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1 はじめに 

1.1  ダウンロード方法 

■iOS 版ダウンロード方法 
『App Store』にて、『SBI 証券』または『HYPER 先物 OP』とご検索ください。 
アプリは無料でダウンロードしてご利⽤いただけます。 
 
■Android 版ダウンロード方法 
『Play ストア』にて、『SBI 証券』または『HYPER 先物 OP』とご検索ください。 
アプリは無料でダウンロードしてご利⽤いただけます。 
 

1.2  用語とアイコンの説明 

 

 

 

 

  

タップ 

フリック 

ピンチイン・ピンチアウト 

指一本で画面をタッチする操作を表します。 

指一本で画面をタッチしたまま、横に指を動かす操作を
表します。 

指二本で画面をタッチしたまま、タッチした指と指の間
隔を広げる操作をピンチアウト、狭める操作をピンチイ
ンと呼びます。 
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1.3  基本的な操作方法 

  １    

フッター（グローバルメニュー）のボタンをタッ
プすると、HYPER 先物 OP の各主要画面（初期
設定では「登録銘柄」「個別銘柄」「スピード注文」
「マーケット」「建玉・照会」「メニュー」）を素早
く切り替えることができます。 

主要画面の切り替え 

２    

タブが表示されている画面では、各タブをタップ
することにより、表示する内容を切り替えられま
す。 
また、画面をフリックすることでも、表示するタ
ブを切り替えることができます。 
※チャートなどフリックでタブを切り替えられな
い画面もございます。 

タブの切り替え ３    

１    

２    

３    

４    

５    

４    

５    

画面右上の「更新」ボタンをタップすると、画面
に表示される情報を最新の状態に更新することが
できます。 

画面の更新 

フッター（グローバルメニュー） 

画面に表示された一覧を下に引っ張って離すこと
でも、画面を更新することができます。 
※「引っ張って更新」ができない画面もございま
す。 

引っ張って更新 



8 

 

1.4  主要画面一覧 

  

⽴会気配値（板）やチャートなど、
銘柄の詳細な情報をリアルタイム
でご覧いただけます。 

リストに登録した銘柄の現在値を
リアルタイムでご覧いただけます。
関心のある銘柄を自由に登録する
ことができます。 

お客さまの利便性を追求し、最短ワ
ンタップで発注できる簡易な注⽂
方法です。 

登録銘柄 ……(P13) 個別銘柄 ……(P18) スピード注文 ……(P37) 

板注文 ……(P39) 

建⽟、注⽂履歴、約定履歴、決済明
細など、お取引の内容をご覧いただ
けます。 

建玉・照会 ……(P47) 

取引所⽴会気配を⾒ながら、最短 2
タップで発注できる簡易な注⽂方
法です。 
 

指標、ニュース、手口情報など、マ
ーケットの情報をご覧いただけま
す。 

マーケット ……(P43) 
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オプションの詳細を権利⾏使価格
ごとに一覧でご確認いただけます。 

便利な機能が一覧となった画面で
す。アプリの各種設定やサーバーメ
ンテナンス情報の確認などは、こち
らから⾏うことができます。 

オプション一覧 ……(P56) メニュー ……(P53) 
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2 ログイン 

HYPER 先物 OP は「ユーザーネーム」「口座番号」のどちらでもログインいただけます。 
※HYPER 先物 OP をご使⽤いただくには、事前に先物・オプション取引口座を開設していただく必
要がございます。 

2.1  ユーザーネームでのログイン方法 

 

  １    

２    

３    

４    

１    

ユーザーネームでログインする場合、「ユーザーネ
ーム」ボタンをタップします。 

ログイン方法の選択 

２    ユーザーネームの⼊⼒ 

テキストボックスをタップして、「ユーザーネー
ム」を⼊⼒します。 
※右側の「保存」チェックボックスをチェックす
ると、⼊⼒した「ユーザーネーム」が保存され、
次回以降の⼊⼒を省略することができます。 

３    ログインパスワードの⼊⼒ 

テキストボックスをタップして、「ログインパスワ
ード」を⼊⼒します。 
※右側の「保存」チェックボックスをチェックす
ると、⼊⼒した「ログインパスワード」が保存さ
れ、次回以降の⼊⼒を省略することができます。 

４    ログインボタンをタップする 

「ユーザーネーム」と「ログインパスワード」を
⼊⼒後、「ログイン」ボタンをタップしてログイン
します。 
※右側の「自動ログイン」チェックボックスをチ
ェックすると、アプリ起動時とセッションタイム
アウトした場合に、自動でログインされるように
なります。 

５    

５    

口座を開設いただいていない場合は、「証券総合口
座開設」「先物・オプション取引口座開設」ボタン
から口座を開設していただくことができます。 

口座開設ボタン 
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2.2  口座番号でのログイン方法 

 

  

１    

「口座番号」ボタンをタップします。 

ログイン方法の選択 

２    口座番号の⼊⼒ 

テキストボックスをタップして、「口座番号」を⼊
⼒します。「口座番号」の頭⽂字は、タップすると
「Z」と「1」と「3」を切り替えることができま
す。 
※右側の「保存」チェックボックスをチェックす
ると、⼊⼒した「口座番号」が保存され、次回以
降の⼊⼒を省略することができます。 

３    モバイルパスワードの⼊⼒ 

テキストボックスをタップして、「モバイルパスワ
ード」を⼊⼒します。 
※右側の「保存」チェックボックスをチェックす
ると、⼊⼒した「モバイルパスワード」が保存さ
れ、次回以降の⼊⼒を省略することができます。 

４    ログインボタンをタップする 

「口座番号」と「モバイルパスワード」を⼊⼒後、
「ログイン」ボタンをタップしてログインします。 
※右側の「自動ログイン」チェックボックスをチ
ェックすると、アプリ起動時とセッションタイム
アウトした場合に、自動でログインされるように
なります。 

５    

口座を開設いただいていない場合は、「証券総合口
座開設」「先物・オプション取引口座開設」ボタン
から口座を開設していただくことができます。 

口座開設ボタン 

１    

２    

３    

４    

５    
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2.3  ログイン時の各種通知について 

ログイン時に、「重要なお知らせ」「新規建停止のご連絡」を通知させていただく場合がございます。 

 

  

重要なお知らせ 新規建停止のご連絡 

未確認の重要なお知らせがある場合に
表示されます。 
 
「今すぐ重要なお知らせを確認」ボタ
ンをタップすると、弊社 WEB サイトが
表示されますので、重要なお知らせを
ご確認ください。 
 
※「確認期限」までに重要なお知らせ
をご確認いただけない場合、ログイン
を制限させていただく場合があります
ので、必ず期限内にご確認をお願いい
たします。 

未⼊⾦の追加証拠⾦、損⾦不⾜⾦があ
る場合に表示されます。 
⼊⾦期⽇までに⼊⾦が確認できなかっ
た場合、新規建のご注⽂ができなくな
りますので、追加証拠⾦の⼊⾦をお願
いいたします。 
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3 銘柄検索 

銘柄情報の閲覧や新規注⽂を⾏うには、以下の手順で「銘柄検索」から銘柄をご選択いただく必要があります。 

3.1  銘柄検索の流れ 

  

１    

「個別銘柄」「スピード注⽂」「板注⽂」画面で、「検
索」ボタンをタップすると、銘柄検索画面が表示さ
れます。 

１    

検索ボタンをタップする 

２    

３    

「225 先物」 
「ミニ 225 先物」 
「225OP コール」 
「225OP プット」 
いずれかのボタンをタップして、商品を選択します。 

２    商品を選択する 

４    

オプション銘柄を選ぶ場合は、限月のボタンをタ
ップして、限月を選択します。 

３    限月を選択する 

４    

選択した商品、限月の銘柄一覧が表示されるので、
いずれか一つの銘柄をタップして選択します。 

銘柄を選択する 
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4 登録銘柄 

「登録銘柄」は、リストに登録した銘柄の現在値をご覧いただける機能です。 
銘柄リストを複数作成することも可能です。 

4.1  登録銘柄の閲覧 

  

１    

画面左上のリスト名が表示されたボタンをタップまたは
フリックすると、銘柄を表示するリストを切り替えること
ができます。 

リストの切り替え 

２    

「銘柄編集」ボタンをタップすると、リストへの銘柄
の追加、削除、並び替えを⾏うことができます。 
※「期近限月」のリストは、自動で期近限月の銘柄が
登録されるため「銘柄編集」を⾏うことができません。 

銘柄編集（→ 4.3 登録銘柄への銘柄追加） 
（→ 4.4 銘柄の削除・並び替え） 

１    

２    

３    

３    

「リスト編集」ボタンをタップすると、新しいリスト
の作成や削除ができます。 

リスト編集（→ 4.2 銘柄リストの作成と編集） 

銘柄をタップすると、ダイアロ
グが表示されます。 
ダイアログのボタンをタップ
すると、各種画面を表示するこ
とができます。 
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4.2  銘柄リストの作成と編集 

  

１    

１    

リスト作成・編集画面が表示されます。 

リスト編集ボタンをタップする ２    

「新規銘柄リスト作成」ボタンをタップし、リス
ト名を⼊⼒すると、新しい銘柄リストが作成され
ます。 

リストの作成 
 

２    

３    ４    

３    

左端の赤いボタンをタップすると、「削除」ボタン
が表示されリストを削除できるようになります。 
※「期近限月」リストは削除できません。 

リストの削除 

５    

４    リスト名の編集 

リスト名をタップすると、リストの名称を変更
することができます。 
※「期近限月」リストはリスト名を変更できま
せん。 

５    

右端の三本線のボタンを上下にドラッグすると、
リストを並び替えることができます。 
※Android 版では、右端のボタンをタップした後、
「上へ」「下へ」ボタンをタップすることで並べ替
えることができます。 

リストの並び替え 
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4.3  登録銘柄への銘柄追加 

 

 

 

  

２    

銘柄編集画面の「新規銘柄追加」ボタンをタップ
すると、銘柄検索画面が表示されます。 

新規銘柄追加ボタンをタップする 

２ 

１ 

銘柄編集画面が表示されます。 

銘柄編集ボタンをタップする 

3 

3 

1 

銘柄の追加 

銘柄検索画面の銘柄名の右側にあるチェックボッ
クスをチェックし、「登録」ボタンをタップするこ
とで、選択した銘柄がリストに登録されます。 
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4.4  銘柄の削除・並び替え 

  

3 

銘柄編集画面の左端の赤いボタンをタップする
と、「削除」ボタンが表示され、削除ボタンをタッ
プすることでリストから銘柄を削除できます。 
※Android 版では左端の赤い丸いボタンのタップ
のみで削除ができます。 

銘柄の削除 

2 

右端の三本線のボタンを上下にドラッグすると、
銘柄を並び替えることができます。 
※Android 版では右端のボタンをタップした後、
「上へ」「下へ」ボタンをタップすることで並べ替
えることができます。 

銘柄の並び替え 

１ 

3 

１ 

銘柄編集画面が表示されます。 

銘柄編集ボタンをタップする 

２ 
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5 個別銘柄 

「個別銘柄」画面では、「⽴会気配値（板）」、「価格」、「チャート」など、銘柄の詳細な情報をご覧い
ただけます。 

5.1  銘柄の選択 

  

「⽴会気配値（板）」「価格」「チャート」
のタブをタップするか、画面をフリック
すると、表示する情報を切り替えること
ができます。 
※チャート画面の表示中はフリックに
よるタブの切り替えはできません。 

銘柄の情報が表
示される。 

「検索」ボタンをタップして、
銘柄検索画面（3.銘柄検索）
から、ご覧いただきたい銘柄
を選択します。 

以前ご覧いただいたことのある
銘柄が一覧で表示されます。ご
覧いただきたい銘柄をタップす
ると、その銘柄の情報が表示さ
れます。 
※閲覧履歴は最⼤ 10 件まで保
存されます。 

画面左上の銘柄名が表示された
ボタンをタップすると、一度ご
覧いただいたことのある銘柄を
選択できます。 閲覧履歴リスト

が表示される。 
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5.2  ⽴会気配値（板） 

売数量、買数量などの気配値情報をご覧いただけます。 

  １    １    更新ボタン 

「更新」ボタンをタップすると、最新の情報を取
得し、画面をリフレッシュします。 

２    

３    

「新規注文」「決済注文」のボタンをタップすると、
注⽂を発注することができます。 
（6.1.新規注⽂の流れ）（6.2.決済注⽂の流れ） 

２    

４    

注⽂ボタン 

３    

銘柄の現在値、前⽇比、出来高、および現在値の
更新時刻が表示されます。 

現在値情報 

4444    

各価格に対する現在の売数量と買数量が表示され
ます。数字は以下の色で表示されます。 
 
買最良気配：緑⽂字 
売最良気配：赤⽂字 
現在値：淡い⻩色背景 

⽴会気配値（板） 
 

★ 

★ 

★ 

★ は⽴会気配値(板)、価格、チャート全タブで共通の操作です。 
 

数量、価格に変化があると、
オレンジ色に光ります。 
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5.3  価格 

銘柄の詳細な情報をご覧いただけます。  
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5.4  チャート 

  

１    

１    ⾜切り替えボタン 

「5 分」「日」「週」「月」のボタンをタップすると、
チャートの⾜の種類を切り替えることができま
す。 

２    

２    現在値マーク 

銘柄の現在値の位置にはカーソルが表示され、現
在値はチャート上に点線で表されます。 

３    

チャートをフリックすると、表示する範囲を動か
すことができます。 

３    表示範囲の移動 ４    

４    チャートの拡⼤・縮小 

チャートをピンチイン・ピンチアウトすると、表
示の拡⼤または縮小を⾏うことができます。 

５    横ライン・縦ラインの表示 

チャートの右方・下方（緑の点線で囲まれた部分）
をタップすると、タップした位置に横のライン、
および縦のラインが表示されます。 
 
縦のライン上にある四本値の「始値」「高値」「安
値」「終値」と⽇時が、チャートエリアの上部に表
示されます。 
 
※ラインが表示されていない場合は、最新の⾜の
「始値」「高値」「安値」「終値」と⽇時が表示され
ます。 

５    

５    

6666    

6666    テクニカルボタン（→ 5.6 テクニカル設定） 

「テクニカル」ボタンをタップすると、テクニカ
ル分析が⾏えます。 

５    
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5.5  横チャート 

チャート画面を表示したまま、スマートフォン端末を横向きにすると横チャート表示ができます。 

  

１ 

１ ⾜切り替えボタン 

「5 分」「日」「週」「月」のボタンをタップすると、
チャートの⾜の種類を切り替えることができま
す。 

２ 現在値マーク 

銘柄の現在値の位置にはカーソルが表示され、現
在値はチャート上に点線で表されます。 

チャートをフリックすると、表示する範囲を動か
すことができます。 

３ 表示範囲の移動 ４ チャートの拡⼤・縮小 

チャートをピンチイン・ピンチアウトすると、表
示の拡⼤または縮小を⾏うことができます。 

５ 横ライン・縦ラインの表示 

チャートの右方・下方（緑の点線で囲まれた部分）
をタップすると、タップした位置に横のライン、
および縦のラインが表示されます。 
 
縦のライン上にある四本値の「始値」「高値」「安
値」「終値」と「出来高」と⽇時が、チャートエリ
アの上部に表示されます。 
 
※ラインが表示されていない場合は、最新の⾜の
「始値」「高値」「安値」「終値」「出来高」と⽇時
が表示されます。 

6 テクニカルボタン（→ 5.6 テクニカル設定） 

「テクニカル」ボタンをタップすると、テクニカ
ル分析が⾏えます。 

２ 

３ ４ 

５ 

6 
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5.6  テクニカル設定 

  1 テクニカルボタン 

「テクニカル」ボタンをタップすると、左側に各
テクニカル指標の選択ボタンが表示されます。 

テクニカル指標の切り替え 

表示されているいずれかのテクニカル指標の項目
をタップすると、チャートを選択したテクニカル
指標に切り替えることができます。 

3 

テクニカル指標の設定画面 

■テクニカル指標 
⾜種や設定値を変更したいテクニカル指標を選択
します。 
 
■⾜種 
「5 分」、「⽇」、「週」、「月」のボタンをタップす
ると、選択したテクニカル指標の⾜の条件を変更
することができます。 
 
■設定値変更 
各設定値は、「-」、「+」ボタンおよびスライダー
で数値を変更することができます。 
 
■保存 
「設定」ボタンをタップすると、変更後の条件が
保存されます。 
 
■初期化 
「初期値に戻す」ボタンをタップすると、初期設
定に戻ります。 

4 

設定ボタン 

「設定」ボタンをタップすると、設定画面（［4］
テクニカル指標の設定画面）が表示されます。テ
クニカル指標の設定を、ここで変更することがで
きます。 

2 

1111    

3 

2 

設定ボタンをタッ
プすると、設定画面
が表示されます。 

4 

メインチャート    

サブチャート    
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6 注文 

6.1  新規注文の流れ 

「登録銘柄」画面または「個別銘柄」画面から新規注⽂を⾏うことができます。 

  「登録銘柄」から新規注文を⾏う場合 

注⽂する銘柄をタップし
ます。 

「個別銘柄」から新規注文を⾏う場合 

「新規注文」ボタンをタップし
ます。 

ダイアログが表
示されます 

画面上部の「新規注文」ボタン
をタップします。 

注⽂画面へ 

注⽂画面へ 

「通常」「OCO」「IFD」「IFD-OCO」
のタブをタップするか、画面をフリック
すると、注⽂タイプを切り替えることが
できます。 
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6.2 決済注文の流れ 

「建玉一覧」画面、「登録銘柄」画面、「個別銘柄」画面から決済注⽂を⾏うことができます。 

「建玉一覧」から決済注文を⾏う場合 

決済する建⽟をタップします。 

ダイアログが表
示されます 

「決済注文」ボタンをタップし
ます。 

「登録銘柄」から決済注文を⾏う場合 

決済する銘柄をタップします。 

ダイアログが表
示されます 

「決済買注文」または「決済売
注文」ボタンをタップします。 

※建⽟を保持していない場合、
決済注⽂は⾏えません。 
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個別銘柄から決済注文を⾏う場合 

画面右上の「決済注文」ボタン
をタップします。 ダイアログが表

示されます 

「決済買注文」または「決済売注文」
ボタンをタップします。 

※建⽟を保持していない場合、
決済注⽂は⾏えません。 
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6.3  注文訂正の流れ 

発注済みの注⽂の訂正は、「注⽂照会」から⾏います。  

訂正する注⽂をタ
ップします。 

「注⽂訂正」ボタン
をタップします。 

数量や価格などを変更した後、「注文確認」ボタンを
タップすると確認画面が表示されます。確認画面で
「注文発注」ボタンをタップすると、注⽂の内容が訂
正されます。 
※「確認画面を省略」をチェックすると、確認画面を
表示せずに注⽂が訂正されます。 

１    

■数量 
「-1」「-10」「-100」ボタンまたはテキストボックス
をタップして注⽂枚数を変更します。 
※注⽂枚数を訂正前の数量より増やすことはできま
せん。 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタン
をタップして注⽂の価格を変更します。 

訂正内容の⼊⼒ 

１    

２    

２    

訂正できるのは「数量」「価格」など一部の内容のみ
になります。売買区分、執⾏条件、数量条件などの変
更はできません。 
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6.4  注文取消の流れ 

発注済みの注⽂の取消は、「注⽂照会」から⾏います。  

取消する注⽂をタ
ップします。 

「取消確認」ボタン
をタップします。 

取引パスワードを⼊⼒し「注文取消」のボタンをタッ
プすると、取消が実⾏されます。 

１    

注⽂取消する内容を確認します。 
※取消確認中に約定した場合は取消できません。 

取消内容の確認 

１    

２    

２    注⽂取消 
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6.5  決済する建玉の指定 

「登録銘柄」「個別銘柄」「建⽟一覧（一括表示）」から決済注⽂を⾏う場合は、始めに決済する建⽟を指定します。 

※建⽟一覧（個別表示）から決済注⽂を⾏う場合は、既に建⽟が指定されているため、下記の画面は表示されません。 

タブをタップし
て切り替え 

■建⽟一括指定 
個別の建⽟を区別せず、決済する総枚数を指定し
ます。各建⽟は「決済順序」で選択した順に決済
されます。 

■建⽟個別指定 
個別の建⽟ごとに決済する枚数を指定します。 
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6.6 通常注文 

 

  

１    

２    

３    

注⽂する銘柄の現在値、前⽇比、出来高の情報、
余⼒が表示されます。 
余⼒の右の「詳細」ボタンをタップすると、口座
の詳細な情報をご覧いただけます。 

「通常」「OCO」「IFD」「IFD-OCO」のタブをタッ
プするか、画面をフリックすると、注⽂のタイプを
切り替えることができます。 
※J-NET クロスは OCO,IFD,IFD-OCO 注⽂では選
択できません。 

３    注⽂条件の⼊⼒ 

⼊⼒欄をタップして、各種注⽂条件を⼊⼒します。 
■売買区分 
「新規買」「新規売」のいずれかをタップして選択します。 
※決済注⽂の場合は「決済買」「決済売」 
 
■J-NET クロス 
「優先する」「選択しない」のいずれかをタップして選択しま
す。 
 
■数量 
「+1」「+10」「+100」ボタンまたはテキストボックスをタ
ップして注⽂する枚数を⼊⼒します。 
 
■執⾏条件 
ボタンをタップしていずれかの執⾏条件を選択します。（[10]
執⾏条件の⼊⼒） 
※「その他」ボタンをタップすると、「逆指値」「引成」「最良
指値」「最⼤指値」をご選択いただけます。 
※J-NET クロスを優先時はその他ボタンは選択できません。 
 
■数量条件 
ボタンをタップしていずれかの数量条件を選択します。 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンをタップ
して注⽂の価格を⼊⼒します。 
「板指定」ボタンをタップすると、気配値から価格を選択する
ことができます。（[9]板指定による値段⼊⼒） 

 
■SO 条件 
「登録」ボタンを押すと、SO 条件を登録することができます。
（[7]SO 条件登録）※J-NET クロスを優先時は非表示。 
 
■有効期間 
ボタンをタップしていずれかの有効期間を選択します。 
「期間指定」を選択した場合は、任意の⽇付を指定することが
できます。 

４    

５    

テキストボックスをタップして取引パスワードを
⼊⼒します。「保存」のチェックボックスにチェッ
クすると、次回以降、取引パスワードの⼊⼒を省
略することができます。 

「注文発注」ボタンをタップすると、注⽂の確認
画面が表示されます。「確認画面を省略」のチェッ
クボックスにチェックすると、確認画面を表示せ
ずに注⽂が発注されます。 

１    情報エリア ★ 

２    注⽂タイプの選択 ★ 

４    取引パスワード ★ 

5555    注⽂発注ボタン ★ 

は全注⽂タイプ共通の操作です。 
 

★ 

■JJJJ----NETNETNETNET クロスとは？    

「J-NET（ジェイネット）クロス取引」とは、取
引所の⽴会価格より有利な価格で取引できる可
能性がある注⽂です。※詳細はこちらからご確認
ください。 

6666    
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6666    執⾏条件の⼊⼒ 

■成⾏ 
価格の⼊⼒は不要です。有効期間は「当セッション」
のみ選択可能となります。 
 
■逆指値 
有効期間は「当セッション」のみ選択可能となりま
す。 
 
■引成 
価格の⼊⼒は不要です。有効期間は「当セッション」
のみ選択可能となります。 
 
■最良指値 
価格の⼊⼒は不要です。 
 
■最⼤指値 
価格の⼊⼒は不要です。有効期間は「当セッション」
のみ選択可能となります。 

選択した執⾏条件により⼊⼒する項目が異なりま
す。 
 
■指値 
価格を⼊⼒します。 

6666    

7777    

価格⼊⼒欄の「板指定」ボタンをタップすると、板指定画面が表示されます。 
板指定画面では、任意の値段をタップすると、価格欄にタップした値段が反映されます。 

板指定による値段⼊⼒ 

タップした価格が反映さ
れます。 
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Ｊ-ＮＥＴクロスを「選択しない」にすると、SO 条件欄が表示されます。 
SO 条件の項目にある登録ボタンをタップすると、SO 条件登録画面が表示されます。 

8888    

SO 条件登録を⾏うと、ストップ銘柄が特定の値段に到達した場合に、注⽂を有効にすることができま
す。下記の設定の場合、「⽇経 225 先物 14/03」の「直近約定値段」が「15,440 円以上」になると注
⽂が有効になります。 
 
例）⽇経 225 先物の注⽂の場合 
ストップ銘柄：「銘柄選択」 
限月：「14/03」 
ストップ条件：「直近約定値段」 
ストップ値段：「15,440 円以上」 
 
 

■SOSOSOSO 条件登録とは？    

SO 条件登録方法 

9999    

10101010    

ストップ銘柄（限月）を選択します。「同一銘柄」
を選択した場合は、注⽂銘柄と同一の銘柄が選択
されます。 

9999    ストップ銘柄の選択 

■ストップ条件 
ボタンをタップして、いずれかの条件を選択しま
す。 
 
■ストップ値段 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボ
タンをタップしてストップ値段を⼊⼒します。 

10101010    ストップ条件の⼊⼒ 
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11111111    注⽂発注ボタン 

注⽂確認画面で「注文発注」ボタンをタップすると、注
⽂が発注されます。 
※「確認画面を省略」のチェックボタンにチェックして
いた場合、確認画面は表示されません。 
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6.7  OCO 注文 

OCO 注⽂とは、2 つの注⽂（OCO1、OCO2）を同時に出して、⽚方の注⽂が成⽴するともう⽚方の注⽂が自
動的に取り消される注⽂方法です。 
※OCO、IFD、IFD-OCO 注⽂では、J-NET クロスを「優先する」は選択できません。 
  注⽂条件の⼊⼒ 

⼊⼒欄をタップして、OCO1、OCO2 の注⽂条件を⼊⼒し
ます。 
 
■数量 
テキストボックスまたは「+1」「+10」「+100」ボタン
をタップして、注⽂する枚数を⼊⼒します。 
 
<OCO1> 
■売買区分 
「新規買」「新規売」のいずれかをタップして選択します。 
※決済注⽂の場合は「決済買」「決済売」 
 
■執⾏条件 
OCO の執⾏条件は、OCO1 と OCO2 の売買区分が同じ場
合、OCO1 が指値、OCO2 が逆指値になります。 
OCO1 と OCO2 の売買区分が異なる場合は、OCO1、
OCO2 ともに指値になります。 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンを
タップして、OCO1 注⽂の価格を⼊⼒します。 
 
<OCO2> 
■売買区分 
「新規買」「新規売」のいずれかをタップして選択します。 
※決済注⽂の場合は「決済買」「決済売」 
 
■逆指値条件 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンを
タップして、逆指値の執⾏価格を⼊⼒します。執⾏条件
の「成⾏」、「指値」のいずれかをタップして選択します。 
 
■数量条件 
逆指値条件で指定した価格到達後に発注する注⽂の数量
条件を指定します。 
 
■価格 
逆指値条件の執⾏条件を指値とした場合、逆指値条件で
指定した価格に到達した際に発注する注⽂の価格を⼊⼒
します。 
 
■有効期間 
OCO 注⽂の有効期間は「当セッション」のみとなります。 
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6.8  IFD 注文 

IFD 注⽂とは、新規注⽂（IFD1）(※)と、その注⽂が成⽴した場合の決済注⽂（IFD2）(※)を一度に⾏う注⽂方法

です。予約した決済注⽂（IFD2）は、新規注⽂の約定後、自動的に発注されます。 

(※)建⽟を決済する際は、決済注⽂（IFD1）と新規注⽂（IFD2）になります。 
※OCO、IFD、IFD-OCO 注⽂では、J-NET クロスを「優先する」は選択できません。 
  

注⽂条件の⼊⼒ 

⼊⼒欄をタップして、IFD1、IFD2 の注⽂条件を⼊⼒し
ます。 
 
■数量 
テキストボックスまたは「+1」「+10」「+100」ボタン
をタップして、注⽂する枚数を⼊⼒します。 
 
<IFD1> 
■売買区分 
「新規買」「新規売」のいずれかをタップして選択します。 
※決済注⽂の場合は「決済買」「決済売」 
 
■執⾏条件 
ボタンをタップしていずれかの執⾏条件を選択します。 
※IFD1 の執⾏条件に「引成」は選択できません。 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンを
タップして、IFD1 注⽂の価格を⼊⼒します。 
 
<IFD2> 
■売買区分 
IFD1 の逆の売買区分が自動で設定されます。 
（IFD1 が「買」の場合、IFD2 は「売」となります） 
 
■執⾏条件 
ボタンをタップしていずれかの執⾏条件を選択します。 
※IFD2 の執⾏条件に「最良指値」「最⼤指値」は選択で
きません。 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンを
タップして、IFD2 注⽂の価格を⼊⼒します。 
 
■有効期間 
IFD 注⽂の有効期間は「当セッション」のみとなります。 
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6.9  IFD-OCO 注文 

IFD-OCO 注⽂とは、IFD 注⽂と OCO 注⽂を組み合わせた注⽂方法です。 

新規注⽂（IFDOCO1）(※)と、その注⽂が成⽴した場合の決済注⽂を 2 つ（IFDOCO2、IFDOCO3）(※)⾏うこと

ができます。新規注⽂（IFDOCO1）が約定すると、決済注⽂（IFDOCO2、IFDOCO3）が自動的に発注され、⽚方

の決済注⽂が成⽴するともう⽚方の決済注⽂は取り消されます。 
(※) 建⽟を決済する際は、決済注⽂（IFDOCO1）と新規注⽂（IFDOCO2、IFDOCO3）になります。 
※OCO、IFD、IFD-OCO 注⽂では、J-NET クロスを「優先する」は選択できません。 

  注⽂条件の⼊⼒ 

⼊⼒欄をタップして、IFDOCO1、IFDOCO2、IFDOCO3 の注⽂条
件を⼊⼒します。 
 
■数量 
テキストボックスまたは「+1」「+10」「+100」ボタンをタップし
て、注⽂する枚数を⼊⼒します。 
 
<IFDOCO1> 
■売買区分 
「新規買」「新規売」のいずれかを選択します。 
※決済注⽂の場合は「決済買」「決済売」 
 
■執⾏条件 
ボタンをタップしていずれかの執⾏条件を選択します。 
※IFDOCO1 の執⾏条件に「引成」は選択できません。 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンをタップし
て、IFDOCO1 注⽂の価格を⼊⼒します。 
<IFDOCO2> 
■売買区分 
IFDOCO1 の逆の売買区分が自動で設定されます。（IFDOCO1 が
「買」の場合、IFDOCO2 は「売」となります） 
 
■価格 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンをタップして
IFDOCO2 注⽂の価格を⼊⼒します。 
 
<IFDOCO3> 
■逆指値条件 
テキストボックスまたは左右のアップ・ダウンボタンをタップし
て、逆指値の執⾏価格を⼊⼒します。執⾏条件の「成⾏」、「指値」
のいずれかをタップして選択します。 
 
■数量条件 
逆指値条件で指定した価格到達後に発注する注⽂の数量条件を指
定します。 
 
■価格 
逆指値条件の執⾏条件を指値とした場合、逆指値条件で指定した価
格に到達した際に発注する注⽂の価格を⼊⼒します。 
 
■有効期間 
IFDOCO 注⽂の有効期間は「当セッション」のみとなります。 
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7 スピード注文 

スピード注⽂は、お客さまの利便性を追求し、最短ワンタップで成⾏注⽂が発注できる簡易な注⽂方法です。 

7.1  スピード注文をご利用になる前に 

スピード注⽂機能をご利⽤いただくには、最初に注⽂設定を⾏った上で、「スピード注⽂のご利⽤に関する同意

事項」にご同意していただく必要がございます。  

１    

１    

各ボタンをタップして、スピード注⽂の設定を⾏い
ます。 
■執⾏数量条件 
「FAK」または「FOK」のボタンをタップして、執
⾏数量条件を選択します。 
 
■決済順序 
「評価損順」または「評価益順」のボタンをタップ
して、決済注⽂時に建⽟を決済する順序を選択しま
す。 
 
■ワンタップで注⽂ 
「ON」を選択した場合、注⽂ボタンをワンタップす
るだけで注⽂が発注できます。「OFF」を選択した場
合、注⽂ボタンを二回タップすることで注⽂が発注
できます。 
※取引ＰＷの保存設定が必要です。（→11.6 設定） 
 
■J-NET クロス 
「優先する」または「選択しない」のボタンをタッ
プして、J-NET クロス取引の利⽤を選択します。「優
先する」を選択いただくと J-NET クロス取引を利⽤
した取引となります。 

スピード注⽂の設定を⾏う 

２    

２    

スピード注⽂設定をご設定いただいた後、「同意事
項を確認する」ボタンをタップすると、同意事項
のダイアログが表示されます。 

同意事項をご確認いただき、ご同意いただける場
合は「同意する」ボタンをタップします。 
「同意する」ボタンをタップすると、以後スピー
ド注⽂機能がご利⽤いただけるようになります。 

「同意事項を確認する」ボタンをタップ 

３    

３    「同意する」ボタンをタップ 

ダイアログが表
示されます 
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7.2  スピード注文による発注 

7.3   
１    

２    

１    注⽂する銘柄を選択します。 
画面左上の銘柄名が表示されたボタンをタップすると、こ
れまでに閲覧した履歴から銘柄をご選択いただけます。 
履歴にない銘柄を選択する場合は、「検索」ボタンをタップ
して、銘柄検索画面よりご選択ください。（3.銘柄検索） 

１    銘柄の選択 

２    

２    

■取引区分 
「新規」「決済」「オートネッティング」のボタンをタップ
して、注⽂の取引区分を選びます。 
 
■取引数量 
テキストボックスをタップするか「+1」「+10」「+100」
ボタンをタップして、注⽂する枚数を⼊⼒します。 
 
■執⾏条件 
「成⾏」「指値」のボタンをタップして、発注する執⾏条件
を選びます。（「指値」は下段の指値スリッページを参照。） 

注⽂条件の⼊⼒ 

３    

３    

「売り（⽴会買気配）」ボタンをタップすると、売りの注⽂
を発注できます。「買い（⽴会売気配）」をタップすると、
買いの注⽂を発注できます。 

注⽂の発注 

４    

４    スピード注⽂の設定 

「設定」ボタンをタップすると、設定メニューが表示され
ます。最初に設定した「執⾏数量条件」「決済順序」「ワン
タップ注⽂」「J-NET クロス」「取引パスワード⼊⼒の省略」
の設定を、ここで変更することができます。 

ワンタップ注文が「OFF」の場合は、「売り」
「買い」ボタンをタップすると画面下部にメ
ッセージが表示され、メッセージが表示され
た状態でもう一度同じボタンをタップする
と、注⽂が発注されます。 
※メッセージが表示された状態で画面のボ
タン以外の部分をタップすると、メッセージ
が消えてタップ前の状態に戻ります。 

■オートネッティング・指値スリッページとは    

■オートネッティング 
オートネッティング注⽂とは、発注時の建⽟状況を元に、新
規・決済の判定を自動で⾏う発注方法です。 
「オートネッティング」選択時に、買建⽟の保有がある場合、
「売り（⽴会売気配）」ボタンをタップすると決済売注⽂が発
注され、買建⽟数以上の数量を指定した場合は建⽟数分の決済
売注⽂と（指定数-建⽟数）分の新規売注⽂が同時に発注され
ます。（売建⽟は逆となります。） 
例）3 枚の買建⽟を保有している時に、5 枚の売注⽂を発注す
ると、3 枚の決済売注⽂と 2 枚の新規売注⽂が発注されます。 
 
■指値スリッページ 
「指値」選択時に Tick のテキストボックスをタップするか
「+」、「-」ボタンをタップして、注⽂価格を設定できます。 
※いずれの注⽂も失効する可能性がございます。 
※自動更新間隔の設定（→11.6 設定＞自動更新）によっては
表示されている⽴会気配値が実勢と異なる場合がありますの
で、自動更新間隔の設定は 1 秒を推奨しております。 
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8 板注文 

8.1  板注文をご利用になる前に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板注⽂機能をご利⽤いただくには、最初に注⽂設定を⾏った上で、「板注⽂のご利⽤に関する同意事項」にご同意
していただく必要がございます。 

1111    

2222    

各ボタンをタップして、板注⽂の設定を⾏います。 
 
■執⾏数量条件 
「なし」「FAK」または「FOK」のボタンをタッ
プして、執⾏数量条件を選択します。 
 
■決済順序 
「評価損順」または「評価益順」のボタンをタッ
プして、決済注⽂時に建⽟を決済する順序を選択
します。 
 
■J-NET クロス 
「優先する」または「選択しない」のボタンをタ
ップして、J-NET クロス取引の利⽤を選択します。
「優先する」を選択いただくと J-NET クロス取引
を利⽤した取引となります。 
 
■パスワード設定、注⽂確認画面省略 
テキストボックスをタップして取引パスワードを
⼊⼒します。「保存」のチェックボックスにチェッ
クすると、次回以降、取引パスワードの⼊⼒を省
略することができます。また、「取引パスワードを
保存」注⽂確認画面省略を「ON」にした場合、2
回のタップで注⽂が完了します。 

1111    板注⽂の設定を⾏う 

ダイアログが表
示されます 

２    

板注⽂設定をご設定いただいた後、「同意事項を確
認する」ボタンをタップすると、同意事項のダイ
アログが表示されます。 

同意事項をご確認いただき、ご同意いただける場
合は「同意する」ボタンをタップします。 
「同意する」ボタンをタップすると、以後板注⽂
機能がご利⽤いただけるようになります。 

「同意事項を確認する」ボタンをタップ 

３    

３    「同意する」ボタンをタップ 
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8.2 板注文による発注 

  
１    

注⽂する銘柄を選択します。 
画面左上の銘柄名が表示されたボタンをタップす
ると、これまでに閲覧した履歴から銘柄をご選択
いただけます。 
履歴にない銘柄を選択する場合は、「検索」ボタン
をタップして、銘柄検索画面よりご選択ください。 

１    銘柄の選択 

２    

２    

■取引区分 
「新規」「決済」のボタンをプルダウンして、発注
する注⽂の取引区分を選びます。 
 
■選択可能な価格 
「全価格」「気配のみ」を選択することで、板表示
を全価格か気配値がある呼値のみの表示かの選択
できます。 
 
■取引数量 
テキストボックスをタップして、注⽂する枚数を
⼊⼒します。 

注⽂条件の⼊⼒ 

３    

３    

希望する⽴会気配の「買数量」「売数量」のいずれ
かを 1 回タップします。 
 
 

⽴会気配値の選択 

４    

４    確認メッセージの表示 

注⽂内容の確認のため、確認メッセージが表示さ
れます。 

5555    注⽂の発注 

確認メッセージが表示された状態で、2 回目のタッ
プすると注⽂確認ダイアログが表示されますので、
注⽂発注ボタンをタップすると注⽂が発注されま
す。 
※更新ボタンの下にある設定ボタンをタップする
と、板注⽂の詳細の設定ができます。 
「取引パスワードを保存」、「注⽂確認画面省略」を
全てオンにした場合、2 回目のタップで注⽂が完了
します。 

5555    
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8.3  板注文の訂正/取消 

  

１    

注⽂の訂正/取消を⾏う場合、「売注文」「買注文」
のいずれかのうち、変更を⾏いたい注⽂について
1 回タップします。 

１    

２    

２    

訂正/取消の確認のため、確認メッセージが表示さ
れます。 
 
■注⽂訂正 
注⽂訂正する場合は、別の⽴会気配値の「売数量」
または「買数量」をタップします。 
 
※ご注⽂の訂正は、⽴会気配値のみの訂正となり
ます。枚数等の変更はできませんので、注⽂の取
消後に改めてご発注ください。 
 
■注⽂取消 
注⽂取消する場合は、同じ項目をタップすると取
消注⽂が発注されます。 
 
※更新ボタンの下にある設定ボタンをタップする
と、板注⽂の詳細の設定ができます。 
「取引パスワードを保存」、「注⽂確認画面省略」を
全てオンにした場合、2 回目のタップで注⽂が完了
します。 

板注⽂の訂正/取消の確認メッセージの表示 

３    

希望する⽴会気配値の項目をタップすると、訂正
確認ダイアログが表示されますので、ご確認のう
え、注⽂訂正ボタンをタップしてください。 

４    

訂正注⽂の発注 

1 回目にタップした同じ項目をタップすると、取
消確認ダイアログが表示されますので、ご確認の
うえ、注⽂取消ボタンをタップしてください。 
 

4444    

3333    

取消注⽂の発注 

３    

板注⽂の訂正/取消 
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8.4  板注文の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ヘッダー切り替え 
「売注⽂」「買注⽂」または「売建⽟」「買建⽟」
をタップすることで注⽂状況、建⽟状況の変更が
できます。 
 
■数量 

「売数量」「買数量」は市場の各気配枚数を表示 
※上下 10 本まで 
 
■⽴会気配 
⽴会気配エリアをダブルタップで現在値の位置が
中心になるようフォーカス表示する。 
※現在値がない場合は売最良気配、買最良気配の
間を中心とする 

１    板注⽂の機能 

１    
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9 マーケット 

9.1  マーケットについて 

「マーケット」画面では、各種指標、ニュースや市況、手口や清算値などをご確認いただけます。 

１    

２    
１    

「主要指標」「ニュース／市況」「手口／清算値」
タブをタップするか画面をフリックすると、表示
する情報を切り替えられます。 

表示する情報の切り替え 

２    情報の更新 

「更新」ボタンをタップすると、表示される情報
が最新の状態に更新されます。 
※「引っ張って更新」することもできます。 
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9.2  主要指標 

「主要指標」タブでは、国内および海外の主要な指標等の現在値をご確認いただけます。 

１    

１    

「サマリー」「国内指標」「海外指標」「為替レート」
のボタンをタップすると、表示する指標の種類を
切り替えることができます。 

指標等のタブの切り替え 

2222    

右側に「＞マーク」のある「サマリー」「国内指標」
「海外指標」をタップすると、タップした指標の
チャートが表示されます。 

主要指標のチャート表示 

3333    

「指標一覧」ボタンをタップすると、主要指標の
一覧画面が表示されます。 

主要指標の一覧表示 

2222    

3333    
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9.3  ニュース／市況 

「ニュース／市況タブ」では、最新のニュースや先 OP の市況コメント等がご確認いただけます。 

  １    

「サマリー」「先 OPOPOPOP 市況」「国内市況」「海外・為
替」ボタンをタップすると、表示を切り替えるこ
とができます。 

「ニュース」「先 OP 市況」等の切り替え 

１    

一覧をタップすると、本⽂が表
示されます。 

２    

２    

一覧には、ニュースなどのタイトルが表示されま
す。 

タイトルをタップすると、本⽂が表示されます。 

詳細な内容の表示 

３    

３    

本⽂では、「前へ」「次へ」ボタンをタップすると
表示する本⽂を切り替えることができます。 

また、「閉じる」ボタンをタップすると、本⽂を閉
じ一覧画面に戻ります。 

または、フリックでも画面を切り替えることがで
きます。 

本⽂の切り替え 
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9.4  手口／清算値  

１    

１    

「手口」「建玉」「清算値」「SQ 値」ボタンをタッ
プすると、表示する情報を切り替えることができ
ます。 
 
■手口 
各証券会社がその⽇の⽴ち会いでどれだけの売買
を⾏ったかが表示されます。左側に売り注⽂の枚
数が表示され、右側に買い注⽂の枚数が表示され
ます。 

 

■建⽟ 
各証券会社が建⽟をどれだけ保持しているかが表
示されます。左側に売建⽟の枚数が表示され、右
側に買建⽟の枚数が表示されます。 

 
■清算値 
証拠⾦を計算する時などに⽤いる、清算値の一覧
が表示されます。 

 
■SQ 値 
各限月の SQ 値が表示されます。 

表示する情報の切り替え 
「手口」「建玉」 

「清算値」 「SQ 値」 

ボタンをタップすると、表示する銘柄を
以下から選択することができます。 
 
・⽇経 225 先物期近 
・⽇経 225 先物期先 
・ミニ⽇経 225 先物期近 
・ミニ⽇経 225 先物期先 
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10 建玉・照会 

10.1  建玉・照会画面について 

建⽟・照会画面では、建⽟、注⽂の履歴、約定履歴などをご確認いただけます。 

  １    

「建玉一覧」「注文照会」「約定履歴」「決済明細」
タブをタップするか画面をフリックすると、表示
する情報を切り替えられます。 

表示する情報の切り替え 

１    

２    

２    情報の更新 

「更新」ボタンをタップ、「引っ張って更新」する
と、表示される情報が最新の状態に更新されます。 
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10.2  建玉一覧 

  

１    

１    

「一括表示」ボタンをタップすると、同じ銘柄で
同じ建区分の建⽟が合計された状態の建⽟が一覧
表示されます。 
「個別表示」ボタンをタップすると、約定ごとの
建⽟が一覧表示されます。 

建⽟表示の切り替え 

２    

２    建⽟の一括決済 

「一括決済」ボタンをタップすると、「9.3 一括建
⽟決済」画面を表示します。「一括建⽟決済」画面
では、指定した商品の建⽟を一括で決済すること
ができます。 

建⽟をタップ 

３    

建⽟をタップすると、ダイアログが表示されます。 
ダイアログのボタンをタップすると、それぞれ以
下の操作を⾏うことができます。 
 
■決済注文 
タップした建⽟の決済注⽂画面を表示します。 
(6.2 決済注⽂の流れ) 
 
■スピード注文 
最短ワンタップで成⾏注⽂ができます。 
 
■板注文 
注⽂数量の板画面を⾒ながら注⽂ができます。 
(8.2 板注⽂による発注) 
 
■詳細 
「10.4 建⽟詳細」画面を表示します。 
 
■個別銘柄 
「個別銘柄」画面を表示します。タップした建⽟
の銘柄の、気配値やチャートなどをご覧いただけ
ます。 

建⽟ダイアログ 

３    
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10.3  一括建玉決済 

 
「一括建⽟決済指定」画面では、指定した商品の建⽟すべてに対して、一括で決済注⽂を発注するこ
とができます。 
※一括建⽟決済では、J-NET クロスを優先とした注⽂を発注することはできません。 

１    

２    

３    

４    

１    

チェックボックスをチェックして、一括決済する
商品を選択します。商品は一度に複数選択するこ
とができます。 

決済する商品を選択する 

２    執⾏条件を選択する 

「成⾏（FAK）」または「最大指値」のボタンを
タップして、執⾏条件を選択します。 

３    

テキストボックスをタップして取引パスワードを
⼊⼒します。 
「保存」のチェックボックスをチェックすると、
⼊⼒した取引パスワードが保存され、次回以降の
⼊⼒を省略することができます。 

取引パスワードの⼊⼒ 

４    

「確認」ボタンをタップすると、決済内容の確認
ダイアログが表示されます。 
確認ダイアログで「一括決済」ボタンをタップす
ると、一括決済注⽂が発注されます。 

一括決済注⽂の発注 ５    

５    
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10.4  建玉詳細 

「建⽟詳細」画面では、建⽟の詳細な情報をご覧いただけます。 

  

１    

１    

「決済注文」ボタンをタップすると、建⽟の決済
注⽂画面を表示します。(6.2 決済注⽂の流れ) 

建⽟を決済する 
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10.5  注文照会 

「注⽂照会」画面では、当⽇の取引の注⽂を一覧でご覧いただけます。 

  
１    

注⽂をタップ 

「絞込・並替」ボタンをタップ 

３    

４    ５    

１    

「絞込・並替」ボタンをタップすると、[2]絞込・並替ダイアロ
グが表示されます。 
ダイアログでいずれかのボタンを選択して「確定」ボタンをタ
ップすると、注⽂の絞り込みと並び替えを⾏うことができます。 
 
■絞込 
一覧に表示する注⽂の種類を選択します。（未約定）がついたボ
タンを選択すると、未約定の注⽂のみ一覧に表示します。 
 
■並替 
どちらかのボタンをタップして、一覧の並び順を選択します。 

２    注⽂の絞り込みと並び替え 

２    

３    

「一括取消」ボタンをタップすると、注⽂一括取消画面を表示
します。（10.6 注⽂一括取消） 

一括取消 
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10.6  注文一括取消 

注⽂一括取消では、指定した商品の注⽂を一括で取消すことができます。  

４    

「注文訂正」ボタンをタップすると、注⽂訂正画
面を表示します（6.4 注⽂訂正の流れ） 

注⽂の訂正 

５    

「取消確認」ボタンをタップすると、取消確認画
面が表示されます。 
取消確認画面で取引パスワードを⼊⼒し、「注文取
消」ボタンをタップすると、注⽂を取消すことが
できます。 

注⽂の取消 

１    

１    

チェックボックスをチェックして、注⽂取消する
商品を選択します。商品は一度に複数選択するこ
とができます。 

注⽂取消する商品を選択する 

２    

２    

テキストボックスをタップして取引パスワードを
⼊⼒します。 
「保存」をチェックすると、⼊⼒した取引パスワ
ードが保存され、次回以降の⼊⼒を省略すること
ができます。 

３    

「確認」ボタンをタップすると、取消内容の確認ダ
イアログが表示されます。 
確認ダイアログで「一括取消」のボタンをタップす
ると、一括取消が実⾏されます。 

注⽂の取消 

取引パスワードの⼊⼒ 

３    
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10.7  約定履歴  

約定履歴をタップ 

「絞込」ボタンをタップ 

１    

２    

１    

「絞込」ボタンをタップすると、期間指定画面が
表示されます。期間指定画面で期間を指定すると、
一覧に表示する約定履歴の期間を絞り込むことが
できます。 

約定履歴の絞り込み 

３    

２    

「開始日」または「終了日」をタップすると、⽇
付を変更することができます。 
⽇付を変更し「決定」ボタンをタップすると、指
定した有効期間の約定履歴が一覧に表示されま
す。 

期間の指定 

３    

一覧で約定履歴をタップすると、約定の詳細な情
報が表示されます。 

約定詳細の表示 

「約定履歴」画面では、指定された期間の約定内容をご覧いただけます。 
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10.8  決済明細  

「決済明細」画面では、指定された期間の決済取引の詳細をご覧いただけます。 

1111    

「決済明細」タブをタップすると、決済取引の一
覧が表示されます。 

決済明細一覧の確認 
 

2222    決済明細の詳細 

決済明細をタップすると、決済明細の詳細が表示
されます。また、「絞込・並替」をタップすると 
表示方法を変更できます。 
■絞込 
商品や⽇付を指定して表示させることができま
す。 
■並替 
建⽇や決済⽇などの並び順を選択します。 
 

2222    

4444    

3333    

3333    

4444    

「決済明細」をタップすると、取引の詳細が表示
されます。 

決済明細 
 

１    
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11 その他の機能 

11.1  メニュー 

便利な機能へのリンクが一覧となった画面です。アプリの各種設定やサーバーメンテナンス情報の確認などは、こ

ちらから⾏うことができます。  
■オプション一覧 
オプションの詳細を権利⾏使価格ごとにご確認できま
す。 
 
■スピード注⽂ 
最短ワンタップで指値・成⾏注⽂が発注できます。 
 
■振替指示 
先物・OP 口座と証券総合口座の余⼒をそれぞれ、振替
えることができます。 
 
■振替履歴 
振替履歴を一覧で確認できます。 
 
■板注⽂ 
タップして指定した価格で発注できます。 
 
■決済明細 
建⽟の決済明細の一覧が確認できます。 
 
■受⼊証拠⾦履歴 
受⼊証拠⾦の履歴をご確認できます。 
 
■設定 
自動更新の間隔や取引パスワードの保存など、アプリ
の各種設定を⾏うことができます。 
 
■WEB サイトへ 
ブラウザで弊社の WEB サイトを表示します。 
 
■ご利⽤に際して 
ご利⽤に際してお客さまの助けとなる様々な情報がご
覧できます。 
 
■ログアウト 
ログアウトし、ログイン画面を表示します。 
 
■重要なお知らせ 
お客さまへ宛てた重要なお知らせが確認できます。 

■建⽟一覧 
「建⽟・照会」画面の「建⽟一覧」タブを表示します。 
 
■注⽂照会 
「建⽟・照会」画面の「注⽂照会」タブを表示します。 
 
■約定履歴 
「建⽟・照会」画面の「約定履歴」タブを表示します。 
 
■口座情報 
お客さまの口座の詳細な情報をご確認できます。 
 
■登録銘柄 
リストに登録した銘柄の現在値をご確認できます。 
 
■個別銘柄 
「⽴会気配値（板）」、「価格」、「チャート」など、銘柄
の詳細な情報をご確認できます。 
 
■マーケット 
各種指標、ニュースや市況、手口や清算値などをご確
認できます。 
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11.2  受⼊証拠⾦履歴 

お客さまの受⼊証拠⾦の履歴をご確認いただけます。  

「絞込」ボタン
をタップ 

２    

１    

「絞込」ボタンをタップすると、期間指定画面が
表示され、一覧に表示する受⼊証拠⾦履歴の期間
を絞り込むことができます。 

受⼊証拠⾦履歴の絞り込み ２    

「開始日」または「終了日」をタップすると、⽇
付を変更することができます。 
「決定」ボタンをタップすると、指定した有効期
間の受⼊証拠⾦履歴が一覧に表示されます。 

期間の指定 

３    

画面をフリックすると、画面外の領域を表示する
ことができます。 

１    

表示領域の移動 

３    

フリックで表示領域を移動 
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11.3  オプション一覧 

オプションの詳細を権利⾏使価格ごとにご確認いただけます。 

 

1111    

4444    

3333    

１ 

表示項目の切り替え 

コールおよびプットのタイトル項目に表示されて
いる項目名をタップすると、設定画面で登録した
タイトル項目の組み合わせと切り替えることがで
きます。 

2 

権利⾏使価格ボタン 

「権利⾏使価格」ボタンをタップすると、表示す
るオプションの権利⾏使価格を全て表示と設定画
面で⼊⼒した絞り込み範囲内の表示を切り替える
ことができます。 

3 

設定ボタン（→11.4 オプション一覧の設定） 

「設定」ボタンをタップすると、設定画面が表示
されます。 

オプション限月の切り替え 

画面左上のオプションの限月名が表示されたボタ
ンをタップすると、表示する限月を切り替えるこ
とができます。 

4 
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11.4  オプション一覧の設定 

 

  
「絞り込み」では、表示する権利⾏使価格の価格
帯を変更することができます。 
「権利⾏使価格並び順」では、権利⾏使価格表示
の昇順、降順を切り替えることができます。 

権利⾏使価格の表示設定 
 

1 

コールおよびプットの表示項目設定状況 2 

コールおよびプットのタイトル部分に表示される
4 ページ分の項目のご確認ができます。 

表示項目の編集ボタン 3 

「表示項目を編集」ボタンをタップすると、表示
項目選択画面が表示され、コールおよびプットの
タイトル部分に表示される項目の変更ができま
す。（→［4］変更ページの選択） 

1 

2 

3 
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「表示項目選択」画面では、オプション一覧に表示する項目を任意に選ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

オプション一覧の表示項目の中で、変更したいペ
ージをタップします。 

変更ページの選択 

4 

６ 5 

５ 

⻘ボタンをタップすると、タップした項目のみを
削除することができます。 
「クリア」ボタンをタップすると全項目を削除す
ることができます。 
 

表示項目の削除 

6 

表示したい項目をタップすると、タップした項目
をオプション一覧に追加することができます。 

表示項目の指定 7 

「OK」ボタンをタップすることで、登録が完了
します。 

表示項目の登録 

７ 
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11.5  口座情報 

余⼒や受⼊証拠⾦など、口座の詳細な内容をご確認いただけます。  

１    
タブをタップし
て切り替え 

１    

「通常」「詳細」のタブをタップすると、通常表示
と詳細表示を切り替えることができます。 

「通常」「詳細」表示の切り替え 
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11.6  設定 

アプリの各種設定を⾏います。  

■自動更新 
「あり」を選択すると、各画面の情報が自動で更新されるよ
うになります。「なし」を選択した場合は、自動更新は⾏われ
ません。 
※自動更新が⾏われるのは、一部の画面になります。 
 
■更新間隔 
スライダーを左右に動かすか「－」「+」ボタンをタップする
と、自動更新の更新間隔を変更することができます。 
 
■J-NET クロス初期設定 
J-NET クロス取引の設定を変更することができます。 
 
■取引パスワードを保存 
「取引パスワードを保存」のチェックボックスをチェックす
ると、取引パスワードの⼊⼒を省略することができます。 
 
■取引パスワード 
取引パスワードを保存する場合、テキストボックスをタップ
して取引パスワードを⼊⼒します。 
 
■注⽂時確認画面省略 
「注文時確認画面省略」のチェックボックスをチェックする
と、注⽂を発注する際に確認画面を省略することができます。 

２    

１    アプリの各種設定 

１    

「ユーザーネーム」「口座番号」の
タブをタップすると、ログイン設定
の⼊⼒欄が切り替わります。 

２    

「ユーザーネーム」「口座番号」のタブをタップすると、ログ
イン設定の⼊⼒欄が切り替わります。 

 
■ユーザーネーム 
テキストボックスをタップして、「ユーザーネーム」と「ログ
インパスワード」を⼊⼒します。 
 
■口座番号 
テキストボックスをタップして、「口座番号」「モバイルパス
ワード」を⼊⼒します。 
 
※「保存」のチェックボックスをチェックすると、⼊⼒した
値が保存され、ログイン時に⼊⼒を省略することができます。 
※「自動ログイン」チェックボックスをチェックすると、ア
プリ起動時とセッションタイムアウトした場合に、自動でロ
グインされるようになります。 

ログイン設定 
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3333    

変更したいメニューを
タップすると、変更可能
なアイコンが表示され
ます。 

グローバルメニュー設定 

グローバルメニューの設定の「変更」ボタンをタップすると、
グローバルメニューの並び替え・変更ができます。 
 
⼊れ替えたいグローバルメニューのアイコンをタップする
と、アイコンが選択状態となり、その状態で並び替え・変更
をしたいアイコンを再度タップすると、アイコンが⼊れ替わ
ります。 
 
※「メニュー」アイコンの削除はできません。 
※グローバルメニューの表示数は、6 個が必須です。 
※「初期設定に戻す」ボタンをタップすると、初期化されま
す。 

３    
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11.7  振替指示 

先物・OP 口座から総合口座、または総合口座から先物・ＯＰ口座への余⼒の振替を⾏うことができます。 

 

  

先物・ＯＰ口座から総合口座へ振替ができます。 

１    総合口座への振替 

１    

２    

３    

２    

テキストボックスをタップして、振替を⾏う⾦額
を⼊⼒します。 

振替指示⾦額の⼊⼒ 
 

３    取引パスワードの⼊⼒/振替の実⾏ 

テキストボックスをタップして、取引パスワード
を⼊⼒します。 
※設定画面などで取引パスワードを保存している
場合は、取引パスワードが自動で⼊⼒されます。 
 
振替指示⾦額と取引パスワードを⼊⼒して、「確
認」ボタンをタップすると、確認画面が表示され、
確認画面で「振替実⾏」ボタンをタップすると、
振替が実⾏されます。 

4444    

5555    

6666    

4444    先物・ＯＰ口座への振替 

総合口座から先物・ＯＰ口座へ振替ができます。 

5555    振替以外の機能 

「⼊⾦」ボタンをタップすると即時⼊⾦サービス
をご利⽤できます。また、「出⾦」ボタンをタップ
すると、ご登録⾦融へ出⾦ができます。 

6666    振替内容選択 

振替⽇を指定して振替ができます。 
選択後は、振替⾦額と取引パスワードを⼊⼒して
ください。 
※追証/損⾦発⽣時は当⽇扱いを選択ください。 
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11.8  振替履歴 

証券総合口座と先物・OP 口座の、証拠⾦等の振替履歴を確認できます。 

 

１    

２    

1111    

「振替履歴」ボタンをタップすると、振替の詳細
履歴が確認できます。 

振替履歴の確認 
 

2222    振替履歴の設定 

振替履歴の画面で「絞込・並替」ボタンをタップ
すると、振替履歴設定画面が表示されます。 
 
■絞込 
一覧に表示する履歴について、期間などを選択し
て表示させることができます。 
 
■並替 
受付⽇時や振替⽇時などの並び順を選択します。 
 


