
外為オンライン FX取引 操作説明書［ダウンロード版］

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。外為オンライン FX では、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。（法人のお客様の場合は、当社が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に
乗じて得た額以上の委託証拠金が必要となります。為替リスク想定比率とは金融商品取引業に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。）くりっく
365 の取引に必要な証拠金額は、取引所が定める証拠金基準額で、個人のお客様の場合は、証拠金額の約 25 倍のお取引が可能です。（法人のお客様は、証拠金の額がリスクに応じて算定される方
式であり、取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額のくりっく 365 取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。）取引手数料は、外
為オンライン FXでは、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。くりっく365では1ロッ
トあたり片道 0 円～ 3,100 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。）また、本取引に係る法定帳簿の書面による交付を申し出された場合のみ、書類作成送付手数料（１送付
当り 2,200 円（税込））が必要となります。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） 2304-R03
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Adobe AIR（アドビエアー）をインストールする

はじめに、HARMAN のサイトより「Adobe AIR（アドビエアー）」をインストールします。
すでにインストールされている場合は不要です。

1 -1

2

準備をする1

下記の URL からHARMAN のサイトにアクセスします。

Windows をお使いの方 MacOS をお使いの方

https://airsdk.harman.com/runtime
1

画面をご確認の上、よろしければ「同意する」をクリックしてインストールを進めます。3

「完了」ボタンをクリックして、インストール作業を終了します。4

「AdobeAIR」のインストールファイルがダウンロードされますので、
「ファイルを開く」をクリックしてインストールを開始します。
または、ダウンロードフォルダから「AdobeAIR.exe」をダブルクリックします。

2



ＦＸ 取引システムをインストールする

「Adobe AIR（アドビエアー）」のインストール後、次にＦＸ 取引システムをインストールします。
取引システムは、本口座・デモ口座・くりっく３６５、それぞれのインストールが必要です。

1 -2

3

準備をする1

外為オンラインのホームページにアクセスし、ダウンロードボタンをクリックします。

【店頭取引】本口座（ダウンロード版は 2020 年から提供開始）
https://www.gaitameonline.com/login.jsp

【店頭取引】デモ口座
https://www.gaitameonline.com/onlineDemo.jsp#for_pc

【くりっく３６５】（ダウンロード版は 2020 年から提供開始）
https://www.gaitameonline.com/login365.jsp

1

　　でダウンロードしたファイルをダブルクリックして、「インストール」ボタンをクリック
します。通常保存したファイルは、ダウンロードフォルダ、またはデスクトップなどに保存
されます。

3

インストール画面で「続行」ボタンをクリックします。
インストール完了後に、「完了」ボタンをクリックして、インストール作業を終了します。

4

インストール完了後、デスクトップ画面に
表示されるアイコンをダブルクリックすると
取引システムが起動します。

5

「ファイルを保存」をクリックします。

アイコンをダブルクリック

パソコンのダウンロードフォルダ、
またはデスクトップなどに

このようなアイコンが保存されます

2

2

それぞれに口座をお持ちのお客様は、それぞれのシステムのインストールが必要です。



ログインに必要なパスワードを取得する

パスワードは簡易書留郵便でお送りしたログイン ID を使用してお客様ご自身で取得して頂いております。
パスワードの有効期限は「60日」です。変更画面が表示された場合は、速やかに変更をお願いします。

1 -3 ログインする（パスワードを取得済みの方）

パスワードの取得が完了しましたらお取引画面にログインします。

1 -4

準備をする1

口座開設手続完了のご案内

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○

口座開設手続完了のご案内

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○

口座開設手続完了のご案内をご用意ください 口座開設手続き完了のご案内をご用意ください

4

パスワードは
メールで届きます

メールで届いた
パスワードを入力

外為オンライン ＦＸ取引システムを起動します。

「ログインＩＤ」には「口座開設手続完了のご案内」に記載されたログインＩＤを入力します。
「パスワード」には、ご登録のメールアドレス宛に届いたパスワードを入力します。

ログインＩＤ入力の際のご注意
ログインＩＤは半角英数字 １３桁 です

1

ログインＩＤとパスワードを入力後、「ログイン」ボタンをクリックします。
取引画面が表示されればログインが完了します。

「ログインＩＤ・パスワードを保持」にチェックを入れると、次回から入力を省けます。

ログインＩＤの欄をマウスでクリックしてログインＩＤを選択すると、自動的に入力され、ログインが簡単に行えます。

ただしセキュリティ上の観点から、パソコンにはロックを掛けることをおすすめします。また、ご自身以外の方も使う

パソコンでは、チェックを入れないようご注意ください。

2

外為オンライン ＦＸ取引システムを起動し、「ログインＩＤ・パスワード問い合わせ」を
クリックします。

1

「パスワード」のタブを選択し、ログインＩＤを入力します。最後に「ＯＫ」をクリックします。
入力するログインＩＤは、「口座開設手続完了のご案内」に記載されております。

2

ご登録のメールアドレス宛に、パスワードのメールが届きます。3

数字は半角 アルファベットは半角大文字

例）50F120A123456

【デモ口座】では、口座開設時に届くメールに
ログインＩＤとパスワードが記載されております。
メールは削除せずに保存をお願いします。

インストール後にデスクトップ画面に表示される
アイコンをダブルクリックすると起動します。

※デモ口座を除く ※デモ口座を除く



ログインＩＤを忘れたときは？

ログインＩＤをお忘れの場合は、下記の操作で取得することができます。なお、口座開設時に郵送で届いた
「口座開設手続完了のご案内」にも記載されておりますので、お持ちの方はご確認ください。

1 -5 パスワードを忘れたときは？

パスワードをお忘れの場合は、下記の方法で再発行することができます。パスワードの再発行にはログイン
ＩＤが必要となりますので、お手元にご用意の上、操作をお願い致します。

1 -6

準備をする1

口座開設手続完了のご案内

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○

5

ログインＩＤは
メールで届きます

外為オンライン ＦＸ取引システムを起動し、「ログインＩＤ・パスワード問い合わせ」を
クリックします。

ログインＩＤは
「口座開設手続完了のご案内」
にも記載されております

1

「ログインＩＤ」のタブを選択し、ご登録のメールアドレス、生年月日、郵便番号を入力し、
「ＯＫ」ボタンをクリックします。

2

ご登録のメールアドレス宛に、ログインＩＤのメールが届きます。3 パスワードは
メールで届きます

外為オンライン ＦＸ取引システムを起動し、「ログインＩＤ・パスワード問い合わせ」を
クリックします。

1

「パスワード」のタブを選択し、ログインＩＤを入力し、「ＯＫ」ボタンをクリックします。2

ご登録のメールアドレス宛に、パスワードのメールが届きます。3

メールアドレス、郵便番号の数字は
半角で入力します

※デモ口座を除く

【デモ口座】では、口座開設時に届くメールに
ログインＩＤとパスワードが記載されております。
メールは削除せずに保存をお願いします。

ログインＩＤ入力の際のご注意
ログインＩＤは半角英数字 １３桁 です

数字は半角 アルファベットは半角大文字

例）50F120A123456



取引システムにログインする際のパスワードの変更方法をご説明します。
安全なお取引の為、パスワードは大切に保管し、定期的に変更を行ってください。

準備をする1

パスワードの変更1-7

[ 設定 ]メニューの [ アカウント設定 ]から、[パスワード設定 ]
を選択します

1

[①現在のパスワード ]、
[②新しいパスワード ]を入力し、
確認のために [③新しいパスワード ]を
もう一度入力します。
（安全のため入力した文字は、* で表示されます）

2

[ 適用 ]をクリックし、[OK] で
画面を閉じます。

3 [ 適用 ]をクリックし、[OK] で
画面を閉じます。

3

当社にご登録いただいているメールアドレスを変更します。お取引における約定通知や、パスワードの
再発行など、重要なご案内が届きますので、お間違えのないようにご登録をお願いいたします。

メールアドレスの変更1-8

[ 設定 ]メニューの [ アカウント設定 ]から、[パスワード設定 ]
を選択します

1

[①新しいメールアドレス ]を入力し、
確認のために [②新しいメールアドレス ]
をもう一度入力します。

2

6

・パスワードは推測されにくい 6 文字以上の半角英数字で設定してください。
・パスワードの有効期限は「60日」とさせて頂いております。予めご了承ください。
・パスワードの有効期限が近づくと、有効期日をお知らせするウィンドウが表示されますので、
　速やかに推測されにくいパスワードにご変更をお願いいたします。　

ご注意ください

3

2 2

1

1

3



取引システムの特徴

外為オンラインの取引システムは、使いやすいオールインワンシステム。
ここでは、取引システムの特徴をご説明いたします。

2-1

取引システム概要2

7

1

取引システムの様々な機能がメニューに集約されております。
すべてのキャンバスにおいて共通のメニューです。

1 操作メニュー

現在のリアルタイムレートが表示されます。
取引を開始する際、この画面から通貨ペアを選んで開始します。

2 レート情報【リスト】

現在保有しているポジションが一覧で表示されます。
ポジションを決済する際や、保有しているポジションに指値等を入れる際も、
この画面から行います。

3 ポジション状況

現在、注文中の指値や逆指値注文が一覧で表示されます。
注文の内容を訂正する際や、取り消しをする際も、この画面から行います。

4 注文中明細（注文訂正・取消）

現在、キャンバス内に表示されているウィンドウが、バーで表示されます。
それぞれのバーをクリックすることで、表示・非表示を変えることができます。

5 表示ウィンドウバー

表示するキャンバスを切り替えることができます。

6 キャンバスタブ

現在の口座資産や評価損益、ロスカット値などがグラフで表示されます。
お取引口座全体のお金の動きを知ることができます。

7 口座状況【グラフ】

現在の画面のレイアウトを保存する場合は [レイアウト保存 ]、
取引を終了し、ログアウトする場合は [ ログアウト ]をクリックします。

8 レイアウト保存・ログアウト　ボタン

6

7

8

2

3

4

5



キャンバス機能

オールインワンの取引システムに、3つのキャンバス機能をご用意しました。
目的やトレードスタイルに応じて、使い分けはもちろん、自由にカスタマイズができます。

2-2 フィットボタン

フィットボタンをクリックすると、余白にウィンドウがぴったりと収まります。
お好みのレイアウトを、素早くきれいに揃えることができる大変便利な機能です。

2-3

取引システム概要2

8

（例）

オールインワン基本画面 ニュース＆トレード レポート管理

2 フィットボタンをクリックします

3 余白にウィンドウが収まる事をご確認ください

配置したい余白にウィンドウの左上を移動します
（フィットボタンが背景の位置にある場合のみ有効です）1

①

②

③

ウィンドウを最小化します。

ウィンドウを最大化します。

ウィンドウを閉じます。

④ ウィンドウを表示・非表示
を切替えます。

基本的なウィンドウの説明

3
1

① ② ③

④

2



口座状況の見方

口座状況 [グラフ ] の画面では、取引口座全体のお金の動きをグラフで知ることができます。
今現在、どれぐらいのレバレッジで取引を行っているのか、口座の資産、現在の損益、ロスカットまで
どれぐらいの余裕があるのか、視覚的にグラフで表現されます。

2-4

取引システム概要2

9

①口座資産

②評価損益

③預かり評価残高

④注文中証拠金(※1)

⑤出金依頼額

⑥有効証拠金

⑦取引証拠金

⑧返還可能額

⑪ロスカット値

⑫両建相殺証拠金(※2)

確定している口座の残高を表示

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

①口座資産＋②評価損益

新規指値注文などが約定した場合に必要となる証拠金の合計額

出金依頼額の合計

③預かり評価残高－⑤出金依頼額
③預かり評価残高－④注文証拠金－⑤出金依頼額（法人の場合）

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）

現時点で出金が可能な金額

⑥有効証拠金が、⑪ロスカット値を下回るとロスカットが執行

両建ポジションにより減額される証拠金額　※法人は除く

[ 実効レバレッジ ]とは、⑥有効証拠金に対して、何倍の取引で行っているかという
目安になります。ポジションを所有している際、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。

[ 実効レバレッジ ]＝取引証拠金×２５÷⑥有効証拠金
※総取引金額は、実勢レート×取引通貨数で求められます。

実効レバレッジとは

実効レバレッジの計算方法

[ 口座維持率 ]とは、⑥有効証拠金に対する、⑦取引証拠金 の比率

[ 口座維持率 ]＝⑥有効証拠金÷⑦取引証拠金×100

口座維持率とは？

口座維持率の計算方法

[ ロスカット値 ]とは、ロスカットが行われる際の基準となる金額です。

[ ロスカット値 ]＝⑦取引証拠金の

ロスカット値とは？

ロスカット値の計算方法
100％（個人：L25Rコース・L25R mini コース）
 20％（個人：Ｌ25　コース・L25   mini コース）

　50％（法人：50コース）
　25％（法人：25コース）

（※1）口座状況【リスト】に表示されます。（※2）両建取引時に、口座状況【リスト】に表示されます。



証拠金判定の説明（個人【L25コース・L25 mini コース】のみ対象）※L25Rコース・L25R miniコース・法人のお客様は対象外

個人口座のＬ25コースは、証拠金判定時刻（米国標準時間6：45、米国サマータイム5：45）において、
有効証拠金が取引証拠金（総取引金額の４％）を下回っていないか、確認（判定）を行います。

有効証拠金が取引証拠金を下回っている場合は、保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。
また、その時点で未約定の指値注文などがある場合には全て取り消されます。　

2-5

2

10

取引システム概要

米国標準時間　午前 6：45　／　米国サマータイム　午前 5：45証拠金判定時刻

実効レバレッジ＝総取引金額（実勢レート × 保有数量） ÷ ⑥有効証拠金
[ 実効レバレッジ ]の求め方

[⑥有効証拠金 ]の求め方
⑥有効証拠金 = ③預り評価残高 － ⑤出金依頼額

全てのポジションを成行注文にて決済・指値注文等は全て取消し

有効証拠金
（③預り評価残高 － ⑤出金依頼額）

取引証拠金
（総取引金額の４％）＜

7:006:005:00

火～土曜日

（月曜日は7：00に取引が開始され、証拠金判定はありません。）

5:45

5:45 6:45

6:45

証拠金判定
上限レバレッジの確認

証拠金判定
上限レバレッジの確認

米国標準時間

米国サマータイム

メンテナンス時間
※5:55 ～ 6:05

メンテナンス時間
※6:55 ～7:05

※土曜日は正午まで

証拠金判定の説明（個人【Ｌ２５コース・L25 miniコース】のみ対象）

証拠金判定時刻（米国標準時間 6:45、米国サマータイム ５:４５）におけるお客様の有効
証拠金が、取引証拠金（総取引金額の４％）を下回った場合、お客様が保有する全てのポジションを
成行注文にて決済します。また、その時点で未約定の指値注文等がある場合は、全て取り消されます。 

証拠金判定時刻に、有効証拠金が取引証拠金を下回った場合、強制決済が行われます。

証拠金判定時刻に、有効証拠金が取引証拠金を下回った場合、強制決済が行われます。

※L25Rコース・L25R miniコース・法人のお客様は対象外

※L25Rコース・L25R miniコース・法人のお客様は対象外



「クイック入金」で入金する3-1

お取引画面「入出金サービス」⇒「クイック入金」をクリックします

ご入金金額が「口座資産」に反映されていることをご確認ください

1

・お振り込みはお客様のご名義でお願いいたします。お客様以外のご名義からのご入金は、
　お断りしております。また、ご入金が反映できない場合がございますので、ご注意ください。

・操作途中で「×」ボタンなどで画面を閉じるなど誤った操作をされますとご入金が即時に
　反映されなくなります。この場合、全て個別の確認作業による口座反映となる為、口座反映
　に 2営業日程、お時間を頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご注意ください

3 入金・出金をする

2
【重要】
「ご利用のご注意」をよくお読
み頂き、よろしければ
「了承する」ボタンをクリックし
ます。

お振り込みされたい金額を入力し確定
ボタンをクリックします。
※5,000 円未満のお振り込みはできません。

ご利用頂く金融機関を選択しします。

お振り込み金額と金融機関がお間違え
ない事を確認し、「確定」ボタンをクリッ
クします。

ここから先は各金融機関のホームページと
なります。金融機関から頂いているログイン
ID、パスワード等をご入力の上ログインして
ください。
※外為オンラインのログインID、パスワードとは異なります。ご注意ください。

3

4

○○銀行

ID

PASS

※イメージ

外為オンラインでは銀行振込（ジャストマッチ入金）とクイック入金の2つの入金方法をご用意しております。
クイック入金がご利用頂ける金融機関は、みずほ銀行・楽天銀行・三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行・三井住友銀行・
ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・イオン銀行・セブン銀行
の計１２行です。ここではクイック入金についてご説明します。

11



ここでは、通常入金（銀行振込）による取引口座への入金方法をご説明いたします。
クイック入金をご利用いただけないお客様も、全国の金融機関からご入金いただけます。

「銀行振込（ジャストマッチ入金）」で入金する3-2

3 入金・出金をする

口座開設手続完了のご案内

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○

全国の金融機関の窓口、ATMからご入金いただけます

または

1

2

3銀行振込（ジャストマッチ入金）による入金先をご確認ください

必ずご本人様の名義でお振込みください。ご本人様以外のご入金はお断りしております。
ご入金の際の手数料は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

ATMATM 窓 口窓 口
・必ずご本人様の名義でお振込みください。ご本人様以外のご入金はお断りしております。

・通常入金は、毎営業日の 9時・11時・13 時・15時・17 時に入金確認を行います。
　そのため、お取引口座への反映は、約 2時間前後お時間をいただきます。
　また、金融機関から当社への着金が翌営業日になる場合は、お客様のお取引口座への
　反映も、翌営業日となりますので、あらかじめご了承ください。

複数のお取引口座をお持ちの場合、お取引口座ごとにお振込み先が異なりますのでご注意ください。

「入出金サービス」メニューから「通常入金のご案内」を選択

ご注意ください

ご入金金額が「口座資産」に反映されることをご確認ください

口座開設手続完了のご案内 通常入金（銀行振込）口座情報

12



出金する3-3
ここでは、取引口座からお客様の銀行口座への出金方法をご説明いたします。
平日17 時までのご登録分が、翌銀行営業日に振り込まれます。手数料は、当社負担です。

入金・出金をする3

13

1 [ 入出金サービス]メニューから、[ 出金依頼登録 ]を選択します

口座状況「⑤出金依頼額」に金額が反映されている事を確認します

①出金依頼額

②登録

③登録完了

出金依頼額を入力し「登録確認」ボタンをクリック。

金額を確認し「登録」ボタンをクリック。

登録が完了したことを確認し「閉じる」ボタンをクリック。

※平日17時を過ぎると
　「⑤出金依頼額」がゼロになります。

②

③

2

①

②

③

出金依頼登録画面より該当行をクリックし（①）金額を
入力（②）後「訂正確認」ボタンをクリックします。（③）

出金依頼登録画面より該当行をクリックし（①）「取消確認」
ボタンをクリックします。（②）

内容を確認し、「取消」ボタンをクリックします。

【取消完了】を確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。

口座状況「⑤出金依頼額」の金額が 0 円になっている事
を確認してください。（出金依頼をすべて取消した場合）

内容を確認し、「訂正」ボタンをクリックします。

【訂正完了】を確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。

口座状況「⑤出金依頼額」の金額が変更されている事
を確認してください。

出金依頼額の訂正 出金依頼額の取消

②

平日17時までの出金登録

翌銀行営業日にお振込

①

④

⑤

①

③

④

土・日・祝は出金手続きを行なっておりません。また年末年始などは、出金手続きや銀行営業日
の日程が変更となる場合があります。詳しくはカスタマーサポートセンターまでお問合せください。

ご注意ください



注文画面しくみを知る4-1
ここでは、外為オンラインの取引システムの大きな特徴でもある、注文画面のしくみご説明します。

取引をする4

注文画面を表示するには、[レート情報 ]画面から、
取引をしたい通貨ペアをクリックします

「値動きチャート」が表示され、
現在の値動きが確認できます

注文するにはレートボタンを
クリックします
（確認画面はありません）

注文内容の詳細を入力します

現在のレート

現在の値動きが、本日の値動きのどこにあるのか、
直感的にわかります。

「値動きチャート」は、ティック・１分足・１０分足
から選択できます。

レートボタンが青の時

レートボタンが赤の時

本
日
の
値
動
き

1

2

４

3

①通貨ペア

レートが上昇

レートが下降

メニューで取引をする通貨ペアを変更すること
ができます。

②注文種類
注文の種類を選択します。
クイックトレード（成行注文）、指値・逆指値
などが選択できます。

③数量
注文をする数量を設定します。

④許容スリップ
成行注文の際に生じるスリッページをどれ位、
許容して約定させるか設定します。

①
②

③

④

2

1

3

4

14



新規 成行注文4 -2
ここでは、「成行注文」の方法をご説明します。

取引をする4

15

必要に応じて設定します レートボタンをクリックします

取引したいレートの「売」または「買」ボタン
をクリックします。
「注文が約定しました」の表示が出れば、新規
成行注文が約定されました。

注文が成立
したとき

注文が成立
しなかったとき

[ ポジション状況 ]で注文したポジションをご確認ください

新規注文のポジションをご確認ください

①
②

③

④

①通貨ペア
メニューで取引をする通貨ペアを変更すること
ができます。

②注文種類
成行注文の場合はクイックトレードを選択して
おきます。

③数量
注文をする数量を設定します。

④許容スリップ
成行注文の際に生じるスリッページをどれ位、
許容して約定させるか設定します。

2 3

4

[ レート情報 ]画面から、取引をしたい通貨ペアをクリックし、
　　　　　　　　　　　[ 新規注文入力 ]画面を表示します

1

2

4

3

1



クイック+ＯＣＯ注文4 -3
ここでは、「クイック＋OCO」注文の方法をご説明します。

取引をする4

16

[レート情報 ]画面から、取引をしたい通貨ペアをクリックして
　　　　　　　　　　　　[ 新規注文入力 ]画面を表示します

1

[ 新規注文入力 ]画面の[ 注文種類 ]で、「クイック+OCO」を
選択します

2

必要に応じて設定します 指値・逆指値を設定します

成行注文が約定したレートからの利益確定
（利食い）の指値、及び損失限定（損切り）
の逆指値を設定します。（100 銭＝1円）
また、必要に応じて有効期限を設定します。

注文内容を [ポジション状況 ]・[ 注文中明細 ]でご確認ください

新規注文のポジションをご確認ください

①
②

③

④

①通貨ペア
メニューで取引をする通貨ペアを変更すること
ができます。

②注文種類
成行注文の場合はクイックトレードを選択して
おきます。

③数量
注文をする数量を設定します。

④許容スリップ
成行注文の際に生じるスリッページをどれ位、
許容して約定させるか設定します。

ＯＣＯ注文をご確認ください

3 4

6

レートボタンをクリックします

取引したいレートの「売」または「買」ボタン
をクリックします。
「注文が約定しました」の表示が出れば、新規
成行注文が約定されました。

5

1

2

ＯＣＯ注文の指値は「現在スプレッド×２」よりも大きい値を設定、
逆指値は「現在スプレッド×２+１ポイント」よりも大きい値を設定てください。

指値・逆指値の値は「現在スプレッド×２」よりも
大きい値を設定してください。

ご注意ください



新規 指値・逆指値注文4 -4
ここでは、「指値・逆指値注文」の方法をご説明します。

取引をする4

17

2

注文内容を [ 注文中明細 ]でご確認ください

新規指値注文等をご確認ください

4

1

2

1

必要に応じて設定し、注文します3

①
②
③ ④

⑥

⑤

⑦

⑧

⑨

①売買

②注文方法

③指定レート

④取引証拠金

⑤数量

⑥有効期限

売注文、または買注文を選択します。

指値、または逆指値を選択します。

注文を約定させる指定レートを入力します。

注文に必要な取引証拠金を表示します。

注文する数量を設定します。

必要に応じて期限を設定します。

なし…注文をキャンセルするまで有効
当日…当日のニューヨーククローズまで有効
指定…有効期限を自由に設定可能※

⑦設定完了

⑧確認画面

⑨注文を登録

設定が完了し、よろしければ [ 内容確認 ]
をクリック、やめる場合は、[キャンセル ]
をクリックします。

確認画面で注文内容を確認し、よろしければ
[注文 ]を、設定をし直す場合は [戻る ]を、
注文をやめる場合は [キャンセル ]をクリック
します。

「上記注文を登録いたしました。」の表示で
完了します。このまま連続して注文するには、
[連続注文 ]を、終了するには [閉じる]を
クリックします。

※設定した時刻を過ぎると注文が無効となります。
例：2010年 4月1日20時 0分と設定した場合、
　　2010年 4月1日20時 0分0秒を過ぎると
　　無効になります。

[ レート情報 ]画面から、取引をしたい通貨ペアをクリックして
　　　　　　　　　　　　[ 新規注文入力 ]画面を表示します

2

[ 新規注文入力 ]画面の[ 注文種類 ]で、「指値・逆指値」を

選択します



決済注文4 -5
ここでは、「決済注文」の方法をご説明します。

取引をする4

18

1

1

［ポジション状況］でポジションが決済されていることをご確認ください3

必要に応じて設定し、決済注文をします2

①

②
③

④

⑤

①注文種類

②数量

③許容スリップ

④決済ボタン

成行で決済する際は「クイックトレード」
を選択します。

決済数量を選択します。

許容スリップ値を選択します。

決済したいレートでクリックします。

注文が成立
したとき

注文が成立
しなかったとき

注文結果の確認

⑤注文の結果を確認し、画面を閉じます。

2

[ ポジション状況 ]画面から、決済したいポジションをクリック
　　　　　　　　　　して [ 決済注文入力 ]画面を表示します

決済したポジションが消えていることをご確認ください



リバース注文（途転注文）4 -6
ここでは、「決済注文」の方法をご説明します。

取引をする4
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1

[ 決済注文入力 ]画面の [ 注文種類 ]で、「リバース注文（途転）」
を選択します

2

［ポジション状況］で、決済したポジションが消え、
新たに約定したポジションが表示されていることをご確認ください

3

必要に応じて設定し、注文をします2

①

②

③

①許容スリップ

②決済ボタン

許容スリップ値を選択します。

決済したいレートでクリックします。

注文が成立
したとき

注文が成立
しなかったとき

注文結果の確認

③注文の結果を確認し、画面を閉じます。

1

新規に約定したポジションをご確認ください

[ポジション状況 ]画面から、リバース注文したいポジションを
　　　　　　クリックして [ 決済注文入力 ]画面を表示します

2



i サイクル２取引™・サイクル２取引™の紹介5-1
ここでは、「i サイクル２取引™・サイクル２取引™」の方法をご説明します。

i サイクル２取引™・サイクル２取引™をする5

20

i サイクル２取引™とは？

あらかじめ指定した変動幅の中で、（変動幅は、○○円～○○円と値幅を固定せず、

変動幅を保った状態で相場の変動に追従します）アルゴリズムによりダイナミクスに

約定処理され、相場変動に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰り返し

発注する連続注文機能です。

あらかじめ指定した変動幅（注文時点で○○円～○○円の値幅を固定します）の中で、

アルゴリズムによりダイナミクスに約定処理され、システムが自動的に繰り返し発注する

連続注文機能です。

サイクル２取引™とは？

i サイクル２取引™・サイクル２取引™の詳しい説明はホームページをご覧ください。
http://www.gaitameonline.com/icycle/index.html

ご注意ください

・新規約定時には手数料が発生します。詳しくはホームページをご覧ください。
・ロスカット、強制決済が行われた場合、iサイクル２取引™、サイクル２取引™の機能は停止します。
・i サイクル２取引™で約定したポジションを手動で決済した場合や、指定レートに到達したが
　証拠金不足（実効レバレッジが 25 倍を超える）により取消しされた場合、そのポジションの
　追従機能は停止します。
・i アプリから取消しはできません。取消しをする場合は、PC版取引システム、または、
　スマートフォンアプリ、携帯版取引システムからお願いします。

  その他のご注意事項は、i サイクル２取引™・サイクル２取引™のページをご覧ください。
  http://www.gaitameonline.com/icycle/index.html

変
動
幅

自動

自動

自動

自動 自動

自動

自動

自動

自動

自動 自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

設定したiサイクル2取引™

iサイクル2取引™が繰り返し自動発注
設定した変動幅が相場の上昇下落に合わせて
自動追従し、自動発注を繰り返す

サイクル２取引™が繰り返し自動発注設定したサイクル２取引™

変
動
幅

設定した変動幅内で自動発注を繰り返す

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動

自動



i サイクル２取引™をする（新規注文）5-2
ここでは、「i サイクル２取引™」の方法をご説明します。

i サイクル２取引™・サイクル２取引™をする5
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確認画面で設定内容を確認し、［注文］ボタンをクリックします3

完了画面（注文内容）を確認し、[ 閉じる]ボタンで画面を閉じます4

取引画面の［新規注文］メニューから [ｉサイクル２取引 ]を選択し
新規注文入力（iサイクル２取引 ランキング方式）を表示します。

1

注文内容を確認し、［選択可］ボタンをクリックします。

マトリクス方式、またはボラティリティ方式で注文したい場合は、
下部のボタンをクリックして、画面を切り替えます。

2

2



i サイクル２取引™をする（iサイクル２取引™の停止）5-3
ここでは、「i サイクル２取引™」を中止する方法をご説明します。

i サイクル２取引™・サイクル２取引™をする5
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確認画面で内容を確認し、[停止 ]ボタンをクリックします3

下記のメッセージが表示され、停止が完了します4

[ 表示 ]メニューから、［iサイクル２/サイクル２取引
稼働状況照会］をクリックします

1

現在稼働中の iサイクル２・サイクル２取引の中から、取引を
中止したい項目を選択し、［選択］ボタンをクリックします

2



サイクル注文２取引™をする（新規注文）5-4
ここでは、「サイクル２取引™」の方法をご説明します。

i サイクル２取引™・サイクル２取引™をする5
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必要に応じて設定します
①
②

③

④
⑤

⑥

①通貨ペア 取引する通貨ペアを変更できます。

サイクル2 取引™を選択します。

参考期間を設定します。参考期間を選択
すると想定変動幅が入力されます。
想定変動幅は任意で入力もできます。

注文を「買」で行うか、「売」で行うか
選択します。

資産を入力します。

②注文種類

③参考期間・
　想定変動幅

④ポジション
　方向

⑤対象資産

3

注文内容を確認し、[ 注文 ]ボタンをクリックします4

[ レート情報 ]画面から、取引をしたい通貨ペアをクリックし、
　　　　　　　　　　　[ 新規注文入力 ]画面を表示します

1

[ 新規注文入力 ]画面の [ 注文種類 ]で、「サイクル２取引™」を
選択します

2

⑥設定後、　 [テンプレート表示]ボタンをクリックします。
取消す場合は、[キャンセル ] で画面を閉じます。

1 2



サイクル2取引™をする（サイクル２取引™の停止）5-5
ここでは、「サイクル２取引™」を中止する方法をご説明します。

i サイクル２取引™・サイクル２取引™をする5
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3

表示メニューから iサイクル注文/サイクル2取引[ 稼働状況照会 ]
を選択します

1

表示される照会画面にて、取消したいサイクル２取引™にチェック
を入れ、［選択］ボタンをクリックします。

選択したサイクル２取引™が表示されます
内容を確認し、間違えなければ、［停止］ボタンをクリックします。

2



チャートをひらく6-1
チャートの表示方法をご説明いたします。

チャートを使う6

チャートをとじる6-2
チャートの終了方法をご説明いたします。

操作手順～1 2

取引システムの［チャート］メニューから「チャート（ブラウザ版）」を選択します1 チャートのみを閉じる場合
チャートウィンドウ 右上の「×」ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます

取引システムとチャートの両方を閉じる場合
取引システム 右上の「ログアウト」ボタンをクリックします
チャートは、自動的に閉じます

別ウィンドウでチャートが表示されます2 チャートを閉じる（×ボタン）

取引システムとチャート
の両方が閉じます

チャートは単独では
ご利用いただけません

ご注意ください

25
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各部の名称と役割りを知る6-3
各部の名称と機能をご説明いたします。

チャートを使う6

A チャート・ハイブリッドチャートボタン
P.25／ P.35

P.29

P.31

P.32

P.36

P.38

P.42

P.27
B 保存・復元ボタン

P.44

C チャートの終了（チャートを閉じる）
P.25

P.45

選択ツール（読み取りあり）の使用時にマウス
で指したローソク足の4本値が表示されます。
またテクニカルチャートの場合は、クリックして
指し示す箇所の詳細情報が表示されます。
なお、情報パレットはマウスで移動できます。

過去のチャートを表示します。表示エリアを
移動することで過去のチャートに移動できます。

ナビゲーターで移動した際、チャートの縦軸を
固定したまま移動できます。

現在レートをチャート上で表示しています。

選択ツール（読み取りあり）の使用時に、マウス
で指した位置に十字ラインを表示し、指し示す
レートと時間軸を表示します。

保有ポジション・指値など・取引の履歴を
チャート上に表示します。

選択ツール（読み取りあり）
十字ラインと情報パレットを表示します。

選択ツール（読み取りなし）
描画ラインなどを選択できます。

ハンドツール
ドラッグするとチャートを移動できます。

E チャートパネルのコピー

F 通貨ペア・Bid/Ask・チャート種類・
時間足　選択メニュー

G 比較チャート

H テクニカル追加・
チャート設定ボタン

I ポジション・注文中・取引履歴

J チャートパネル閉じる・
最大化・最小化ボタン

K 選択ツール・ハンドツール

L 描画ツール

M 注文ツール

N アラーム

D 設定ボタン

O 情報パレット

P ナビゲーター

Q 縦軸ロック

R 現在レート

S T ポインター位置・十字ライン

P.○○！ 詳細ページ

B
D

C

G H I

R

J

Q
P

E

K

L

M
N

S

T

O

F

A

チャートパネル
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新しいチャートを表示する6-4
チャートパネルを表示する方法をご説明いたします。

チャートを使う6

操作手順～1 2 操作手順～1 2チャートを複製する（コピーする）6-5
すでに表示、設定されているチャートパネルを複製（コピー）する方法をご説明いたします。

チャートウィンドウ上部の［チャート］ボタンをクリックします1

チャートパネルが表示されます2

複製したいチャートパネルの［複製］ボタンをクリックします1

同じチャートパネルが複製されます2

チャートパネル
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チャートを並べる6-6
複数のチャートパネルの整列方法をご説明いたします。

チャートを使う6

操作手順～1 2 チャートパネルの大きさを変える6-7
チャートパネルの大きさを変える方法をご説明いたします。

チャートパネル上で右クリックし、メニューから整列表示を選択します1

チャートパネルが整列されます2

チャートパネルは、上下左右、四隅で大きさを変えられます

各チャートパネルごとに、最小化・最大化でき、個別に閉じることができます

右
クリック

パネルを最大化します。

パネルを最小化します。

パネルを閉じます。

！ チャートパネル
操作ボタンについて

マウスのポインタ（矢印）を
チャートのフチに当てると
両方向の矢印に変わります。
この状態でマウスをドラッグ
します。※

！ 大きさを変えるコツ

※「ドラッグ」とは、始点で左ボタンをクリックしながらマウスを動かし、終点で左ボタンを離すことです。

最後に操作を行った順に、右記の
順番で整列されます。

！ 整列の順番について

12

34



通貨ペアを変える7-1
通貨ペアの変更方法をご説明いたします。通貨ペアは、チャートパネルごとに変更できます。

チャートの表示を切替える7

操作手順～1 2 操作手順～1 2Bid（売）レート・Ask（買）レートの表示を変える7-2
Bid（売）レートと、Ask（買）レートの表示の切替え方法をご説明いたします。

チャートパネルの通貨ペアボタンをクリックします1

通貨ペアの一覧から表示したい通貨ペアをクリックします2 表示されるメニューから、Bid（売）、またはAsk（買）を選択します2

チャートパネルのBid（売）、またはAsk（買）のメニューをクリックします1

29
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チャートの種類を変える7-3
チャートパネルごとに、チャートの種類を変える方法をご説明いたします。

チャートの表示を切替える7

操作手順～1 2 操作手順～1 2時間足の種類を変える7-4
チャートパネルごとに、時間足の種類を変える方法をご説明いたいします。

チャート種類のメニューをクリックします1

表示されるメニューからチャートの種類を選択します2 表示されるメニューから、時間足を選択します2

時間足のメニューをクリックします1

チャートの種類は全部で4 種類あります

ローソク足・平均足・折れ線・バーチャート

時間足の種類は全部で16 種類あります
ティック・1分足・5分足・10 分足・15分足・20 分足・30 分足・1時間足・
2時間足・4 時間足・6時間足・8時間足・12時間足・日足・週足・月足

！！



比較チャートについて8-1
外為オンラインチャートツールの大きな特徴である、比較チャートをご説明いたします。

比較チャートを使う8

操作手順～1 3比較チャートの使い方8-2
比較チャートの使い方についてご説明いたします。
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比較チャートとは、2つの通貨ペアのチャートを同時に表示できる機能です

上記のように、「米ドル／円 (USD/JPY)」と「ユーロ／円 (EUR/JPY)」のローソク足チャート
を同時に表示することで、２つの通貨ペアの値動きを比較することができる便利な機能です。

通貨ペアのボタンをクリックする
ことで簡単に変更できます。

チャートパネル上部の［比較チャート］ボタンにチェックを入れます1

通貨ペアの一覧から、サブチャートの通貨ペアを選択します。2

チャートパネルに、メインチャートとサブチャートが表示されます3

！ 比較する通貨ペアについて メインチャートとサブチャートは
チャートパネル上部のボタンを
切替えることで、移動などの操作
がそれぞれ可能になります。

！ チャートの操作について

1　の比較チャートボタンから
チェックを外します。

！ サブチャートを消すには？

メインチャート

サブチャート

メインチャート

サブチャート メインチャート サブチャート
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テクニカルチャートを表示する9-1
テクニカルチャートの使い方をご説明いたします。

テクニカルチャートを使う9

操作手順～1 2テクニカルチャートを消す9-2
表示されているテクニカルチャートを消す（非表示にする）方法をご説明いたします。

操作手順～1 2

一覧から表示を消したいテクニカルチャートのボタンをクリックします1［テクニカル追加］ボタンをクリックし、テクニカルチャートの一覧を表示します1

一覧から表示したいテクニカルチャートのボタンをクリックします2

！ 表示・非表示のボタンについて

表示なし

表示あり

または、テクニカルチャートの種類によっては×ボタンをクリックします

表示されていたテクニカルチャートが消えたことを確認します2

テクニカルチャートの一覧
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テクニカルチャートの表示を調整する9-3
表示されているテクニカルチャートの表示を調整する方法をご説明いたします。

テクニカルチャートを使う9

操作手順～1 2テクニカルチャートの設定をする9-4
テクニカルチャートごとの詳細な設定方法をご説明いたします。

テクニカルチャートの大きさの調整や、上下の入替えが簡単に行えます 1 チャートパネルの［チャート設定］ボタンをクリックします

2 ［チャート設定］パレットが表示され、詳細な設定を行います

複数のテクニカルチャートを表示している場合は、
設定パレットのメニューから、設定を行うチャート
の種類を選択することができます。

ラインのカラーを変更します。

ラインの表示の有無、太さを変更します。

※「ドラッグ」とは、始点で左ボタンをクリックしながらマウスを動かし、終点で左ボタンを離すことを言います。

クリックして上下のチャートを反転
させることができます。

上下にドラッグ※することで、
高さの調節ができます。

チャートの調整をするには？
テクニカルチャートの境界線にマウスポインタ（矢印）を当てることで、上下反転の
アイコン、上下幅調整のアイコンが表示されます。

！

境界線

チャート設定
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テクニカルチャートの種類9-5
外為オンラインチャートツールでご用意しているテクニカルチャートの種類を一覧で表記しております。

テクニカルチャートを使う9

上記のように、米ドル／円とユーロ／円のローソク足チャートを同時に表示することで、
同時に２つの通貨ペアの値動きを比較することができます。

外為オンラインのチャートには、26 種類のテクニカルチャートがあります

メモ欄

移動平均線

  1　単純移動平均線（SMA) 
  2　指数平滑移動平均線（EMA）
  3　加重平均移動平均線（WMA）
  4　複合型移動平均線（GMMA）

トレンド系

  5　一目均衡表
  6　ケルトナーチャネル
  7　新値足
  8　ボリンジャーバンド
  9　DMI
10　MACD
11　RCI

オシレーター系

12　単純移動平均乖離率（SMA)
13　指数平滑移動平均乖離率（EMA）
14　加重平均移動平均乖離率（WMA）
15　アルティメットオシレーター
16　ウィリアムズ%R
17　ウィリアムズ A/D
18　サイコロジカルライン
19　篠原レシオ
20　シャンデモメンタムオシレーター
21　ストキャスティクス
22　ピボット
23　ROC
24　RSI
25　VLDMI

分析系

26　サポート＆レジスタンス



ハイブリッドチャートとは？10-1
ハイブリッドチャートについてご説明いたします。

ハイブリッドチャートを使う10

操作手順～1 2ハイブリッドチャートの使い方10-2
ハイブリッドチャートの使い方をご説明いたします。

チャートウィンドウから、ハイブリッドチャートのボタンをクリックします1

ハイブリッドチャートが表示されます2
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過去～最新の値動きが一目でわかる外為オンラインのオリジナルのツールです

８時間足 １時間足 ２０分足 １０分足 １分足週足

ひとつのチャート画面で、月足～日足、8時間～1時間足、30 分～1分足をエリアごとにわけて
表示し、過去の大きなマーケット推移を眺めることができます。（表示状態により時間足の種類は変化します）

これまでは、過去の大きな流れから直近の細かい流れを見るには、いくつかのチャートを表示して
見比べる必要がありましたが、ハイブリッドチャートなら、ひとつの画面でOKです。

現在過去



描画ツールの種類11-1
外為オンラインチャートツールがご用意する描画ツールの種類をご説明いたします。

描画ツールを使う11

操作手順～1 2ラインを描く（基本的な操作）11-2
描画ツールでラインを描く、基本的な操作をご説明いたします。

外為オンラインのチャートには、3カテゴリー、15 種類の描画ツールがあります
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1 チャートパネルから描画ツールのボタンをクリックします

2

！

チャートパネル上で、始点から終点までドラッグ※します

※「ドラッグ」とは、始点で左ボタンをクリックしながらマウスを動かし、終点で左ボタンを離すことを言います。

描いたラインを消すには？

ラインを選択し、ダブルクリックします。
または、ラインを選択し、キーボードの
「Delete」（デリート）キーを押します。

線分

直線

ギャン
フィボナッチ

水平線

始点

終点

垂直線
トレンドチャネル

トレンドライン
  1　トレンドライン ( 線分 )
  2　トレンドライン ( 直線 )
  3　トレンドライン ( 垂直線 )
  4　トレンドライン (水平線 ) 
  5　トレンドチャネル

ギャン
  6　ギャンライン
  7　ギャンファン
  8　ギャングリッド

フィボナッチ
  9　フィボナッチファン
10　フィボナッチリトレースメント
11　フィボナッチチャネル
12　フィボナッチアーク
13　フィボナッチエクスパンション
14　フィボナッチタイムゾーン
15　フィボナッチグリッド



ラインの編集をする（移動・変形・コピー）11-3
描画ツールで描いたラインの編集（移動・変形・コピー）の方法をご説明いたします。

描画ツールを使う11

操作手順～1 2ラインの設定をする11-4
描画ツールで描いたラインの詳細な設定方法をご説明いたします。ラインごとに設定が可能です。
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1 描画したラインをクリックして選択し、設定アイコンをクリックします1描画したラインを簡単に移動、変形、コピーすることができます

2 表示される設定パレットで設定を行います ラインのカラーを変更します。

ラインの太さ、表示の有無を設定します。

設定アイコンクリックするとラインが伸び、直線になります

クリックして選択し、ドラッグ※すると移動します

ドラッグ※してラインの形を変えます

ドラッグ※するとラインの複製（コピー）をします

線分⇔直線

移動

変形

複製（コピー）

描画したラインや設定を保存するには、レイアウトの保存をします。
（現在の状態が上書き保存されますのでご注意ください）

描画したラインと設定を保存するには？！

P.1７をご参照ください※「ドラッグ」とは、始点で左ボタンをクリックしながらマウスを動かし、終点で左ボタンを離すことを言います。



注文機能の使い方12-1
チャートから取引（注文）する方法をご説明します。

チャートから取引（注文）する12

操作手順～1 4
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ご注意ください
実際に注文を行う際は、必ず「注文画面」の値を直接ご覧の上、正しいレートが
入力されているかご確認ください。
また、細かい値の微調整は、「注文画面」で行うことをおすすめします。

指値注文などの際、バーをドラッグすることで、レートの指定が
チャートを見ながら簡単にできます。

マウスカーソルの
位置が示すレート

注文画面に入力
されるレート

！

［注文ツール］ボタンをクリック、またはチャートパネル上で右クリックします1

メニューから注文の種類を選択すると
[ 注文画面 ]が表示されます

注文ツールボタンをクリックすると、注文種類を
選択するメニューが表示されます。

注文内容をご確認の上、売 (bid)、買 (ask) ボタンを
クリックすると、注文が行われます。

または

チャートパネル上で右クリックをすると
注文種類のメニューが表示されます。

2 チャートを見ながらバーを上下にドラッグ※します。
注文の際は、正しいレートが[注文画面]に入力されているかご確認ください。

注文画面に入力されるレート

※ドラッグとは、マウスの左ボタンを押しながらマウスを移動することです。

数量



チャートから取引する（成行注文）12-2
チャートから成行注文を行う方法をご説明します。

チャートから取引（注文）する12

操作手順～1 2 操作手順～1 2チャートから注文する（クイック+ＯＣＯ）12-3
チャートからクイック+ＯＣＯ注文を行う方法をご説明します。

[ 注文ツール ]ボタンをクリックし、[クイック ]（成行）を選択します1

チャートウィンドウに注文画面が表示されます2

[ 注文ツール ]ボタンをクリックし、[クイック+OCO]を選択します1

チャート上には現在レートが表示されます。現在レートのバーは上下に動かせません。
必ず注文画面でレートをご確認ください。

注文画面 チャートウィンドウに注文画面が表示されます2

チャート上には現在レートと、指値・逆指値の指定レートが表示されます。
指値・逆指値はマウスでドラッグしてレートを変更できます。必ず注文画面でレートをご確認ください。

現在レート

現在レート

逆指値

指値

注文画面
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チャートから取引する（指値・逆指値）12-4
チャートから指値・逆指値注文を行う方法をご説明します。

チャートから取引（注文）する12

操作手順～1 2 操作手順～1 2チャートから注文する（ＯＣＯ）12-5
チャートからＯＣＯ注文を行う方法をご説明します。

[ 注文ツール ]ボタンをクリックし、[ 指値・逆指値 ]を選択します1

チャートウィンドウに注文画面が表示されます2

[ 注文ツール ]ボタンをクリックし、[ＯＣＯ]を選択します1

チャートウィンドウに注文画面が表示されます2

チャート上に指値（または逆指値）表示されます。指値・逆指値はマウスでドラッグして指定レート
を変更できます。必ず注文画面でレートをご確認ください。

チャート上に指値（逆指値）の指定レートが表示されます。指値・逆指値の変更は注文画面から行います。
指値、逆指値の指定レートはマウスでドラッグして変更できます。必ず注文画面でレートをご確認ください。

指値（または逆指値）

指値

指値

注文画面 注文画面
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チャートから取引する（If Done）12-6
チャートから If Done 注文を行う方法をご説明します。

チャートから取引（注文）する12

操作手順～1 2 操作手順～1 2チャートから注文する（If Done+ＯＣＯ）12-7
チャートから If Done+ＯＣＯ注文を行う方法をご説明します。

[ 注文ツール ]ボタンをクリックし、[If Done] を選択します1

チャートウィンドウに注文画面が表示されます2

[ 注文ツール ]ボタンをクリックし、[If Done+ＯＣＯ]を選択します1

チャートウィンドウに注文画面が表示されます2

チャート上に、第１注文（新規）と第２注文（決済・指値および逆指値）の指定レートが表示され、
マウスでドラッグしてレートを変更できます。必ず注文画面でレートをご確認ください。

チャート上に、第１注文（新規）と第２注文（決済）の指定レートが表示され、マウスでドラッグして
レートを変更できます。必ず注文画面でレートをご確認ください。

第１注文（新規）

第２注文（決済）

第１注文（新規）

第２注文（決済・指値）

第２注文（決済・逆指値）

注文画面 注文画面
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アラーム機能の使い方（登録）13-1
アラームの登録の方法をご説明いたします。

アラーム機能を使う13

操作手順～1 3
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チャートパネルの［アラーム］ボタンをクリックし、設定画面を表示します1 アラームが登録されたことを確認します3

レート・アラーム音・自動停止の有無を設定し、登録ボタンをクリックします2

ご注意ください
通貨ペアの変更や取引ツールの終了、チャートを閉じると、アラームは削除されます。
また、ＰＣの音量がゼロの場合はアラームが鳴りませんので、事前にご確認ください。

アラームの設定について

ひとつのチャートパネルにつき、
２つのアラームを登録できます。

２つのアラームを登録した状態

！

アラームを鳴らすレートの設定
（現在レートと変動幅が表示されます）

アラーム音の選択・再生

自動停止の有無・時間 設定画面と同時に、チャート上にゾーンが表示
されます。青のレート表示を上下にドラッグ※
することで、レートを設定することもできます。

アラームを登録すると、縦軸上に青の
三角形（フラグ）が表示されます。

また、フラグにマウスポインタ（矢印）を
重ねると、登録したレートが表示されます。

※「ドラッグ」とは、始点で左ボタンをクリックしながらマウスを動かし、終点で左ボタンを離すことを言います。

アラームの登録

アラーム登録のフラグ



アラーム機能の使い方（変更・削除）13-2
登録したアラームの変更・削除の方法をご説明いたします。

アラーム機能を使う13

操作手順～1 2アラーム機能の使い方（停止）13-3
アラームの停止方法をご説明いたします。

操作手順～1 2

登録したレートに到達するとアラームが鳴り、アラーム通知が表示されます1
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アラームを停止するには、［通知ボタン］または［閉じる］をクリックします2

アラーム登録のフラグをクリックし、設定画面を表示します1

設定を変更し［登録］をクリック、または［削除］をクリックし、削除します2

マウスポインタ（矢印）を近づけると登録したレートが表示されます

青のレート表示を上下にドラッグすることで、
レートを変更することもできます。アラームの削除

登録した通貨ペア・レートと到達した時刻が表示されます

閉じる（アラーム停止）
通知ボタン（アラーム停止）

表示切替え

アラーム通知の表示切替えについて

複数のアラームが鳴った場合は、
表示を切替えることができます。

！
表示切替えボタン

アラーム通知



画面のレイアウトやラインを保存する14-1
画面のレイアウトや、描画ツールで描いたラインの保存方法をご説明いたします。

画面を保存する・復元する14

操作手順～1 3 操作手順～1 2保存した画面を復元する（保存した状態にもどす）14-2
画面のレイアウトやラインを、最後に保存した状態に戻す方法をご説明いたします。
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保存したい状態で、チャートウィンドウ上部の［保存］ボタンをクリックします1

画面中央に表示される確認メッセージで、［保存］をクリックします
保存をやめる場合は、［キャンセル］をクリックします

2

保存したチャートを表示するには、復元をするか、一旦チャートを終了し、
もう一度起動します

チャートを終了・起動するには？

ご注意ください
レイアウトを復元すると、最後に保存した状態に戻るため、現在表示されている
レイアウトや、描画したラインは破棄されますので、ご注意ください。

P.2をご参照ください

3

チャートウィンドウ上部の［復元］ボタンをクリックします1

画面中央に表示される確認メッセージで、［復元］をクリックします
復元をやめる場合は、［キャンセル］をクリックします

2

！ 一度も保存をしていない場合は、
復元ボタンをクリックできません。！

ご注意ください
レイアウトを保存すると、現在のレイアウトや描画したラインが上書き保存されます。
これまで保存したレイアウトやラインは破棄されますので、ご注意ください。



チャート全体の設定をする（基本設定）15-1
外為オンライン チャートツール全体の設定方法（基本設定）をご説明いたします。

チャートの設定をする15

操作手順～1 3 操作手順～1 3チャート全体の設定をする（詳細設定）15-2
外為オンライン チャートツール全体の設定方法（詳細設定）をご説明いたします。
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チャートウィンドウ上部の［設定］ボタンをクリックします1

表示される設定パネルで、カラーパターン・グリッド表示を設定します2

［OK］ボタン、または［適用］ボタンでチャートに反映されます
設定をやめるときは、［キャンセル］をクリックします

3

チャートウィンドウ上部の［設定］ボタンをクリックします1

画面中央に表示される設定パネルで［詳細設定］をクリックし、
設定したいチャートを選択します

設定するチャートを選択し、項目に応じて設定を行います。初期設定に戻します

設定した際のサンプルと、
チャートの解説が表示されます。

設定した際のサンプルが表示されます。

カラーパターンで、チャートパネルの
背景色を変えることができます。

チャートパネルのグリッドの表示・非表示
を切替えることができます。

2

［OK］ボタン、または［適用］ボタンでチャートに反映されます
設定をやめるときは、［キャンセル］をクリックします

3
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