
ここではHYPER SBIの主要画面について紹介していきましょ

う。HYPER SBIは、銘柄に関する情報を管理したり実際に取

引を行う「個別銘柄」「登録銘柄」、現在の保有証券の損益

状況が一目で分かる「保有証券」、注文の状況を確認する

「注文一覧・準備」、銘柄の情報入手や分析を行うための「チ

ャート」、「マーケット情報」、「ニュース」、「先物オプション」

の8つの基本画面から構成されています。

－19－

HYPER SBIの主要画面

2章



ツールバーには、各画面を表示するメニューボタン、主要指標や保有銘柄の現在値の表示エリア、設定銘柄・市況に関するア

ラート・ニュース・メッセージの通知エリアなどが機能的に配置されています。ツールバーだけを常時表示しておくことができ

ますので、ほかのアプリケーションで作業をしているときでも情報のチェックや、スピーディーなメニュー画面の立ち上げが可能

です。

2-1 ツールバー
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ここでは、ツールバーに割り当てられている各機能について紹介しましょう。

（5）メニュー画面・メインメニューバーの表示/非表示

メインメニューと表示している各メイン画面の表示/非表示

を切り替えます。

（6）銘柄検索・個別銘柄・取引ポップアップ表示

銘柄コードか銘柄名で任意の銘柄が検索できます。検索後、

［株価］ボタンを押すと「個別銘柄」画面が表示され、［取引］

ボタンを押すと「取引ポップアップ」画面が銘柄の情報を読

み込んだ状態で表示されます。

（4）ミニチャート

市況データをグラフ表示します。クリックするとチャート

ポップアップが個別に立ち上がります。タブにより１分足・期

間別（1・3・6ヶ月、1年）の日足グラフを表示でき、プルダウ

ンリストから日経平均のほかTOPIX、JASDAQ平均などを選択

可能です。

（2）取引パスワード登録

ここに取引パスワードを入力しておくと、発注の際の取引

パスワード入力を省くことができます。

（3）ティッカー

保有銘柄や市況情報などがスクロール表示されるエリア。

右クリックすると、表示する内容や表示スピードが選べます。

（1）ロック機能

システムにロックがかかり、HYPER SBIが最小化されます。

この間には一切操作はできません。復帰するには、タスクバ

ーのHYPER SBIのボタンをクリックして、システムロックを開

き、ログインパスワードを入力します。

（5）メニュー画面・メインメニューバーの表示/非表

（3）ティッカー

（1）ロック機能

指標・為替/アラート・

ニュース・メッセージ表

各メイン画面の表示ボタ 各サマリーの表示ボタ マイページの作成/編集ボタ

（6）銘柄検索・個別銘柄・取引ポップアップ表示

ヘルプ/最小化/終

時刻表示

メインメニューのプルダウンボタ

（2）取引パスワード登録

（4）ミニチャート

■ ツールバーに割り当てられた機能

メインメニューバー
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銘柄入力欄で指定した銘柄の情報を表示します。銘柄を指定後、［株価］［チャート］［ニュース］ボタンを押すとその銘柄の

各該当画面が、［取引］ボタンを押すとその銘柄の「取引ポップアップ」画面が表示されます。

・検索履歴から選ぶ場合

銘柄入力欄の横にあるプルダウンボタンを押すと、すでに

検索した銘柄（直近10銘柄）が表示され、該当銘柄を選択す

ることができます。

■ 銘柄検索、個別銘柄、取引ポップアップ表示

・銘柄コードが分からないとき

銘柄コードが分からない場合には、銘柄入力欄に銘柄名を

入力してEnterキーを押すと銘柄コードに変換されます。複数

の銘柄候補がある場合には「銘柄検索」画面が開きますので、

その中から銘柄を選び「OK」ボタンを押すと、銘柄入力欄に

銘柄コードが表示されます。

（2）取引プルダウンメニュー表示ボタン

（1）銘柄入力欄

調べたい銘柄を指定します。銘柄コードが分かっている場合には銘柄入力欄に銘柄コードを直接入力します。

（2）取引プルダウン

メニュー表示ボタン

指定銘柄の個別銘柄

画面が開きます

（1）銘柄入力欄
指定銘柄の個別チャー

ト画面が開きます

指定銘柄に関連するニ

ュース画面が開きます

取引ポップアップ

画面が開きます

銘柄を指定して取引プルダウンメニュー表示ボタンをクリ

ックすると、取引プルダウンメニューが表示されます。任意

の取引種別を選択すると、「取引ポップアップ」画面が表示

されます。取引には「現物」「信用新規 」「信用返済」の売

買、「現引」「現渡」が選べます。
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サマリーとは、登録銘柄や保有証券などの一覧を簡易表示する画面です。登録した銘柄を表示する「登録銘柄サマリー」、保

有証券の情報を表示する「保有証券サマリー」、現在注文している銘柄の情報を表示する「注文一覧サマリー」、買付・信用建

余力を表示する「買付・建余力サマリー」があります。

ボタンをクリックすると

各サマリーが開きます。

●登録銘柄サマリー

「登録銘柄」画面に登録されている銘柄の現在値、現在値ティック、前日比が表示されます。［フローティング］ボタンは、ス

ライドインとして表示されているサマリーをポップアップ表示に変更します。ポップアップにするとウィンドウを自由に動かすこ

とができます。

［登録銘柄設定］ボタンを押すと、「登録銘柄編集」画面が表示され

ます。ここで現在登録してある銘柄を削除したり、新しい銘柄を追加

することも可能です。

■ サマリーの表示

銘柄をダブルクリ

ックすると、その

銘柄の取引ポップ

アップが表示され、

すぐに取引を開始

することできます。

登録情報サマリー

保有証券サマリー

買付・建余力サマリー

注文一覧サマリー

「登録銘柄編集」画面を

表示します。→ P.122

ポップアップウィンド

ウとして表示します

ウィンドウを

閉じます

表示フォルダを切り替えます
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●保有証券サマリー

「保有証券一覧」と「信用建玉一覧」に分かれています。

「保有証券一覧」では、銘柄ごとに保有株数、預り区分、取

得単価、現在値、現在値ティック、前日比、評価額、評価

損益をチェックすることができます。一方の「信用建玉一覧」

では、それぞれの銘柄について建区分、預り区分、市場、期

限、建株数、建単価、現在値、現在値ティック、前日比、

評価損益をチェックできます。信用口座がない場合、「信用

建玉一覧」は表示されません。

●注文一覧サマリー

注文一覧を表示します。それぞれの

注文について、注文状況、銘柄、市場、

取引、預り区分、注文株数、未約定の

株数、注文単価、現在値をチェックす

ることができます。

●買付・建余力サマリー

買付余力と信用建余力を表示します。［詳

細］ボタンをクリックすると、メインサイト

→口座管理→買付余力画面へ遷移し、詳細

な情報を表示します。ただし、信用口座をお

持ちでないお客様には、信用建余力は表示さ

れません。
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指標・為替ボタンをクリックすると、お知らせエリアに市況情報が、アラート・ニュース・メッセージボタンをクリックする

と、設定しておいたアラート等を表示します。株価や市況の変化、ニュースなどを見逃すことなくチェックすることができます。

■ 指標・為替/アラート・ニュース・メッセージ表示

（1）指標・為替ボタン

日経平均、JASDAQ平均、TOPIXなどの指標や為替を表示し

ます。

（3）指標・為替プルダウンリスト表示ボタン

指標の中からどのデータを表示するかを設定します。株価

情報だけでなく、先物、為替などの情報を表示することもで

きます。

（2）アラート・ニュース・メッセージボタン

設定したアラート・ニュース・メッセージの情報を表示し、

未読件数が下に表示されます。

アラート

ニュース

メッセージ

（5）お知らせエリア（3）指標・為替プルダウン

リスト表示ボタン
（1）指標・為替ボタン

（4）アラート・ニュース・メッセージ

プルダウンリスト表示ボタン

（2）アラート・ニュー

ス・メッセージボタン
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（4）アラート・ニュース・メッセージプルダウンリスト表示ボタ

ン

アラートやニュースなどの設定を行います。ここでは、表

示されているアラート、ニュース、メッセージをすべて既読

にすることができるほか、各項目の設定画面を起動します。

各項目の設定に関しては4章（P117）を参照してください。

（5）お知らせエリア

ボタンで選択した内容を表示します。アラート・ニュー

ス・メッセージ表示の場合、カテゴリ、取引、時刻、見出し

の順に表示されます。また、このときに表示されている通知

項目をクリックすると、お知らせエリア本文スライドインが

表示され、内容を確認できます。

メニューのアラート設定を選ぶと、アラートの設定画面が開きます。

ここで具体的なアラートの内容を設定します。

カテゴリ、取引、時刻、見出しに対応したお知らせエリア

の上部のフレーム部分をクリックすると、お知らせエリア内

の内容を並べ替えられます。

お知らせエリアにてアラート・ニュース・メッセ

ージ表示の場合、各お知らせの先頭にはマークが付

きます。アラートの場合はベルのマークが、ニュー

スの場合はNマークが、メッセージの場合は手紙のマ

ークが表示されます。まだ読んでいない未読のもの

はカラー表示、すでに一度開いている既読のものは

グレー表示になっています。

前の内容 次の内容

メッセージの本文

を表示します

ポップアップウィンド

ウとして表示します

ウィンドウ

を閉じま



「個別銘柄」画面では、任意の個別銘柄の株価情報を複数の視点から総合的にウォッチしながらの発注が行えます。

2-2 個別銘柄
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「個別銘柄」画面では、気配値、歩み値、保有証券、クォート、チャート、ニュースなど個別銘柄の詳細な情報をリアルタイ

ムに表示します。また、取引エリアの発注タブエリアや板情報エリア内でのドラッグ＆ドロップ操作ですぐに注文を出すことが

できるので、その銘柄の株価動向をウォッチしながらの状況に応じた素早い発注が可能です。

■「個別銘柄」画面

（1）銘柄検索 （2）銘柄カテゴリ選択

検索・表示した銘柄がボタンと

して登録され、クリックで表示可

（4）市場切り替え

（5）当日の歩み値

（6）企業情報表示

（7）クォート・チャート・ニュース・信

その銘柄を保有している場合には、現物、信用建

玉それぞれの評価額と評価損益をここで確認可能

取引エリア

表示している銘柄の同業種一覧画面、

チャート画面、ニュース画面を表示しま（3）銘柄情報エリア



－27－

プルダウンボタンを押すと過去に検索した銘柄（直近10銘柄）の

リストが表示されます。

プルダウンボタンを押すと「現物保有銘柄」、「信用建玉銘柄」な

どのカテゴリが表示されます

（2）銘柄カテゴリ選択

左のリストボックスで「銘柄参照履歴」や「登録銘柄」、

「値上がり率」などのカテゴリを選択し、右のリストボックス

では登録銘柄に登録してあるリストや東証１部などの市場の

グループを選択します。

カテゴリもしくはカテゴリとグループを選択することで、

下にあるボタン群に銘柄が表示されます。

カテゴリにより右のリストボックスからグループを選択します

（3）銘柄情報エリア

銘柄情報を表示します。該当銘柄の現在値や前日比、出来高などのティック情報が表示されます。エリア右には直接「登録

銘柄」に銘柄を登録できる「銘柄登録」ボタンが配置されています。

（1）銘柄検索

銘柄名か銘柄コードを入力し、Enterキーもしくは［検索］

ボタンを押すと、「個別銘柄」画面に該当銘柄の情報が表示

されます。

銘柄名を入力した場合、複数の候補があると銘柄検索ポップアッ

プが表示されます。該当の銘柄を選んで［OK］ボタンを押してく

ださい。

銘柄登録ボタン

銘柄情報エリアの上にあるボタン群が変化します。10件以上の場

合は左右にある［＜＜］ボタンと［＞＞］ボタンで銘柄ごとにス

クロールします。
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（7）クォート・チャート・ニュース・信用

該当銘柄の「クォート」、「チャート」、「ニュース」、「信用」

の情報が表示されます。2画面表示により、別々の内容を表

示することも可能です。

（6）企業情報表示

企業情報を表示します。選択できる項目は、会社四季報の

企業概要、財務状況、資本異動、及びコーポレートアクショ

ン、株主優待、評価レポートです。プルダウンリストから表

示したい情報を選択し［表示］ボタンをクリックしてくださ

い。該当の内容がポップアップで表示されます。

より詳しい会社情報がほしいときには、プルダウンリストから項

目を選んで、［表示］ボタンを押します。

クリックで表示

プルダウン

で選択

（4）市場切り替え

銘柄が複数の市場に上場されている場合に選択します。

「＊」の付いている市場が優先市場となります。

（5）当日の歩み値

当日の取引時間中の約定値とその出来高が、時刻順にリア

ルタイム表示されます。

複数の市場に上場している銘柄の場合、ここで

市場を選択します。ちなみに「東」は東証、

「大」は大証の意味です。

最新の情報は一番上

に表示されます。右

にあるスクロールバー

を動かすことで１日

分の情報を確認でき

ます。

企業情報表示の左にあるプルダウンより表示する画面数を選択し

ます。

1画面表示

2画面表示
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●クォート

該当銘柄の株価情報等が表示されています。現在値、前日

比、出来高をはじめ、前場、後場の始値、高値、安値、終

値などもリアルタイムに更新されます。また、最新の信用貸

借残高も確認できます。隠れている内容を見たいときにはス

クロールバーをスライドして表示してください。

●チャート

該当銘柄の株価チャートを表示します。グラフのスパンは1

日、2日、3日、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年から選択でき、足

も、1日、2日、3日の場合ならティック足、1分足、5分足、

15分足、1時間足から選べるので、目的の株価推移を一目で

判断することができます。

●ニュース

該当銘柄に関連するニュースが時系列で表示されます。ヘ

ッドラインを見て本文を読みたい場合には［本文］ボタンを

押すと、「News本文」ポップアップにニュースの本文が表示さ

れます。また、右端にあるクリップボタンを押すと、「マイニ

ュース」ページのクリップニュースに保存されます。

●信用

日証金・大証金の貸借取引残高を表示します。信用買残

や信用売残が一目で分かります。なおこの情報は自動更新さ

れません。

該当銘柄の情報を表示するエリアです。「クォート」「チャート」「ニュース」「信用」に分かれており、タブをクリックすると

その情報を表示します。

■ 銘柄情報の詳細



「登録銘柄」画面は、銘柄を一覧表示する画面です。注目している銘柄、株価の動きが気になる銘柄などを登録しておけば、

必要な情報を一覧画面で素早くチェックできます。また、2行/1行表示形式を選択している場合は、「登録銘柄」画面内に取引ス

ライドイン画面を表示しておくこともできるので、登録銘柄の一覧リストから銘柄を選択して直接、発注操作に移ることが可能

です。

2-3 登録銘柄
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「登録銘柄」画面では、左上の［2行表示］～［タイル大］の各ボタンで表示形式を切り替えることができます。ここでは、2

行表示の画面各部を解説します。

（1）表示形式の切り替え

「登録銘柄」画面の表示形式を切り替えます。

（2）フォルダの切り替え

登録銘柄はフォルダごとに管理されています。ここでは、

そのフォルダを切り替えます。各ボタンにフォルダ名が表示

され、クリックすれば、そのフォルダ内の登録銘柄が表示さ

れます。なお、すべてのフォルダを表示できない場合は、右

端の［▼］ボタンでフォルダを一覧表示して選択できます。

（3）銘柄情報

各銘柄の情報が表示されます。選択した表示形式によって、

表示される情報は変化します。なお、「2行表示」と「1行表

示」の画面では、見出し部分の「銘柄」「市場」「現在値」な

どをダブルクリックすることで、その見出しのデータをキー

として、銘柄を並べ替えることができます。

（4）登録順に並び替え

「2行表示」および「1行表示」を選択した場合に表示され

ます。クリックすると、登録した順番に並べ替えられます。

■「登録銘柄」画面

（1）表示形式の切り替え

（2）フォルダの切り替え

（4）登録順に並び替え

合計欄が表

示されます

銘柄を追加します

複数銘柄の登録、編集、

削除などを行います

取引スライド

インの表示/非

表示を切り替

えます

選択した銘柄

の取引を行う

ことができま

（3）銘柄情報
ニュース、アラート、

リーチサインの表示



「登録銘柄」画面は、2行/1行表示、コンビ、タイル小/大の表示形式の中から用途に合わせて選ぶことができます。ここでは、

各表示形式の特徴をまとめておきます。

●2行/1行表示

銘柄を一覧リストで表示します。見出しの「銘柄」「市場」「現在値」などをダブルクリックすれば、その項目の昇順または降

順に銘柄を並べ替えることができます。登録順に戻すには、［登録順に並び替え］ボタンをクリックします。

■「登録銘柄」画面の表示形式
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2行表示・1行表示形式では、表示する項目を選択することができます。画面上で右クリックすると表示されるポップアップメ

ニューから選択します。

2行表示・1行表示での列表示設定

「列表示/非表示」画面での設定は、「登録銘柄」画面以外に次の画面でも行えます。

・「ホーム」画面の主要指標

・「保有証券」画面の2行表示・1行表示

・「注文一覧・準備」画面の2行表示・1行表示

・「マーケット情報」画面の「ランキング」「東証33業種」「各種一覧」

「列表示/非表示」

画面を表示します

変更した設定を元

に戻します

チェックボックスにチェック

を付けると表示、チェック

を外すと非表示になります

ここをクリックすると画面が

閉じて設定が反映されます

すべての項目のチ

ェックを付けます

すべての項目にチ

ェックを外します

変更したチェックを「列表示

/非表示」画面を表示したと

きの状態に戻します
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●コンビ

●タイル小/タイル大

準備注文（P101）を設定していた銘柄をタイル小・大表示形式

で表示した場合、気配値に準備注文マークが表示されます。これ

をダブルクリックすることによって取引ポップアップ（簡易）が

表示され、発注に移ることができます。

タイル小・大表示での準備注文マークと取引ポップアップ（簡易）

気配値、歩み値、チャート、ニュースの各タブを横に

並べて表示した形式です。

画面をタイル分割して複数の銘柄を表示します。クォ

ート、気配値、歩み値、チャート、ニュース、信用をタ

ブで切り替えて表示できます。

また、気配値の数量をダブルクリックすると取引ポップアップ

（簡易）が表示されます。その際、買い板の数量をダブルクリッ

クすると買い注文、売り板をダブルクリックすると売り注文の状

態で画面が表示されますので、すばやく発注操作に入れます。



「登録銘柄」画面では、新たに銘柄を追加したり、登録済みの銘柄を移動･削除することができます。ここでは、「登録銘柄」

画面での代表的な操作を解説します。

（3）「フォルダ編集」画面が表示されたら、「フォルダ名」に

「ユーザー01」と入力して［OK］ボタンをクリックします

（4）確認のメッセージが表示されたら［OK］ボタンをクリッ

クします

■「登録銘柄」画面での操作
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●新しいフォルダを作る

「登録銘柄」画面では、フォルダに銘柄を登録します。銘柄を登録するときにフォルダを作ることもできますが、あらかじめフ

ォルダを作っておくこともできます。ここでは、「ユーザー01」という名前のフォルダを作る例を解説します。

（2）「登録銘柄編集」画面が表示されたら、［新規リスト作成］

ボタンをクリックします

（1）画面右上の［登録銘柄編集］ボタンをクリックします
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（5）「登録銘柄編集」画面に戻ると、フォルダ一覧に「ユーザー01」

と表示されます。なお、このフォルダにはまだ銘柄を登録していな

いので、末尾には「0」と表示されています。［閉じる］ボタンをク

リックして画面を閉じます

●作ったフォルダに銘柄を追加する

フォルダを作成したら、つぎに新しい銘柄を登録しましょう。ここでは、先に作った「ユーザー01」フォルダに銘柄を登録す

る操作を解説します。

（1）画面右上の［銘柄追加］ボタンをクリックします

（2）「銘柄検索」画面が表示されたら、「銘柄 or コード」に

銘柄名かコードを入力して［検索］ボタンをクリックします

ユーザー01という名前で新しい

フォルダが作成されました

ここの数値が登録銘柄数。今

回はフォルダを作成しただけな

ので件数は0になっています



（3）銘柄が検索されたら、登録したい銘柄を選択し、｢グル

ープ｣で登録先のフォルダとして「ユーザー01」を選択して

［登録］ボタンをクリックします。このとき、［Ctrl］キーを

押しながら銘柄をクリックして複数を選択してから［登録］

ボタンをクリックすれば、複数の銘柄を一度に登録できます。

また、［新規フォルダ］ボタンをクリックすれば、その場で新

しいフォルダ（グループ）を作ることもできます

（4）確認のメッセージが表示されたら［OK］ボタンをクリッ

クし、続けて［閉じる］ボタンをクリックして［銘柄検索］

画面を閉じます

（5）以上で、画面上部の［ユーザー01］ボタンをクリックし

て「ユーザー01」フォルダに切り替えると、登録した銘柄の

情報が表示されるようになります
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フォルダに銘柄が登録されます

登録した個々の銘柄には、それぞれ全角100文字

以内でメモを付けることができます。「登録銘柄編

集」画面で銘柄を選択し、「シミュレーション情報

の入力」にチェックを入れて一番下の「メモ」に記

入します。

記入したメモは、2行/1行表示の画面で該当銘柄

銘柄にメモを付け加えよう

登録銘柄に対して最大全角100文字

までコメントを入力できます
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●作成したフォルダや登録した銘柄を削除する

作成したフォルダや各フォルダに登録した銘柄はいつでも削除できます。なお、フォルダを削除すると、フォルダ内に登録さ

れている銘柄もすべて削除されるので注意してください。

（3）確認のメッセージが表示されたら［OK］ボタンをクリッ

クします

（1）画面右上の［登録銘柄編集］ボタンをクリックして、

「登録銘柄編集」画面を表示します

（2）フォルダを削除する場合は、フォルダを選択して［削除］

ボタンをクリックします。銘柄を削除する場合は、フォルダ

の下にある銘柄を表示･選択して［削除］ボタンをクリックし

ます

削除したいフォルダま

たは銘柄を選択

（4）削除されたら［閉じる］ボタンをクリックして｢登録銘柄

編集｣画面を閉じます
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●登録した銘柄を別のフォルダに移動する

登録した銘柄を別のフォルダに移動することもできます。登録済みの銘柄を新たに分類したり、注目しておきたい銘柄だけを

特定のフォルダに集めたいときに便利です。

（3）「移動先フォルダ」画面が表示されるので、［▼］ボタン

をクリックして移動先のフォルダを指定し、［OK］ボタンをク

リックします

（1）画面右上の［登録銘柄編集］ボタンをクリックして、

｢登録銘柄編集」画面を表示します

（2）フォルダをクリックしてフォルダ内に登録されている銘

柄を表示したら、移動したい銘柄を選択して［フォルダ移動］

ボタンをクリックします

移動したい銘柄を選択

（4）確認のメッセージが表示されたら［OK］ボタンをクリッ

ク
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登録銘柄の移動はドラッグ&ドロップでも行えます。移動したい銘柄を移動

先フォルダにドラッグ&ドロップするだけで完了です。

また同様に、フォルダの順番の入れ替えも可能です。フォルダをリスト内の

移動したい位置にドラッグ&ドロップすることによって、フォルダの並べ替えが

行えます。

ドラッグ&ドロップを使った
銘柄・フォルダの移動

（5）｢登録銘柄編集｣画面で［閉じる］ボタンをクリックしま

す

●CSVファイルのエクスポート/インポート

登録銘柄の一覧は、フォルダ単位でCSVファイルにエクスポート/インポートできます。オフィスと自宅のパソコンにそれぞれ

HYPER SBIをインストールして利用する場合、オフィスで登録した銘柄をCSVファイルにエクスポートし、自宅のパソコンでイン

ポートすれば、オフィスと自宅で同じ登録銘柄を利用することができます。登録銘柄の一覧をインポートする手順は次のとおり

です。

（1）画面右上の［登録銘柄編集］ボタンをクリックして、

「登録銘柄編集」画面を表示します

（2）［CSVインポート］ボタンをクリックします
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（3）「ファイルを開く｣画面が表示されるので、CSVファイルを

選択して［開く］ボタンをクリックします

（4）「フォルダ編集」画面が表示されるので、フォルダ名を設

定して［OK］ボタンをクリックします

（5）確認のメッセージが表示されたら、［OK］ボタンをクリッ

クします。それから［閉じる］ボタンをクリックして「登録

銘柄編集」画面を閉じます

ファイルのエクスポートはインポートとは逆の手順で行います。「登録銘柄編集」画面でフォルダを選択し、［CSVエク

スポート］ボタンをクリックすると「名前を付けて保存」画面が表示されるので、保存先のフォルダとファイル名を指

定します。

ファイルのエクスポート

ファイル名を入力
［CSVエクスポート］

ボタンをクリック

［保存］ボタン

をクリック



保有銘柄の情報をさまざまな形式で表示するのが「保有証券」画面です。保有銘柄の評価損益等をチェックするとき便利です。

「保有証券」画面では、左上の［2行表示］～［タイル大］の各ボタンをクリックして表示形式を切り替えます。また、現物/

信用建玉の銘柄を個別に表示したり、同じ銘柄の情報をまとめて一括表示することもできます。

（1）表示形式の切り替え

［2行表示］～［タイル大］の各ボタンで表示形式を切り替

えます。

（2）表示対象の選択

表示対象を選択します。信用口座をお持ちのお客様のみ表

示されます。［全て］ボタンをクリックすると現物/信用建玉

の銘柄が同時に表示され、［現物］ボタンをクリックすると現

物銘柄だけ、［信用］ボタンをクリックすると信用建玉だけが

表示されます。

（3）ニュースアイコン/アラートアイコン

銘柄に関する新着ニュースおよびアラートがある場合は、

先頭にアイコンが表示されます。ニュースアイコンをクリッ

クするとニュースポップアップが表示されます。アラートア

イコンは、未達成の場合はグレーで表示され、クリックする

とアラート設定画面が表示されます。達成アラートはカラー

表示となり、クリックするとアラートポップアップが表示さ

れます。

■「保有証券」画面

2-4 保有証券
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（3）ニュースアイコ

ン/アラートアイコ

（4）銘柄情報

（6）合計表示

（2）表示対象の選択 （5）一括表示/個別表示の切り替え （7）取引画面の表示/非表

（8）取引画面

（1）表示形式の切り替え



「保有証券」画面では、2行/1行表示、コンビ、タイル小/大の中から用途に合わせて選ぶことができます。ここでは、各表示

形式の特徴をまとめておきます。

■「保有証券」画面の表示形式
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●2行表示

取得単価と現在値、買付金額と評価額などを2行に分けて

上下に表示します。一度に表示できる銘柄数は少なくなりま

すが、1つの銘柄の情報を一度にできるだけ多く表示したいと

き便利な表示形式です。

●1行表示

より多くの銘柄情報を1画面でまとめてチェックしたい場合

に適した表示形式です。表示される項目は2行表示と共通で

す。

●コンビ

各銘柄の気配値、歩み値、チャートなどを横に並べて表示

した形式です。同一銘柄・同一市場で集約され、銘柄コード

順に表示されます。

●タイル小/タイル大

画面をタイル分割して複数の銘柄の情報を表示します。ク

ォート、気配値、歩み値、チャート、ニュース、信用をタブ

で切り替えて表示できます。同一銘柄・同一市場で集約され、

銘柄コード順に表示されます。



「保有証券」画面では、銘柄の情報をさまざまな形式で表示できます。表示形式を切り替えることで、保有している銘柄に関

する重要な情報を見つけやすくなります。

2行表示/1行表示では、現物保有銘柄および信用建玉銘柄

の各画面右上には、［個別表示］ボタンと［一括表示］ボタ

ンが用意されています。［個別表示］ボタンをクリックした場

合は、個別の取引ごとに銘柄情報が表示されます。したがっ

て、異なる日に同じ銘柄を買い付けた場合は、別々の情報と

して表示されます。

一方、［一括表示］ボタンをクリックした場合は、同じ預

り区分（特定/一般）および銘柄で情報をまとめ、合算して

表示します。たとえば、異なる日に特定口座で銘柄Ａを買い

付けた場合、「一括表示」では1つにまとめて表示されます。

■「保有証券」画面での操作
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●個別表示と一括表示を切り替える

「保有証券」画面の2行表示/1行表示で

は、「買付日」「保有株数」「返済期日」

などの見出し部分をダブルクリックするこ

とで、その見出しの情報をキーにデータを

並べ替えることができます。特定の情報

に注目して、保有証券をウォッチしたい

とき便利です。

●保有株数や返済期日などの情報をキーにデータを並べ替える

「保有証券」画面の2行表示/1行表示に

表示される「買付日」「保有株数」「返済

期日」などの見出し部分は、左右にドラ

ッグ＆ドロップして表示順序を変更する

ことができます。注目しておきたい情報を

左側に移動して、常に表示させておくと

便利です。

●表示項目の順番を入れ替える

［評価額］をダブルクリックす

ると、評価額の高い順番に並び

替わり、もう一度ダブルクリッ

クすると、低い順番に並び替わ

ります。

見出し部分を左右にドラッグ＆

ドロップすることで、表示する

情報の順番を変更できます。


