
「注文一覧･準備」画面では、約定済み注文や未約定注文などを一覧表示し、現在の注文状況を確認できます。未約定注文一

覧の画面では、取引画面を表示して注文を取り消したり訂正することもできます。

「注文一覧･準備」画面では、左上のボタンで、未約定注文のみ表示する「未約定注文一覧」、設定済みのすべての準備注文を

確認できる「準備注文一覧」、発注済みのすべての注文状況を一覧できる「注文照会」、当日の約定済み注文のみ表示する「当

日約定一覧」の4つの一覧画面を切り替えて表示できます。

（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。「未約定注文一覧」「準備注文一覧」を選択している

場合はすべての表示形式が選択できます。「注文照会」「当日

約定一覧」選択時は、「2行表示」「1行表示」から選択できま

す。

（2）一覧画面の切り替え

［未約定注文一覧］～［当日約定一覧］の各ボタンで表示

する一覧の内容を切り替えます。

（3）注文銘柄の一覧

［未約定注文一覧］～［当日約定一覧］の各ボタンに対応

した一覧が表示されます。

（4）取引画面の表示/非表示

取引画面の表示/非表示を切り替えます。「未約定注文一覧」

と「準備注文一覧」で、2行表示または1行表示を選択してい

るときだけ表示されます。

（5）取引画面

選択した銘柄の取引を行えます。注文の取消や訂正を素早

く実行することができます。取引画面は「未約定注文一覧」

と「準備注文一覧」で2行表示または1行表示を選択している

ときだけ表示可能です。

■「注文一覧・準備」画面

2-5 注文一覧･準備
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（1）表示形式切り替え （2）一覧画面の切り替え （3）注文銘柄の一覧 （4）取引画面の表示/非表 （5）取引画面



［未約定注文一覧］～［当日約定一覧］の各ボタンで表示される各一覧画面の特徴は次のとおりです。

●未約定注文一覧

注文期間内の全注文のうち、

まだ約定していない注文だけが一

覧表示されます。注文状況の確

認とともに、注文の取消･訂正も

この画面から行えます。

「注文状況」欄には各注文のス

テータス（「注文中」「訂正中」

「取消中」等）が表示され、気配

値の範囲内にあって約定の可能性

が高い注文は、その度合いを3段

階のカラーの濃淡で示すリーチサ

インも表示されます。また、現在

値、気配値/数量などの株価デー

タはリアルタイムに自動更新され

ますので、値動きを確認しながら

の注文の取消･訂正の判断ができ

ます。

各画面へはこのボタンを押してジャンプします。

■ 各一覧画面の特徴
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注文一覧画面の一覧リストで

は、通常、注文の並び順は注文を

出した順になっています。そのた

め、同じ銘柄でも複数回の注文を

繰り返すとばらばらに表示されて

しまい分かりづらくなります。そ

のような場合には、銘柄コードで

並べ替えることができます。

一覧リストの一番上にある項目

部分の「銘柄」をダブルクリック

すると、銘柄コード順で並べ替え

られます。1回のダブルクリックで

昇順、もう一回ダブルクリックす

ると降順表示になります。「銘柄」

のほか、「注文番号」「注文状況」

など、ほかの項目でも並べ替える

ことができます。

銘柄の並べ替え
標準 昇順 降順

リーチサインとステータスが表示されます。リーチサイ

ンのカラーは注文単位で決定されるため、同一銘柄で複

数の注文を出している場合も、注文の管理が容易です。

現在注文中の

銘柄一覧です

売買の種類を

表示します

注文日と注文期間

が表示されています



●準備注文一覧

設定している全銘柄の準備注

文を確認できます。準備注文の発

注・削除・変更保存の各操作が

可能です。なお、準備注文は注

文期間が過ぎても自動的には一覧

から削除されず、削除操作をしな

い限り「当日中」のまま設定が継

続されます。
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●注文照会

注文期間内にあるすべての注文

の注文状況、約定状況を一覧表

示します。なお、約定･未約定に

かかわらず、当日限りの注文およ

び注文期間がその日までとなって

いた注文（一部出来となった注文

も含む）は、翌日になると一覧か

ら削除されます。

●当日約定一覧

現時点で確定しているその日の

約定分が表示されます。約定株

数、平均約定単価、手数料･諸経

費、課税額･譲渡益税、受渡金

額･決済損益といった明細（概算

金額）も確認できます。また、建

玉の返済注文で現引･現渡を選択

した約定分については別枠でリス

トされます。

なお、注文照会画面と当日約

定一覧画面は、情報が自動更新

されないので、最新の情報を表示

するには［最新の情報に更新］ボ

タンをクリックします。

現在準備中の注文

を一覧表示します

準備注文の場合、注文期間

は「当日中」のみとなります

ここを見ると注文の状

態が一目で分かります

アラート取引の場

合、アラートマー

クが表示されます



「注文一覧･準備」画面では、［2行表示］～［タイル大］の各ボタンで表示形式を切り替えられます。ただし、表示する一覧

画面によって、選択できる表示形式は異なります。「未約定注文一覧」「準備注文一覧」を選択している場合はすべての表示形

式が選択できますが、「注文照会」「当日約定一覧」選択時は、「2行表示」「1行表示」の2つだけを選択できます。ここでは、

「未約定注文一覧」を例にし、各表示形式の特徴を解説します。

■「注文一覧･準備」画面の表示形式
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（1）2行表示

各注文の情報を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。

（2）1行表示

より多くの注文情報を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。

※クォート以降のボタンはタイル表示を選択し

たときに表示されます。

未約定注文一覧画面では、一覧リストから注文を個別に取り消すことができますが、注文をすべて取り消したい場合

には、画面左下にある［全ての注文を一括取消］ボタンをクリックします。すると「訂正中」の注文も含めて未約定の

注文がすべて取り消されます。必要な注文もすべて取り消されてしまう可能性もあるので、注意しながら利用してくだ

さい。なお、［全ての注文の一括取消］は、未約定注文一覧の2行表示・1行表示でのみ可能です。

注文をすべて取り消すには

表示形式 表示内容

（1）2行表示 （2）1行表示 （3）コンビ表示 （4）タイル表示
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タイル小

クォート

タイル大

（3）コンビ表示

注文した銘柄の気配値、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。

（4）タイル小/タイル大表示

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。また、［タイル

大］ボタンの横に［クォート］～［信用］ボタンが追

加され、クリックすると表示する情報を一括変更でき

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。

気配値

チャート ニュース

歩み値

信用



チャートを利用すると、銘柄や為替、各種指標のデータをさまざまな方法で表示できます。また、チャート上に分析線を書き

込んだり、レイアウトをカスタマイズすることもできます。

2-6 チャート

－48－

「チャート」画面には、個別銘柄の株価データなどをチャート表示する「個別チャート」と、複数銘柄・指標等のチャートを

同時に表示する「相対チャート」があります。ここでは、個別チャートと相対チャートに共通する画面各部の機能･使い方を解

説します。

（1）個別チャート･相対チャートの切り替え

個別チャートと相対チャートは、タブをクリックして切り

替えます。

（2）取引ポップアップ・個別銘柄画面の表示

銘柄名をクリックすると、取引ポップアップまたは「個別

銘柄」画面が表示されます。どちらを表示するかは「システ

ム設定」で設定できます。

（3）チャートの印刷

表示しているチャートを印刷するときは、［印刷］ボタンを

クリックします。

（4）指標・スタイルの表示・非表示

［指標・スタイル］ボタンをクリックすると、指標・スタイ

ルの表示・非表示を切り替えられます。

（5）チャートの拡大･縮小

表示しているチャートを拡大･縮小します。［＋］ボタンで

拡大、［－］ボタンで縮小します。

（6）ポインタ位置の詳細表示・非表示

チャートの任意の位置にマウスポインタを合わせると、そ

の位置の詳細な数値データが表示されます。詳細表示を消す

には、このボタンをクリックします。もう一度クリックする

と表示されます。

■「チャート」画面

（1）個別チャート・相対チャートの切り替え

（7）分析線の描画

（2）取引ポップアップ・

個別銘柄画面の表示 （3）チャートの印刷 （4）指標・スタイルの表示・非表示

（6）ポインタ位置の

詳細表示・非表示

（5）チャートの拡大･縮小
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（7）分析線の描画

チャート上にさまざまな分析線を書き込むことができます。

◆Select

描画した分析線を選択し、ドラッグで移動します。

◆Fibonacci Arc

フィボナッチアーク。加速/抵抗ペン（Speed/Resi

stance Arc）でFibonacci理論を適用した補助道具

です。

◆Delete All

描画した分析線をすべて消去します。

◆Horizontal Line

水平線（価格線）。特定地点でのY値を表示します。

◆Vertical Line

垂直線（時間線）。ある位置での日付と値を表示し

ます。棒チャートの場合は、日付、始値、高値、安

値、終値を示し、指標チャートの場合は日付と該当

指標の値を表示します。

◆Cross Line

十字線。垂直/水平線の交差点を利用して特定の地

点のY値を表示し、その地点の日付及び指標値を表

現します。

◆Line

趨勢線。現在の株価趨勢を把握して現在趨勢がどの

位続くかを予測します。趨勢の転換点（上昇から下

落、下落から上昇）を捕捉するのに役に立つ補助チ

ャートです。

◆Fan

加速抵抗。フィボナッチ値打ち代わりに加速抵抗

値打ちを使って分析ラインを描きます。

◆Arc

加速抵抗号。フィボナッチ値打ち代わりに加速抵

抗値打ちを使って号を描きます。

◆Fibonacci Fan

フィボナッチファン。加速/抵抗ペン（Speed/Resi

stance Fan）でFibonacci理論を適用した補助道具

です。

◆Fibonacci Retracement

フィボナッチ値打ちにあたる間隔位で線を描いてく

れる補助道具です。

◆Fibonacci Time Zones

ピボ時間帯 （フィボナッチライン）。「フィボナッチ

級数によって時間軸を分ければこのような複数の垂

直線付近で重要な株価の変動が起きる」という根拠

によって作成する補助チャートです。

◆Gann Line

ギャンライン。価格と時間との関係を時間当り価格

の変化が45度を維持上昇または下落するように描く

補助道具です。

◆Gann Fan

ギャンファン。価格と時間との関係を時間当り価格

の変化が45度を維持上昇または下落するように描く

補助道具です。

◆Linear Regression

近似直線。指定した二点間にある株価の回帰直線を

引きます。

◆Trione Levels

自動三等分線。与えられた期間内で一番高い価格と

一番低い価格を3等分して水平線で分ける補助道具

です。期間内の一番高い価格、一番低い価格、平均

価格をひと目で見ることができます。

◆Quadrant Lines

自動四等分線。与えられた期間内で一番高い価格と

一番低い価格を4等分して水平線で分ける補助道具

です。期間内の一番高い価格、一番低い価格、平均

価格をひと目で見ることができます。

◆Time Cycle

「特定の周期によって値打ちが動く」という仮説のも

と、時間の与える影響を見せてくれる分析道具です。

◆Andrews Pitchfork

アンドリューピッチフォーク。株価に対する支持、

抵抗線を現わす分析道具です。
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個別チャートでは、個別の銘柄、主要な株価指標、為替、先物のチャートを表示できます。銘柄を指定して［描画］ボタン

をクリックすると、上に株価チャート、下に出来高が表示されます。また、移動平均線やボリンジャー･バンドなどの分析指標を

複数指定して表示したり、分析線を書き込むことができます。

●個別チャートの画面

■ 個別チャート

（3）レイアウト･

分析線の保存

（2）描画する

指標の選択

（5）保有銘柄･登録銘柄などのチャート表示

（1）描画する銘柄、指標、為替と描画期間などの設定

「銘柄検索」画面で銘柄を検索できます。

描画するチャートを「銘柄」「指標」「為替」「先物」から

選択します。「銘柄」を指定した場合は、［▼］ボタンをクリ

ックして検索履歴リストから銘柄を選択するか、「銘柄検索」

を選択すると表示される「銘柄検索」画面で、銘柄またはコ

ードを指定して銘柄を検索します。また、検索の入力ボック

スの下にあるプルダウンメニューから保有銘柄や各種ランキ

ングの銘柄を選択可能です。

「指標」を選択した場合は［▼］ボタンで「日経平均」や

「TOPIX」などを選択できるようになり、「為替」を選択した場

合は［▼］ボタンで「米ドル」や「ユーロ」などを選択でき

るようになり、「先物」を選択した場合は「日経平均先物」

や「TOPIX」から限月を選択して表示できます。

また、表示足（1時間足/日足/週足など）や、描画する期

間を指定することもできます。

（4）チャートのスタイル選択

（1）描画する銘柄、指標、

為替と描画期間などの設定
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チャート表示できる指標

価格指標

エンベロープ

一目均衡表

ボリンジャー・バンド

パラボリック

ピボット

期間有用性指標

DPO

サイコロジカルライン

テクニカル指標

単純移動平均

指数移動平均

加重移動平均

MACD

MACDオシレータ

モメンタム指標

AB Ratio

A/D

ADX:アベレージディレクショナルムーブメント

乖離度

CCI:コモディティ・チャネル・インデックス

DMI:ディレクショナル・ムーブメント・インデックス

MI:MassIndex

モメンタム

OSCP:Price Oscillator

ROC:Rate of Change

RSI:リラティブ・ストレングス・インデックス

ストキャスティック（ファースト）

ストキャスティック（スロー）

ソナー

ウィリアムズ%R

変動性指標

ATR:Average True Range

標準偏差

VHF:Vertical Horizontal Filter

出来高指標

出来高移動平均

EMV

MFI

NVI:Negative Volume Index

OBV:オンーバランス・ボリューム

OSCV:Volume Oscillator

PVI:Positive Volume Index

PVT:Price Volume Trend

ボリューム・レシオ

VROC:Volume Rate of Change

（2）描画する指標の選択

一覧リスト中の描画したい指標をクリックしてチェックを

付けると、その指標がチャートに表示されます。［設定］ボタ

ンをクリックすると指標設定画面が表示できます。

指標設定画面では「一般設定」にて陽線/陰線/文字色/背

景色の表示色を変更できます。また各指標ごとでは変数を設

定したり、表示色を変更できます。

［設定］ボタンをクリックすると表示される画面。各指標ごとに変数、

表示色を設定できます。
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（4）チャートのスタイル選択

「スタイル」タブに切り替えると、チャートのスタイルを選

択できます。選択できるのは、「ローソク足」「三本足」「ラ

インチャート」「P&F」「逆時計曲線」「新値足（三本）」「価格

帯別出来高チャート」です。

「スタイル」タブ。チャート

のスタイルを選択できます。

（5）保有銘柄･登録銘柄などのチャート表示

プルダウンリストから登録銘柄または保有銘柄を選べば、

すぐにチャート表示できます。

（3）レイアウト･分析線の保存

チャートで設定したレイアウト、描画した分析線に名前を

付けて保存できます。［レイアウト］では、「指標」「指標の

位置」「指標の設定値」を保存できます。［分析線］では、

「銘柄コード」「市場」「スタイル」「期間」「分析線」を保存

できます。

レイアウトを保存するには、「レイアウト」の［保存］ボタン

をクリックして「保存」画面を開きます。［新規］をチェック

し、レイアウト名を入力して［保存］ボタンをクリックして

ください。保存したレイアウトは、「レイアウト」の［▼］ボ

タンをクリックすると、すぐに選択できます。

保存したレイアウトを削除するには、［編集］ボタンをクリ

ックして「編集」画面を開きます。保存したレイアウトが一

覧表示されるので、選択して［削除］ボタンをクリックすれ

ば削除できます。

なお、［分析線］でも、まったく同じ操作で分析線の保存･

削除ができます。

［保存］ボタンをクリックすると表示される「保存」画面。

［新規］を選択し、名前を入力して［保存］ボタンをクリッ

クします。

［編集］ボタンをクリックすると表示される「編集」画面。

保存したレイアウトを選択し、名前を変更して［編集］ボタ

ンをクリックすれば名前を変更できます。［削除］ボタンをク

リックすると削除できます。



●相対チャートの画面

相対チャートは、複数の銘柄、指標などを同時に表示できます。同じ期間に複数の銘柄がどのように変化したかを比較したり、

特定の銘柄と日経平均やTOPIXのチャートを並べて比較したいときなどに便利です。

■ 相対チャート

－53－

（1）軸となる銘柄、指標、為替の設定

軸となるチャートを指定します。種類は「銘柄」「指標」

「為替」で指定し、日足や週足などの種類、期間を指定して

［描画］ボタンをクリックします。

（2）比較する銘柄、指標、為替の設定

比較するチャートを2つまで設定できます。「銘柄」「指標」

「為替」を指定し、リストから表示するチャートを選択したあ

と、［描画］ボタンをクリックします。

（4）登録チャート

保存した相対チャートの名前が表示されます。プルダウン

リストから選択すると、その相対チャートが表示されます。

「保存」画面で「新規」を選

択して名前を入力し、［保存］

ボタンをクリックします。

（1）軸となる銘柄、

指標、為替の設定

（2）比較する銘柄、

指標、為替の設定

（3）相対チャート

の保存･編集

（4）登録チャート

（3）相対チャートの保存･編集

表示している相対チャートに名前を付けて保存できます。

保存できるのは、銘柄、市場、期間です。チャートが表示さ

れている状態で［保存］ボタンをクリックして「保存」画面

を開いたら、「新規」を選択し、名前を入力して［保存］ボ

タンをクリックしてください。

軸と比較の対象はそれぞれ銘柄、指標、為替の選択で表示が変

化します。



●個別チャートで特定の銘柄の動きを分析する

個別チャートは、特定の銘柄・指標・為替・先物のチャートを分析したいとき利用します。表示するチャートの種類や期間を

設定し、必要に応じて分析線を書き込むなどして動きをチェックします。ここでは、特定の銘柄のチャートを表示し、分析する

操作例を解説します。

（2）「銘柄検索」画面が表示されるので、「銘柄 or コード」

に調べたい銘柄名または銘柄コードを入力して［検索］ボタ

ンをクリックします

－54－

「チャート」画面では、さまざまなチャートを表示し、分析することができます。ここでは、個別チャートと相対チャートでの、

代表的な操作手順を解説します。

■ チャートの活用

（1）「チャート」画面の個別チャートを表示したら、「銘柄」

を選択し、［▼］ボタンをクリックして「銘柄検索」を選択

します。なお、［▼］ボタンをクリックすると、以前に表示し

た銘柄が表示され、すぐに選択することができます



－55－

（5）「足種類」、「描画期間」などを変更することもできます。

変更した場合は、変更した後で［描画］ボタンをクリックし

てください。なお、描画期間で「カスタム」を選択した場合

は、チャートの開始日時と終了日時を個々に設定できます

（4）現在の設定でチャートが表示されます

（3）銘柄名を入力した場合は、入力した文字を含む銘柄が一

覧表示されます。表示したい銘柄を一覧から選択し、［OK］

ボタンをクリックします



－56－

（9）他の分析線もマウスのクリックやドラッグで同様にして

描くことができます。なお、描いた分析線は、［Select］ボタ

ンをクリックしたあとでドラッグすれば、別の位置に移動す

ることができます

（8）次に、チャート上をクリックします。すると、クリック

した点を交点とする十字線が描かれます。あるいは、マウス

ボタンを押し下げたままドラッグして十字線の位置を決めた

後、マウスボタンを離しても十字線が描けます

（7）チャートには分析線を書き込むこともできます。たとえ

ば十字のクロスラインを描くなら、［Cross Line］のボタンを

クリックします

（6）指標を追加する場合は、指標の一覧から追加したい指標

をクリックしてください。クリックすると、すぐに指標のチ

ャートが表示されます



－57－

●相対チャートで複数の銘柄、指標の動きを分析する

相対チャートは、複数の銘柄、指標・為替などのチャートを同時に表示し、その関係性に着目して分析したいとき便利です。

ここでは、「トヨタ自動車（7203）」「日経平均」「対円米ドル」の3つのチャートを表示し、さらにこれらを登録チャートとして登

録する操作を解説します。

（2）「銘柄 or コード」に「トヨタ」と入力して［検索］ボ

タンをクリックします

（3）コード「7203」の「トヨタ自」を選択して［OK］ボタン

をクリックします

（1）「チャート」画面の相対チャートを表示したら、いちばん

上で「銘柄」を選択し、［▼］ボタンをクリックして「銘柄

検索」を選択します



－58－

（6）3番目の設定欄で「為替」と「対円」を選択し、［▼］ボ

タンをクリックして「米ドル」を選択します。選択すると、

すぐにチャートが描かれます

（4）トヨタ自動車の銘柄コードが設定されたら、表示足（1

時間足/日足/週足など）、期間を指定して［描画］ボタンを

クリックし、チャートを描画します

（5）2番目の設定欄で「指標」を選択し、［▼］ボタンをクリ

ックして「日経平均」を選択します。選択すると、すぐにチ

ャートが描かれます



－59－

描いた分折線を消すには［Delete All］ボタンを

クリックします。複数の分析線を描いている場合、

［Delete All］ボタンをクリックするとすべての分析

線が削除されます。不要な分析線だけを消すことは

できませんので、間違えて分析線を引いてしまった

場合には、いったんすべての分析線を消してから、

再度、分析線を描き直してください。

チャートに描いた分析線を削除するには

（9）登録チャートプルダウンリストに「ユーザー設定01」が

追加されます。他の銘柄や指標のチャートを表示していると

きでも、プルダウンリストから「ユーザー設定01」を選択す

れば、すぐに登録した銘柄･指標のチャートが表示されます

（8）「新規」を選択し、「ユーザー設定01」と入力して［保存］

ボタンをクリックします

（7）表示した3つのチャートを「ユーザー設定01」という名前

で保存してみましょう。［保存］ボタンをクリックして「保存」

画面を表示します



株価指標や為替の動きなど、市況をリアルタイムで表示するのが「マーケット情報」画面です。画面上部の［マーケットサマ

リー］～［各種一覧］の各ボタンで情報を切り替えることができます。また、「ランキング」と「東証33業種」、「各種一覧」か

らは、すぐに取引に移ることも可能です。ここでは、各ボタンで表示される画面について解説します。

「マーケット情報」画面で表示される情報をサマリーとして簡易表示する画面です。マーケット情報全体を把握したいとき便

利です。

●［詳細］ボタン

詳細を知りたいときは、各情報の［詳細］ボタンをクリッ

クすれば、詳細画面に切り替わります。

●［本文］ボタン

ニュースのサマリーの［本文］ボタンをクリックすると、

ウィンドウにニュース本文を表示できます。

■ マーケットサマリー

2-7 マーケット情報

－60－

画面右上にあるボタンで各マーケット情報へジャンプします。

主要指標

為替

ニュース

各種ランキング



国内市場と海外市場の主要な指標、市場別の売買データの最新データが一覧表示されます。

●国内指標

国内指標の一覧では、次の指標・指数それぞれの現在値、前日比、当日の始値・高値・安値、年初来の高値・安値が表示さ

れ、右側のウィンドウに各指数のチャートも表示されます。また、右下には海外指標のデータが簡易表示され、［詳細］ボタン

をクリックすれば、海外指標の画面に切り替えることができます。

■ 主要指標

－61－

表示される指標

・日経平均

・日経平均先物

・TOPIX

・JASDAQ平均

・マザーズ指数

・

・JASDAQ・G指数

JASDAQ指数

・JASDAQ・S指数

・Jストック

・長期国債先物

・東証1部単純平均

・東証1部大型株指数

・東証1部中型株指数

・東証1部小型株指数

・東証2部指数

・東証REIT指数

・大証修正平均

・大証2部修正平均

●海外指標

海外指標の画面では、次の指標・指数を表示できます。海外指標一覧の画面でも、右下には国内指標のデータが簡易表示さ

れ、［詳細］ボタンをクリックすれば、国内指標の画面に切り替えることができます。

表示される指標

・NYダウ

・NASDAQ

・英FTSETM100

・独DAX30

・香港ハンセン

・SGX日経平均先物

・フィラデルフィア半導体指数

・インターネット指数/AMEX

・CRB指数

・WTI原油先物

・金先物/COMEX

・銀先物/COMEX

・銅先物/COMEX



－62－

●市場概況

市場概況の画面では、東証1部/2部、大証1部 / /2部 JASDAQなどの市場別の売買データの一覧をそれぞれの出来高、売買代金、

時価総額などの情報を表示します。画面右では国内外の指標をチャートで表示することができます。

表示される市場

・東証１部

・東証２部

・大証１部

・大証２部

・JASDAQ

主要通貨の対円レート、対米ドルレート、クロスレートの一覧および関連ニュースとチャートを表示します。

■ 為替

●対円レート

対円レート表示項目

・米ドル

・ユーロ

・英ポンド

・豪ドル

・NZドル

・カナダドル

・南ア・ランド

・メキシコ・ペソ

・人民元

・スイスフラン

・香港ドル

・韓国ウォン

・シンガポールドル

・ロシアルーブル

・インドネシアルピア

・フィリピンペソ

・タイバーツ

・台湾ドル



－63－

●対米ドルレート

●クロスレート

対米ドルレート表示項目

・ユーロ

・英ポンド

・豪ドル

・NZドル

・カナダドル

・スイスフラン

・香港ドル

・韓国ウォン

・シンガポールドル

・インドネシアルピア

・マレーシアリンギ

・フィリピンペソ

・タイバーツ

・台湾ドル

クロスレート表示項目

・円

・米ドル

・ユーロ

・英ポンド

・豪ドル

・NZドル

・カナダドル

・南ア・ランド



市場別・業種別・SBI証券のランキング情報を表示します。市場別の騰落率・出来高などの上位銘柄、業種別の騰落率などを

一覧で確認できます。

■ ランキング１

－64－

取引画面の表示/非表（3）業種別ランキング （4）SBI証券ランキング（1）市場別ランキングランキングリス

（1）市場別ランキング

（2）取引アイコン/銘柄登録アイコン

市場別のランキングを表示します。ボタンを押すことで以

下のランキング内容を表示できます。

値上がり率 値下がり率 値上がり幅

値下がり幅 出来高上位 出来高急増

売買代金上位 売買代金急増

各ランキングともタブの切り替えにより市場別のランキン

グを表示します。なお、表示するランキングにより表示可能

な市場が変化します。

東証1部 東証2部 大証1部 大証2部

JASDAQ 名証 福証 札証

東証マザーズ 日経平均採用

（2）取引アイコン/銘柄登録アイコン

ランキングのリスト左部分には状況に応じてアイコンが表

示されます。黄色いアイコンの「取引アイコン」では「個別

銘柄」画面、「取引ポップアップ」、「取引ポップアップ（簡

易）」を選択して表示できます。クリックしたときにどの画面

を表示させるかは、クリックしたときに表示される「取引ア

イコンクリック設定」ポップアップで選ぶことができます。

ピンクのアイコンの「銘柄登録アイコン」では「登録銘柄」

の指定のフォルダに銘柄を登録できます。その際、「シミュレ

ーション情報」をつけることができます。

そのほか、アイコンにはニュースアイコンとギャップアイコ

ンが表示されます。ニュースアイコンはクリックすると「ニ

ュースポップアップ」画面が表示されます。

表示しているランキング上位の銘柄

を登録銘柄にまとめて登録します



（4）SBI証券ランキング

SBI証券における、「出来高上位」「売買代金上位」の2種類

のランキングを売りと買いに分けて表示します。それぞれ上

位30銘柄が表示されます。前引後と大引後の1日2回更新され

ます。

さまざまな株価ランキングが表示できる業種別ランキング画面。

－65－

（3）業種別ランキング

［業種別］ボタンをクリックすると業種ごとのランキングを

表示することができます。画面左側の業種一覧は、タブにあ

る株価指数の「値上がり率」「値上がり幅」、株価平均の「値

上がり率」「値上がり幅」のそれぞれで上位順に表示されま

す。

表示されている業種名をクリックすると、右側のウィンド

ウにその業種の銘柄一覧が表示されます。銘柄は銘柄コード

順に並んでいますが、一覧リストの「前日比」「出来高」な

どの項目をダブルクリックすれば、その項目の昇順（または

降順）に並べ替えることができます。なお、リストが複数ペ

ージにわたる場合は、右上の［ ］ボタンをクリックして次

のページを表示してください。
▲

SBI証券の取引高ランキングが表示されます。



東証33業種の各業種の銘柄をリストアップし、株価を表示します。左側に業種一覧が表示され、クリックすると、その業種に

分類されている銘柄一覧が右側に表示されます。なお、右上の［取引画面表示］ボタンをクリックして、「取引スライドイン」

画面を常に表示しておくこともできます。

■ 東証33業種

－66－

業種一覧 業種別の銘柄一覧 取引画面の表示/非表示 1画面の表示銘柄

数を指定します

信用と証金について各種ランキングを見ることができます。信用では、東証1部の「売残増」「買残増」「売残減」「買残減」、

東証1部と大証1部の「高倍率」「低倍率」、証金では、日証金（東証）、大証金の「融資残増」「融資残減」「貸株残増」「貸株残減」

「買申込」「売申込」が見られます。

■ ランキング2



－67－

Jストック一覧、株不足、逆日歩の一覧が表示できます。

（1）Jストック

ジャスダック証券取引所に上場されている銘柄のうち、主要

銘柄である「Jストック銘柄」の一覧を見ることができます。

（2）株不足

信用取引のうち、貸し株（借り株）が不足する状況である

「株不足」の銘柄一覧を、日本証券金融、大阪証券金融につ

いて見ることができます。

（3）逆
ぎゃく

日
ひ

歩
ぶ

株不足の銘柄について、空売りを行っている投資家が支払う

金利である「逆日歩」の一覧を、日本証券金融、大阪証券

金融について見ることができます。

■ 各種一覧

（1）Jストック

（2）株不足

（3）逆日歩

取引画面の表示/非表示



「ニュース」画面では、個別銘柄、市況等に関するニュースを表示します。左上のボタンで「マーケットニュース」と「マイニ

ュース」を切り替えることができます。「マーケットニュース」は配信されているすべてのニュースを表示する画面、「マイニュー

ス」はお客様側で任意に設定した銘柄やキーワードに関するニュースを表示する画面です。ここでは、「マーケットニュース」と

「マイニュース」の各画面を解説します。

「マーケットニュース」画面では、配信されているすべてのニュースを表示できます。

（1）キーワード検索

キーワードを入力して［検索］ボタ

ンをクリックすると、そのキーワード

でニュースタイトルを検索できます。

入力したキーワードのうち、直近の10

件までが記憶され、［▼］ボタンをク

リックすると一覧から選択できます。

（2）表示エリアの拡大

「本文を大きく表示」にチェックを

つけると、ヘッドラインが画面右側に

表示され、ニュース本文の表示エリア

が拡大されます。チェックをはずすと

もとに戻ります。

通常のニュース表示では、画面

上部にニュースタイトル、下の

ウィンドウにニュースの本文が

表示されます。

■「マーケットニュース」画面

2-8 ニュース

－68－

「本文を大きく表示」にチェッ

クをつけると、ニュースのタイ

トルを表示するエリアが取引画

面の場所に移り、ニュースの本

文を表示するエリアが広くなり

ます。長いニュースを一気に読

みたいときに使うと便利です。

（6）関連銘柄

マーケットニュ

ース/マイニュ

ースの切り替え

（2）表示エリアの拡大

（7）取引画面

（4）ニュースのヘッドライン表示

（3）ニュースカテゴリ

（1）キーワード検索

（5）ニュースの本文表示



（3）ニュースカテゴリ

配信されるニュースのカテゴリ一覧リストです。カテゴリ

をクリックすると、選択したカテゴリのニュースのヘッドラ

インが表示されます。選択できるカテゴリは表のとおりです。

ちなみに、リアルタイムニュースは過去30日の全ニュース、

そのほかのカテゴリニュースはカテゴリに該当する過去30日

のニュースが表示対象となります。

（4）ニュースのヘッドライン表示

ニュースのヘッドライン（見出し）を表示します。ヘッド

ラインをクリックすると、下の本文表示エリアにニュースの

本文が表示されます。右端のクリップボタンをクリックする

と、そのニュースが「マイニュース」の「クリップニュース」

に登録されます。

（7）取引画面

取引を行う画面です。ニュースを見ながら、素早く取引に

移ることができます。

リアルタイムニュースは全カテゴリの最新のニュースが自動更新で配

信されます。ヘッドライン表示の標準がこのニュースになっています。

・リアルタイム

・ヘッドライン

・マーケット

・インサイト

・外国為替

・海外市場

・海外金融

・ダイアリー

・注目銘柄

・株価格付

・決算速報

・決算見通

・アナリスト

・株式新聞

・四季報速報

・債券関連

・起債予測

・発行条件一覧

・発行週間スケジュール

・発行決議スケジュール
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ヘッドラインからニュースを選択する

選択したニュースに関連する銘柄情報が「ニュース関連銘柄」に表示

されます。この中から銘柄を選択すると、選択した銘柄の情報が右側

の取引画面に表示され、そのまま取引に移ることもできます。

（5）ニュースの本文表示

ニュースの本文を表示します。

（6）関連銘柄

選択したニュースに関連する銘柄情報が表示されます。

カテゴリニュースのうちのひとつのヘッドラインニュース。内容を更

新したいときには右上にある［更新］ボタンをクリックします。



「マイニュース」画面では、お客様が設定した任意のキーワードや銘柄に関連するニュース、および保有銘柄や登録銘柄に関

連するニュースだけを表示できます。「マーケットニュース」画面では、配信されてくるすべてのニュースが表示されますが、

「マイニュース」画面では自分に必要なニュースだけを素早く読むことができます。

（1）キーワード・銘柄一覧

登録したキーワードや銘柄がリスト表示されます。クリッ

クすると関連するニュースが表示されます。

（2）キーワードと銘柄の登録

キーワードと銘柄を登録できます。［キーワード設定］ボタ

ンでキーワードを、［銘柄設定］ボタンで銘柄を設定します。

登録した銘柄は、登録順に「銘柄別」リストに表示されます

が、［▲］［▼］ボタンでリスト内の表示位置を変更したり、

［削除］ボタンで削除することができます。

（3）クリップニュース

ニュースのヘッドライン右端にあるクリップボタンをクリ

ックして登録したニュースだけを表示します。

（4）保有銘柄と登録銘柄の一覧

保有銘柄と登録銘柄を一覧表示します。銘柄をクリックし

て選択すると、その銘柄に関連するニュースが検索されて表

示されます。

（5）詳細設定ボタン

「システム設定」画面の「ツールバー：ニュース」画面が表

示されます。この画面でツールバーの表示エリアにニュース

を表示する銘柄を設定可能です。

■「マイニュース」画面
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（2）キーワード

と銘柄の登録

（4）保有銘柄と

登録銘柄の一覧

（1）キーワード・銘柄一覧

（3）クリップニュース

（5）詳細設定ボタン



「マイニュース」画面では、登録したキーワードを選択するだけで、そのキーワードに関連するニュースを検索できます。

キーワードを登録するには、［キーワード設定］ボタンをクリックして「キーワード設定」画面を開きます。［キーワード］欄

にキーワードを入力して、［登録］ボタンをクリックすると、キーワード登録確認のメッセージが表示され、［OK］ボタンをクリ

ックすると「キーワード選択」欄に新規に追加されます。最後に、「キーワード設定」画面の［OK］ボタンをクリックしてくださ

い。

●マイニュースでキーワードを設定する

（1）［キーワード設定］ボタンをクリックします

（2）「キーワード設定」画面を表示したら、［キーワード］にキーワー

ドを入力し、［登録］ボタンをクリックします

（3）キーワードの登録確認画面が表示されるので［OK］ボタンをクリ

ックします
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（6）登録したキーワードは一覧に表示され、選択するとそのキーワー

ドに関連するニュースが検索されます

（4）「キーワード選択」にキーワードが追加されたのを確認したら

［OK］ボタンをクリックします

（5）キーワード情報の保存確認画面が表示されるので［OK］ボタンを

クリックします
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「マイニュース」画面では、銘柄も登録できます。登録した銘柄を選択すると、その銘柄に関連するニュースだけを絞り込ん

で表示できます。

［銘柄設定］ボタンをクリックして「銘柄検索」画面を表示したら、［銘柄 or コード］に銘柄名または銘柄コードを入力し

て［検索］ボタンをクリックしてください。複数の銘柄が検索されたら、目的の銘柄を選択して［OK］ボタンをクリックします。

これで、登録した銘柄が「銘柄別」一覧に表示されます。

●マイニュースで銘柄を設定する

（1）［銘柄設定］ボタンをクリックします

（2）「銘柄検索」画面が開いたら［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、検索された銘柄を選択し

て［OK］ボタンをクリックします

（3）登録した銘柄が一覧に表示され、選択するとその銘柄に関連する

ニュースが表示されます
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［キーワード設定］ボタンをクリックして「キーワード設定」画面を

表示したら、キーワードを選択して［削除］ボタンをクリックします。

削除する銘柄を選択

したあと、［削除］ボ

タンをクリックすると

削除できます。

ヘッドラインの右端に

あるクリップボタンを

クリックすれば、ニュ

ースをクリップニュー

スに登録できます。

クリップニュースの右

端にある削除ボタンを

クリックすると削除で

きます。

［クリップニュース］ボタンをクリックするとクリップニュースだけを

一覧表示できます。

登録したキーワードはいつでも削除できます。キーワード

を削除するには、［キーワード設定］ボタンをクリックして

「キーワード設定」画面を開き、削除したいキーワードを選択

して［削除］ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリッ

クすれば削除されます。最後に、「キーワード設定」画面の

［OK］ボタンをクリックします。

●マイニュースで登録したキーワードを削除する

キーワード・銘柄一覧リストに登録した銘柄を削除するに

は、「銘柄別」一覧から削除したい銘柄を選択して［削除］

ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリッ

クすれば削除されます。

●マイニュースで登録した銘柄を削除する

「マーケットニュース」画面、「マイニュース」画面のいず

れでも、ニュースのヘッドライン右端にあるクリップボタン

をクリックすれば、クリップニュースに登録できます。クリ

ップニュースは、「マイニュース」画面の［クリップニュース］

ボタンをクリックすると表示されます。削除する場合は、ク

リップニュースの右端にある削除ボタンをクリックしてくだ

●クリップニュースの登録と削除



先物オプション画面では「日経平均」「ミニ日経平均」「TOPIX」「長期国債」の先物情報及び「日経平均」のオプション情報

を閲覧することができます。現在値や前日比、売買の気配、建玉数など取引されている情報が一目でわかるようになっています。

また、「先物気配」として選択している先物情報の限月の板情報をリアルタイムでチェックすることが可能になっています。

2-9 先物オプション
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先物情報をリストで一覧表示します。リストの内容は左上

にあるプルダウンメニューから［日経平均］［ミニ日経平均］

［TOPIX］［長期国債］から表示を選択できます。

（1）先物状況

先物オプションの取引サイトを［表示］ボタンをクリック

することで、ブラウザで表示できます。取引の方法は表示し

た取引サイトに準じて下さい。また、オプション画面でも同

様の機能が存在しています。

（2）先物オプション取引サイト

「先物情報」のプルダウンメニューで選択した先物の、選

択している限月の板情報を表示します。［先物気配］ボタン

をクリックするとポップアップ画面で先物気配の動向をチェ

ックできるようになります。また、先物気配のポップアップ

画面はツールバーのメニューから［先物気配］を選択しても

表示できます。

（3）先物板情報

■ 先物画面

（2）先物オプション取引サイト（5）先物/オプション切り替

（1）先物状況

（4）詳細情報
（3）先物板情報
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先物情報で選択している限月の詳細情報を表示します。表

示は［価格］［SQ］［清算値］［会員別建玉残］［売買手口］

［チャート］の６種類をタブで変更できます。

（4）詳細情報

価格画面 SQ画面

清算値画面 会員別建玉残画面

売買手口画面 チャート画面

先物画面とオプション画面をボタンをクリックして切り替

えます。

（5）先物/オプション切り替え



■ オプション画面
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（2）コール/プットの板情報

（1）コール/プット取引状

（3）詳細情報

（1）コール/プット取引状況

プルダウンメニューと限月から選択したコールとプットの

取引状況を表示します。表示されている列を選択することで

「価格」や「SQ」などの詳細情報や板情報をチェックするこ

とができます。

（2）コール/プットの板情報

「コール/プット取引状況」で選択しているコールもしくは

プットの板情報を表示します。

（3）詳細情報

「コール/プット取引状況」で選択しているコールもしくは

プットの詳細情報を［価格］［SQ］［会員別手口］［会員別建

玉］から表示を選択できます。



「MyPage」は、使いたい画面を自由に組み合わせて作成するカスタムページです。自分の投資スタイルに合わせて、いくつで

も「MyPage」を作成することができます。

「MyPage」を作成するには、ツールバーの［追加］ボタンをクリックして表示される「MyPage編集」画面で、必要な画面をド

ラッグ＆ドロップして作成します。ここでは、新しい「MyPage」を作成する手順を解説します。「MyPage」ではタブ形式とエリ

ア形式の２種類の登録方法がり、初期状態では「MyPage」ウィンドウはタブ形式で登録されます。「MyPage」ウィンドウを分割

する方法については、次項の「画面を分割する」を参照してください。

（2）「MyPage編集」画面とまだ何も登録されていない

「MyPage」ウィンドウが表示されます。登録したい画面を

「MyPage編集」画面のツリーから選択して「MyPage」ウィン

ドウにドラッグ＆ドロップして登録します

■「MyPage」の作成

2-10 MyPage
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（3）同じ手順を繰り返して必要な画面をドラッグ＆ドロップ

で登録します

（1）ツールバーの［追加］ボタンをクリックして「MyPage編集」

画面を表示します
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（4）画面を登録したら、「MyPage編集」画面の［画面］の欄

に「MyPage」の名前を入力して［保存］ボタンをクリックし

ます

（5）「MyPage編集」画面に「MyPage-入力した名前」の形式

で表示されたのを確認し、［閉じる］ボタンをクリックします

（6）ツールバーに保存した名前のボタンが追加され、クリッ

クすると画面が切り替わります
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「MyPage編集」画面では、「MyPage」ウィンドウを分割し、分割したウィンドウ内に画面を配置することができます。分割する

には、「MyPage」ウィンドウの上下左右の枠にマウスポインタを合わせ、ドラッグしてください。同じ操作で、分割したウィンド

ウをさらに細かく分割することもできます。

■ 画面を分割する

（1）「MyPage」ウィンドウの上下左右の枠にマウスポインタ

を合わせ、ドラッグします

（2）ウィンドウが分割されます。1画面を最大12画面に分割

することが可能です

（3）分割したウィンドウ内にドラッグ＆ドロップで画面を配

置します

「MyPage」には「銘柄情報のリンク」ボタンが設置されています。この

ボタンをONにしておくと、分割した「MyPage」内で銘柄情報を複数表示

している場合、1つのウィンドウ内で「銘柄コード」プルダウンリストで

銘柄を変更すると、連動してほかのウィンドウもすべてその銘柄の情報

を表示します（OFFにしてる場合は、操作したウィンドウのみ表示が変わ

ります）。

また、表示した銘柄は保存されており、次にHYPER SBIを起動したとき

にも同じ銘柄が自動的に表示されます。

MyPageでの銘柄情報のリンク



登録した「MyPage」は、後で内容を変更したり、削除することができます。

●「MyPage」の編集

「MyPage」の内容は自由に編集することができます。内容

を追加したいときには「MyPage」の作成で説明したように、

「MyPage編集」画面から追加したい画面をドラッグ＆ドロッ

プします。逆に不要な画面を削除したいときには、その画面

のタブをウィンドウ外にドラッグ＆ドロップしてください。

●「MyPage」の削除

「MyPage」を削除するには、ツールバーの［追加］ボタン

をクリックして「MyPage編集」画面を表示し、一覧から削除

したい「MyPage」を選択したあと、［削除］ボタンをクリッ

クしてください。確認のメッセージが出ますので、［OK］ボタ

ンをクリックすれば削除されます。

［削除］ボタンをクリックするとこのメッセージが表示されます。

削除したい画面のタブをウィンドウの外にドラッグ＆ドロップします。

［OK］ボタンをクリックすると削除されます。

■「MyPage」の編集と削除
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不要な画面が「MyPage」から削除されました。


