-1（新規）

IFDO-2（決済）

IFDO-3（決済）

2222 注文種別
注文種別が表示されます。
「IFDO」を選択します。

3333 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

4444 執行条件
指値、または逆指値を選択します。

5555 指定レート
希望レートを入力します。

6666 注文数量
取引する数量を入力します。

7777 有効期限
必要に応じて期限を設定します。
無期限…注文をキャンセルするまで有効
当日…メンテナンス開始時間まで有効
指定…有効期限を自由に設定可能

8888 指定レート
希望レートを入力します。

9999 注文数量
取引する数量を入力します。

1111 通貨ペア
通貨ペア（英字表記）の上で
タップします。

2222

11110000

執行条件
逆指値、またはトレールを選択します。

11110000

指定レート
希望レートを入力します。

11111111

注文数量
取引する数量を入力します。

11112222

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして
登録完了です。

11113333



2-8 クイックOCO注文をする

2222

3333

4444

1111

5555

6666

1111 通貨ペア
通貨ペア（英字表記）の上でタップします。

7777

2222 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「クイック」を選択します。

4444 注文数量
取引する数量を入力します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも数量が
入力できます

3333 売買区分
売注文、または買注文を選択します。

5555 許容スリップ
許容スリップを表示します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも許容スリップの
入力ができます。
※許容スリップはクイックトレード
のみ有効な機能です。

6666 クイックＯＣＯ
「する」を選択した場合、新規約定後、
当該ポジションにＯＣＯ決済注文が設定され
ます。

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

9999

※※※※クイック＋クイック＋クイック＋クイック＋OCO（クイック（クイック（クイック（クイックオーシーオー）注文とは、オーシーオー）注文とは、オーシーオー）注文とは、オーシーオー）注文とは、現在の市場の成り行きで行う現在の市場の成り行きで行う現在の市場の成り行きで行う現在の市場の成り行きで行う
注文（成行注文）と注文（成行注文）と注文（成行注文）と注文（成行注文）と同時に、指値注文（利食い）と、逆指値（損切り）の同時に、指値注文（利食い）と、逆指値（損切り）の同時に、指値注文（利食い）と、逆指値（損切り）の同時に、指値注文（利食い）と、逆指値（損切り）の注文を予め注文を予め注文を予め注文を予め
出しておける注文方法です。出しておける注文方法です。出しておける注文方法です。出しておける注文方法です。

8888

9999

7777 利食い幅・損切り幅
指値の幅・逆指値の幅を設定します。

8888 有効期限
必要に応じて期限を設定します。
無期限…注文をキャンセルするまで有効
当日…メンテナンス開始時間まで有効
指定…有効期限を自由に設定可能

利食い幅・損切り幅が「現在スプレッド×2」以
下に設定された場合、注文が受け付けられ
ません。
また、相場状況によって、OCO注文が受付ら
れない事があります。その場合は、ポジショ
ン一覧から改めて設定いただく必要がござい
ます。

利食い幅・損切り幅について利食い幅・損切り幅について利食い幅・損切り幅について利食い幅・損切り幅について

14



2-9 リバース注文をする

3333

4444

5555

6666

1111 注文種別
選択した注文種別が表示されます。
「リバース注文」を選択します。

3333 注文数量
取引する数量が表示されます。
※リバース注文の場合数量を選択すること
は出来ません。

2222 予定損益
決済後の予定損益が表示されます。

4444 許容スリップ
許容スリップを表示します。
入力するエリアをタップすることで、
数量の入力ができます。
「－」「＋」ボタンでも許容スリップの
入力ができます。
※許容スリップはクイックトレード
のみ有効な機能です。

5555 注文確認画面の表示切り替え
チェックを入れた場合、[注文]ボタンタップ
後、約定が行われます。

注文確認
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[注文]をタップして登録完了です。

6666

2222

1111

1 カテゴリ一覧よりカテゴリ一覧よりカテゴリ一覧よりカテゴリ一覧より[[[[ポジションポジションポジションポジション]]]]をタップしますをタップしますをタップしますをタップします

2 リバース注文したいポジションをタップしますリバース注文したいポジションをタップしますリバース注文したいポジションをタップしますリバース注文したいポジションをタップします

レートが変動した際、決済注文が約定したレート
と新規注文が約定したレートと異なる場合があり
ます。

リバース注文についてリバース注文についてリバース注文についてリバース注文について

※※※※リバース注文（途転）とは、同一の通貨ペアで、買いポジションを売りポジションリバース注文（途転）とは、同一の通貨ペアで、買いポジションを売りポジションリバース注文（途転）とは、同一の通貨ペアで、買いポジションを売りポジションリバース注文（途転）とは、同一の通貨ペアで、買いポジションを売りポジション
（または売りポジションを買いポジション）に、一度で転換する注文方法です。（または売りポジションを買いポジション）に、一度で転換する注文方法です。（または売りポジションを買いポジション）に、一度で転換する注文方法です。（または売りポジションを買いポジション）に、一度で転換する注文方法です。

15



2-10 注文の訂正・取消しをする。

3333

4444

5555

6666

7777

2222

1111

1 カテゴリ一覧よりカテゴリ一覧よりカテゴリ一覧よりカテゴリ一覧より[[[[注文中一覧注文中一覧注文中一覧注文中一覧]]]]をタップしますをタップしますをタップしますをタップします

2 訂正または取消する注文をタップします訂正または取消する注文をタップします訂正または取消する注文をタップします訂正または取消する注文をタップします

16

【【【【訂正する場合訂正する場合訂正する場合訂正する場合】】】】 【【【【取消しする場合取消しする場合取消しする場合取消しする場合】】】】

売買区分
売注文、または買注文を選択します。

2222

執行条件
指値、または逆指値を選択します。

3333

指定レート
注文をする数量を入力します。

4444

数量
注文をする数量を入力します。

5555

有効期限
必要に応じて期限を設定します。

無期限…注文をキャンセルするまで有効
当日…メンテナンス開始時間まで有効
指定…有効期限を自由に設定可能

6666

訂正確認ボタン
設定が完了したらタップしてください。
確認画面に切替ります。
※確認画面で[訂正]をタップして
訂正完了です。

7777

訂正・取消区分
訂正を選択します。

1111

訂正・取消区分
取消を選択します。

8888

9999

8888

取消確認ボタン
タップ後取消し確認画面に切り替わり
ます。
※確認画面で[取消]をタップして
取消完了です

9999



2-11 iサイクル２取引（ランキング方式）をする。

1 画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しよりｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引をタップしますをタップしますをタップしますをタップします

2 iiiiサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップします

17

4 確認画面内をご確認いただき、
宜しければ【登録】をタップします。

3 一覧の中から、選択可をタップします。

iサイクル２取引ランキング方式の詳細はHPをご参照下さい。
https://www.gaitameonline.com/icycle/index.html



2-12 iサイクル２取引（マトリクス方式）をする。

1 画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しよりｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引をををを
タップタップタップタップしますしますしますします

2 iiiiサイクル２取引をタップします。サイクル２取引をタップします。サイクル２取引をタップします。サイクル２取引をタップします。

18

4 注文可能な条件がマスが青に変わります。青いマスをクリックすること注文可能な条件がマスが青に変わります。青いマスをクリックすること注文可能な条件がマスが青に変わります。青いマスをクリックすること注文可能な条件がマスが青に変わります。青いマスをクリックすること
で選択した同じ条件でで選択した同じ条件でで選択した同じ条件でで選択した同じ条件でiiiiサイクル２取引が開始できます。サイクル２取引が開始できます。サイクル２取引が開始できます。サイクル２取引が開始できます。

3 【【【【ほかの注文方式へほかの注文方式へほかの注文方式へほかの注文方式へ】】】】をタップ後、マトリクス方式をタップします。をタップ後、マトリクス方式をタップします。をタップ後、マトリクス方式をタップします。をタップ後、マトリクス方式をタップします。

iサイクル２取引マトリクス方式の詳細はHPをご参照下さい。
https://www.gaitameonline.com/icycle_rankinfo.html#matrix

スクロール可

5 確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。



2-13 iサイクル２取引（ボラティリティ方式）をする。

1 画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しよりｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引をををを
タップタップタップタップしますしますしますします

2 iiiiサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップします

19

1111 通貨ペア
通貨ペアを選択します。

2222 ボラティリティ参考期間
ボラティリティ参考期間が
選択できます。

3333 想定変動幅
想定変動幅を入力できます。

4444 売買区分
売り注文、買いトレンドで
切り替える注文を選択します。

5555 対象資産
対象資産を金額を設定します。

6666 計算
想定値幅と対象資産より注文数と値
幅の間隔、最大ポジション数を自動
計算し、確認画面が表示されます。

4 各項目を入力し計算ボタンをタップします。各項目を入力し計算ボタンをタップします。各項目を入力し計算ボタンをタップします。各項目を入力し計算ボタンをタップします。

3333

5555

6666

2222

3 【【【【ほかの注文方式へほかの注文方式へほかの注文方式へほかの注文方式へ】】】】をタップ後、ボラティリティ方式をタップします。をタップ後、ボラティリティ方式をタップします。をタップ後、ボラティリティ方式をタップします。をタップ後、ボラティリティ方式をタップします。

1111

4444

5 確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ登録をタップします。



2-14 サイクル2取引をする。

1 画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより[[[[ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引]]]]をタップしますをタップしますをタップしますをタップします

2 サイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップします

20

1111 通貨ペア
通貨ペアを選択します。

2222 ボラティリティ参考期間
ボラティリティ参考期間が
選択できます。

3333 想定変動幅
想定変動幅を入力できます。

3 各項目を入力し、テンプレート表示をタップします。各項目を入力し、テンプレート表示をタップします。各項目を入力し、テンプレート表示をタップします。各項目を入力し、テンプレート表示をタップします。

通貨ペア
通貨ペアを選択します。

想定変動幅
想定変動幅を設定します。

ポジション方向
「買」「売」を選択します。

対象資産
対象資産を入力します。

4 確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。



2-15 サイクル2取引（ワイド方式）をする。

1 画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより[[[[ｉサイクル２取引をｉサイクル２取引をｉサイクル２取引をｉサイクル２取引をタップしますタップしますタップしますタップします

2 サイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップしますサイクル２取引をタップします

21

1111 通貨ペア
通貨ペアを選択します。

3333 想定変動幅
想定変動幅を入力できます。

3 各項目を入力し、ポジション方向を売買両方（ワイド）にチェック各項目を入力し、ポジション方向を売買両方（ワイド）にチェック各項目を入力し、ポジション方向を売買両方（ワイド）にチェック各項目を入力し、ポジション方向を売買両方（ワイド）にチェック
入れます。入れます。入れます。入れます。

通貨ペア
通貨ペアを選択します。

想定変動幅
想定変動幅を設定します。

ポジション方向
「ワイド」を選択します。

対象資産
対象資産を入力します。

4 確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。確認画面が表示され、よろしければ、登録をタップします。

サイクル２取引ワイド方式の詳細はHPをご参照下さい。
https://www.gaitameonline.com/info_wide.html



2-16 iサイクル２取引/サイクル２取引を停止しする。

1 画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより画面呼び出しより [[[[ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引ｉサイクル２取引]]]]ををををタップタップタップタップします。します。します。します。

2 iiiiサイクル２サイクル２サイクル２サイクル２////サイクルサイクルサイクルサイクル2222取引取引取引取引【【【【稼働状況照会稼働状況照会稼働状況照会稼働状況照会】】】】をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

22

4 確認画面内をご確認いただき、宜しければ
【停止】をタップします。

3 停止する停止する停止する停止するiiiiサイクル２取引の選択をタップします。サイクル２取引の選択をタップします。サイクル２取引の選択をタップします。サイクル２取引の選択をタップします。



3-1 チャートを表示する

1111

2222

3333 5555

23

メニュー画面よりメニュー画面よりメニュー画面よりメニュー画面より【【【【チャートチャートチャートチャート】】】】をををを
タップします。タップします。タップします。タップします。

6666
7777

8888

4444

1111 チャート設定状況
表示中のチャート設定が確認出来ます。

2222 四本値
Open（始値）、High（高値）、
Low（安値）Close（終値）を表示します。

4444 環境設定ボタン
チャート内の設定内容を変更します。
詳しくは19ページをご参照下さい。

3333 ズーム
左に移動するとチャートがズームアウト
（全体表示）され、＋（プラス）に移動
するとズームインされます。

5555 注文
タップすると新規注文画面が表示されます。
ログインしないと表示されません。

6666 時間軸
ローソク足を時間軸にあわせると4本値が
確認出来ます。

7777 レート軸
細かくレート確認が出来ます。

8888 最新足の終値
細かくレート確認が出来ます。



3-2 チャートの設定内容を変更する

1111

2222

3333

5555

24

6666

7777

4444

1111 環境内設定ボタン
表示中のチャート設定が確認出来ます。

2222 通貨ペアの設定
表示される通貨ペアが選択できます。 4444 足種の設定

足種の選択が出来ます。

3333 売買
Ｂｉｄレート、Ａｓｋレートの切り替えが
出来ます。

5555 足の設定
チャート足の選択が出来ます。

6666 テクニカル表示の設定
テクニカルの選択が出来ます。
詳しくは24ページをご参照下さい。

7777 確定ボタン
確定ボタンタップ後設定の
完了です。

チャート画面右上部チャート画面右上部チャート画面右上部チャート画面右上部【【【【環境設定環境設定環境設定環境設定】】】】よりよりよりより
ボタンをタップします。ボタンをタップします。ボタンをタップします。ボタンをタップします。



3-3 テクニカルチャートを設定する

1111

2222

3333

25

1111 テクニカル表示1
トレンド系のテクニカルチャートを
選択します。

2222 詳細設定（テクニカル表示1）
トレンド系におけるテクニカルの設定が
出来ます。

＜＜＜＜テクニカルテクニカルテクニカルテクニカル表示表示表示表示１１１１＞＞＞＞
トレンド系を１つ表示します
・ＳＭＡ・ＥＭＡ・一目均衝表・ボリンジャーバンド
・ＧＭＭＡ

＜＜＜＜テクニカルテクニカルテクニカルテクニカル表示表示表示表示2222＞＞＞＞
オシレーター系を１つ表示します
・ＭＡＣＤ・ストキャスティクス・スローストキャスティクス

・ＲＳＩ・ＲＣＩ・ＤＭＩ・乖離率

4444

3333 テクニカル表示2
オシレーター系のテクニカルチャートを
選択します。

4444 詳細設定（テクニカル表示2）
オシレーター系におけるテクニカルの
設定が出来ます。



4-1 ニュースを表示する

26

1 メニュー画面の[ニュース]をタップすると
ニュース一覧画面が表示されます

2 ニュース一覧から読みたいニュースをタップ
するとニュース内容が表示されます

4-2 ニュースの配信元を設定する

1 ニュース一覧画面の[設定]をタップすると
ニュース表示設定画面が表示されます。

2 ニュース表示設定画面より配信元を選択し、
[決定]をタップして設定を完了します



5-1 口座状況を見る

27

メニュー画面よりメニュー画面よりメニュー画面よりメニュー画面より【【【【口座状況口座状況口座状況口座状況】】】】をををを
タップします。タップします。タップします。タップします。

5555

44443333

22221111

1111222211111111

11110000

11113333

11114444

7777 出金依頼額
出金依頼額の合計

6666 注文中証拠金
新規指値注文などが約定した場合に必要となる
取引証拠金の合計額

返還可能額
現時点で出金が可能な金額

11110000

不足額
口座資産を超える損失が発生した場合に
表示される金額

11111111

11112222 ロスカット値
有効証拠金が、ロスカット値を下回ると
自動ロスカットが執行

1111 実効レバレッジ
実効レバレッジとは、有効証拠金に対して、
何倍の取引を行っているかという目安になります。
ポジションを保有している際、
口座状況に連動したレバレッジを表示し、
評価損益が加味され、随時変動します

口座資産
確定している口座の残高を表示

3333

4444 評価損益
現在保有しているポジションを決済した場合の
損益の合計額
※スポットとスワップは評価損益の内訳です

2222 口座維持率
口座維持率とは、
有効証拠金に対する取引証拠金の比率

8888 有効証拠金
個人口座：
預り評価残高-出金依頼額
法人口座：
預り評価残高-注文中証拠金-出金依頼額

9999 取引証拠金
ポジションを保有する為に必要な証拠金
※複数のポジションを
保有している場合は合計額

11114444 新規注文可能額
表示されている金額の範囲内で、
新たにポジションを保有できる金額

6666

7777 8888

9999

5555 預り評価残高
口座資産＋評価損益

11113333 両建相殺証拠金
有効証拠金が、ロスカット値を下回ると
自動ロスカットが執行



6-1 クイック入金する

28

1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をををを
タップしタップしタップしタップし【【【【入出金入出金入出金入出金】】】】をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

2 クイック入金をタップします。クイック入金をタップします。クイック入金をタップします。クイック入金をタップします。 3 クイック入金サービス操作時のご注意をクイック入金サービス操作時のご注意をクイック入金サービス操作時のご注意をクイック入金サービス操作時のご注意を
ご確認しましたら、ご確認しましたら、ご確認しましたら、ご確認しましたら、[[[[進む進む進む進む]]]]をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

4 クイック入金画面で金融機関と金額をクイック入金画面で金融機関と金額をクイック入金画面で金融機関と金額をクイック入金画面で金融機関と金額を
指定します。指定します。指定します。指定します。

クイッククイッククイッククイック入金入金入金入金サービスのごサービスのごサービスのごサービスのご注意注意注意注意についてについてについてについて

インターネットバンキングの利用環境としてスマートフォン
は動作保障の対象としておらず、金融機関によるＷｅｂサイ
トの変更や、ご利用端末の使用変更等により、事前通告なく
クイック入金のご利用が出来なくなる場合がございます。こ
の場合、ＰＣよりクイック入金をご利用いただけますようお
願い申し上げます。
また、ブラウザを途中で閉じる等の誤った操作をされた場合、
フリーズした場合は即時反映が出来ない可能性がありますの
で、ご注意下さい。

！！！！



6-2 通常入金する
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1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をををを
タップしタップしタップしタップし【【【【入出金入出金入出金入出金】】】】をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

2 振込口座のご案内をタップします。振込口座のご案内をタップします。振込口座のご案内をタップします。振込口座のご案内をタップします。 3 お客様毎にご用意しています振込口座がお客様毎にご用意しています振込口座がお客様毎にご用意しています振込口座がお客様毎にご用意しています振込口座が
表示されます。銀行窓口、または銀行ＡＴ表示されます。銀行窓口、または銀行ＡＴ表示されます。銀行窓口、または銀行ＡＴ表示されます。銀行窓口、または銀行ＡＴ
Ｍなどからお振り込みください。Ｍなどからお振り込みください。Ｍなどからお振り込みください。Ｍなどからお振り込みください。

通常入金通常入金通常入金通常入金におけるにおけるにおけるにおける反映時間反映時間反映時間反映時間についてについてについてについて

毎営業日、09:00、11:00、13:00、15:00、17:00に
入金確認を行います。お客様口座への 反映は、
確認後、約2時間程度お時間を頂戴いたしてお
ります。

！！！！

入金手数料入金手数料入金手数料入金手数料についてについてについてについて

通常入金における振込み手数料はお客様のご負担
となります。予めご了承下さい。

！！！！



6-3 出金する
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1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をををを
タップしタップしタップしタップし【【【【入出金入出金入出金入出金】】】】をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

2 出金依頼登録をタップします。出金依頼登録をタップします。出金依頼登録をタップします。出金依頼登録をタップします。 3 出金可能額の範囲内で出金依頼額を設出金可能額の範囲内で出金依頼額を設出金可能額の範囲内で出金依頼額を設出金可能額の範囲内で出金依頼額を設
定し、定し、定し、定し、 [登録確認登録確認登録確認登録確認]ボタンをタップします。ボタンをタップします。ボタンをタップします。ボタンをタップします。

出金出金出金出金するするするする際際際際はははは必必必必ずずずず出金先金融機関出金先金融機関出金先金融機関出金先金融機関をごをごをごをご登登登登
録録録録いただくいただくいただくいただく必要必要必要必要がございますがございますがございますがございます。。。。
「「「「設定設定設定設定」」」」⇒⇒⇒⇒「「「「金融機関情報登録金融機関情報登録金融機関情報登録金融機関情報登録・・・・変更変更変更変更」」」」
よりごよりごよりごよりご登録下登録下登録下登録下さいさいさいさい

！！！！

出金出金出金出金までのまでのまでのまでの日数日数日数日数についてについてについてについて

平日の17時までのご依頼分は、翌銀行営業日に

当社に登録されている金融機関に振り込まれま
す。

！！！！

3 内容をご確認後、内容をご確認後、内容をご確認後、内容をご確認後、[[[[登録登録登録登録]]]]ボタンをボタンをボタンをボタンを
タップします。タップします。タップします。タップします。

4 [[[[閉じる閉じる閉じる閉じる]]]]ボタンをタップし、終了ボタンをタップし、終了ボタンをタップし、終了ボタンをタップし、終了
です。です。です。です。



7-1 通貨ペアの表示を設定をする
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1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし
【【【【設定設定設定設定】】】】から通貨ペア設定をタップします。から通貨ペア設定をタップします。から通貨ペア設定をタップします。から通貨ペア設定をタップします。

1 通貨ペア設定内より通貨ペア設定内より通貨ペア設定内より通貨ペア設定内より[注文設定注文設定注文設定注文設定]をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

通貨ペア設定切り替え
「表示」をタップします。

1111

4444

33332222

1111

表示切り替え
各通貨ペアの「表示」「非表
示」を切り替えます。

2222

順番入替
▲▼をタップすることにより
通貨ペアが移動します。

3333

変更
設定内容を確認後、タップして
設定完了です。

4444

7-2 通貨ペアの注文を設定する

1111

2222 3333

4444 5555 6666 7777

8888

通貨ペア設定切り替え
「注文設定」をタップします。

1111

クイック注文の選択
クイック注文かクイックOCO注文か選択
できます。「クイックOCO」選択すると
新規注文にて、常に「クイックOCOをす
る」になります。

2222

注文確認画面の表示切替
ワンタップ注文で注文するかしないかの選択が
できます。クイック注文・クイックOCO注文の
際、「する」を選択した場合、[売レート]もしく
は[買レート]タップ後、確認画面が表示され、
発注ができます。「しない」を選択した場合、
[売レート]もしくは[買レート]タップ後、即発注
されます。
※新規注文のみ適用されます

3333

注文数量
注文する際の初期設定値を設定します

4444

許容スリップ
許容スリップの初期値を設定します。
※許容スリップは、クイック（成行）注
文のみ反映される数値です。0～999
（999pips）の間で、設定ができます。

6666

利食い幅・損切り幅
クイックOCO注文における約定時からの利
食い幅・損切り幅を設定します。
設定する際は現在スプレッド×2＋1PIps
以上離してご注文下さい。

7777

変更
設定内容を確認後、タップして
設定完了です。

8888



7-3 メールアドレスを変更する
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1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし【【【【設定設定設定設定】】】】
からメールアドレス変更をタップします。からメールアドレス変更をタップします。からメールアドレス変更をタップします。からメールアドレス変更をタップします。

新しいメールアドレス
新しいメールアドレスを入力
します。

1111

3333

2222

1111

確認用メールアドレス
確認のため、新しいメールア
ドレスを再度入力します。

2222

変更確認
設定内容を確認後、タップして
設定完了です。

3333

7-4 パスワードを変更する

1111

2222 3333

6666 7777

1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし【【【【設定設定設定設定】】】】をををを
からパスワード変更をタップします。からパスワード変更をタップします。からパスワード変更をタップします。からパスワード変更をタップします。

現在のパスワード
現在のパスワードを入力します。

1111

確認用パスワード
確認のため、新しいパスワードを
再度入力します。

3333

変更確認
設定内容を確認後、タップして
設定完了です。

4444

新しいパスワード
新しいパスワードを入力します。

2222

3333

2222

1111

4444



7-5 レート更新間隔を設定する
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1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし【【【【設定設定設定設定】】】】
からレート間隔設定をタップします。からレート間隔設定をタップします。からレート間隔設定をタップします。からレート間隔設定をタップします。

レート更新間隔設定
レート更新間隔を設定します。

1111

2222

1111

変更
レート更新間隔を選択後、タップ
して設定完了です。

2222

7-6 自動ログイン設定する

1111

2222 3333

6666 7777

1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし【【【【設定設定設定設定】】】】をををを
から自動ログイン設定をタップします。から自動ログイン設定をタップします。から自動ログイン設定をタップします。から自動ログイン設定をタップします。

1111

バッテリーのバッテリーのバッテリーのバッテリーの残量残量残量残量にごにごにごにご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

自動更新間隔を短くするほど、バッテリーの
減りが早くなります。

！！！！

2222

自動ログイン設定
アプリを立ち上げたと同時にログ
インするか、しないかの設定がで
きます。
※ログインID・パスワードが保存
されている場合のみ「自動ログイ
ンする」が適用されます。

1111

変更
自動ログイン選択後、タップして
設定完了です。

2222



7-7 決済注文を設定する

34

1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし【【【【設定設定設定設定】】】】
から決済注文設定をタップします。から決済注文設定をタップします。から決済注文設定をタップします。から決済注文設定をタップします。

決済注文の選択
「クイックトレード」か「リバース
（途転）注文※」を選択します。
※「リバース注文」については

P16をご参照下さい。

1111

2222

1111

変更
レート更新間隔を選択後、タップ
して設定完了です。

2222



7-8 出金先金融機関情報の登録・変更をする

35

1 上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の上部赤いバー内の をタップしをタップしをタップしをタップし【【【【設定設定設定設定】】】】
から金融機関情報登録・変更をタップします。から金融機関情報登録・変更をタップします。から金融機関情報登録・変更をタップします。から金融機関情報登録・変更をタップします。

1111

2222

3333

4444

55552 [OK][OK][OK][OK]をタップします。をタップします。をタップします。をタップします。

3 ウェブサイト内の必要項目を入力します。ウェブサイト内の必要項目を入力します。ウェブサイト内の必要項目を入力します。ウェブサイト内の必要項目を入力します。

銀行選択
「銀行選択」をタップしご登録さ
れる銀行を選択します。

1111

口座種別を選択
口座種別を選択します。

3333

口座番号の入力
登録される金融機関の口座番号を
入力します。

4444

支店選択
「銀行支店選択」をタップし支店
を選択します。

2222 内容の確認
設定を完了後、タップして下さい。
確認画面に切り替わります。
※確認画面で[登録]をタップして
登録完了です。

5555



8-1 ログインについてお困りのときは

36

8-2 アプリご利用中にお困りのときは

？ ログインができません

？ パスワードお問い合わせができません

？ タップしても反応しない

？ セッションエラーが表示されたとき

？ 通信エラーが発生したとき

[閉じる]をタップしてメッセージを
消し、ログインIDとパスワード正しく
ご入力の上、再度ログインを
お試しください。

■ログインID：半角英数字（13桁）
■パスワード：半角英数字
※大文字・小文字の違いにもご注意く
ださい。

[閉じる]をタップしてメッセージを
消し、再度ログインIDが正しく入力
されているかご確認ください。

■ログインID：半角英数字（13
桁）
※アルファベットは大文字です

起動しているアプリを終了し、再度お試し下さい。

3G回線の電波や、Wi-Fi（無線LAN）の電波状態
が悪く、通信できない場合、左記のメッセージが
表示されます。
この場合、電波状態のよい場所で再度操作をお試
しください。

取引ツールを起動したまま他のアプリを使用した
り、画面をロックしたりすると、左記のセッショ
ンエラーが表示されることがあります。
この場合は[閉じる]をタップして通常の画面に戻る
か、アプリを終了し、再度起動してください。


