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1. はじめに 

1-1   アプリをインストールする 

[ライブスターＦＸ]をインストールします 

[Google Play ストア]
をタップします。 

[ライブスター証券]
を検索します。 

[ライブスター証券]
をインストールし
ます。 
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1. はじめに 

1-2 メニュー画面 

通信料について 

通信料はお客様負担となります。 
ご利用の際はパケット定額制をお勧
めいたします。 

ニュース 

ヘッドラインが表示されます。 

※記事内容を確認するにはログインが必要です。 

口座状況 

現在の口座状況が表示されます。 

※口座状況を見るにはログインが必要です。 

注文一覧 

未約定の注文詳細の確認・訂正・取消ができます。 

※注文一覧を見るにはログインが必要です。 

入出金 

入出金の詳細や入金先口座の確認、出金依頼登録
ができます。 

※入出金を行うにはログインが必要です。 

明細 

注文履歴明細、入出金履歴明細の確認ができます。 

※明細を見るにはログインが必要です。 

お知らせ 

ライブスター証券からのお知らせを確認できます。 

※お知らせを見るにはログインが必要です。 

スワップ証拠金 

現在のスワップポイント、取引証拠金の確認ができ
ます。 

※スワップ証拠金を見るにはログインが必要です。 

設定 

表示する通貨ペア等の設定ができます。 

レート 

各通貨ペアの現在レートをご確認いただけます。 

※注文を行うにはログインが必要です。 

チャート 

チャートが表示されます。チャート設定ボタンか
ら、各種変更ができます。 

タップするとトップ画面（メニュー画
面）が表示されます。 

メニュー 

iサイクル２取引 

iサイクル２取引の設定画面が開きます。 

※メニューを開くには確認するにはログインが必
要です。 
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1-3 ログイン画面 

1. はじめに 

メニュー画面右上の[ログイン]をタップすると、ログイン画面が表示されます。 

ログインＩＤ入力エリア 

郵送された「口座開設手続き完了のご案内」に記
載されたログインＩＤを入力します。 

[パスワード問い合わせ]機能で取得したパスワー
ドを入力します。 

パスワード入力エリア 

ログインＩＤ・パスワード保存設定 

ログインＩＤ・パスワードの保存設定ができます。 

パスワードをお忘れの方（再発行） 

ログインＩＤ入力エリアにログインＩＤを入力後、
タップするとパスワードのお問い合わせ画面が表示さ
れます。 

[お問い合わせ]ボタンをタップすると、ご登録メール
アドレス宛てにパスワードが送信されます。 

ログイン 

ログインＩＤとパスワードの入力後、タップするとロ
グインができます。 

入力時のご注意 

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

契約締結前交付書面の再同意画面 

金融商品取引に関する重要な事項について、再同意の画面が表示されることがござい
ます。書面の内容をよくお読みいただいた上で、同意を行っていただけますようお願い
いたします。 

「交付書面内容の再確認へ」ボタンをタップし書面が表
示された後、チェックボックスをタップして、ログインしてく
ださい。 

確認ボタンをタッ
プし、「内容を確
認、同意する」を
タップしてログイ
ンしてください。 

■ご確認いただく書面の画面 
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1-4 画面を切り替える 

1. はじめに 

タブバーの各ボタンをタップし、画面を切り替えます。 

レート チャート ポジション メニュー 
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2. 取引（トレード） 

2-1 レート画面 

タブバーの[レート]をタップします。 

通貨ペア表示 

(売)Bidレート 

O/H/L/Change 

設定した通貨ペア順に表示します。 

タップすると、新規注文画面に切り替わります。 

表示順の変更も可能です。 

売り注文で適用されるレートです。 

(買)Askレート 

買い注文で適用されるレートです。 

本日の売りレートの始値(Open)、高
値(High)、安値(Low)、前日比
(Change)です。 

オープンレートについて 

画面上のオープンレートは米国標準時
間適用時は7:00（サマータイム適用時
は6:00）です。 

レート画面切り替えタブバー 

3種類のレイアウトから表示形式を選択することができます。 

レート 
チャート×2画面 

レート 
ニュース画面 
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2. 取引（トレード） 

2-2 新規注文画面 

レート 
チャート×2画面からの注文 

レート 
ニュース画面からの注文 

レート 
チャート×1画面からの注文 

レート画面より、取引したい通貨ペアをタップすると、新規注文画面が表示されます。 

※レート画面内のチャートをタップすると、チャート画面に切り替わります。 

スリッページと 
許容スリップについて 

スリッページとは、注文を出した際に
表示されていたレートと約定したレー
トが乖離することです。また、許容ス
リップとは、この乖離の範囲を設定す
る機能です。 

注文種別 

選択した注文種別が表示されます。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

注文数量 

許容スリップ 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数量表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

[－][＋]ボタンで数値を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。
※許容スリップはクイックトレードの
み有効な機能です。 

注文確認画面の切り替え 

[する]を選択した場合、[売レート][買
レート]をタップ後、確認画面が表示さ
れます。[しない]を選択した場合、[売
レート][買レート]をタップ後、確認画面
が表示されず、約定が行われます。 

売レート 

買レート 

タップすると売注文が発注されます。 

タップすると買注文が発注されます。 

クイックＯＣＯ注文設定 

[する]を選択した場合、設定した利食い

幅・損切り幅で、決済ＯＣＯ注文が発
注されます。 
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2. 取引（トレード） 

2-3 決済注文画面 

タブバーの[ポジション]をタップします。 

決済したいポジションをタップすると、決済注文画面
が表示されます。 

ポジションを一括で決済したい場合は、[集計]をタップ
します。 

ポジション集計について 

ポジション集計画面は、通貨ペ
ア、売買区分別に集計され、対
象のポジションをタップするこ
とで、一括決済ができます。 

注文種別 

選択した注文種別が表示されます。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

注文数量 

許容スリップ 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数量表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

[－][＋]ボタンで数値を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。
※許容スリップはクイックトレードの
み有効な機能です。 

注文確認画面の切り替え 

[する]を選択した場合、[売レート][買
レート]をタップ後、確認画面が表示さ

れます。[しない]を選択した場合、
[売レート][買レート]をタップ後、

確認画面が表示されず、約定が
行われます。 

売（買）レート 
タップすると売（買）注文が発注さ
れます。 

決済予定損益 

決済後の予定損益が表示されます。 



10 

2. 取引（トレード） 

2-4 クイックトレード（成行）をする 

注文種別 

選択した注文種別が表示されます。
[クイック]を選択します。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

注文数量 

許容スリップ 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数量表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

[－][＋]ボタンで数値を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。
※許容スリップはクイックトレードの
み有効な機能です。 

注文確認画面の切り替え 

[する]を選択した場合、[売レート][買
レート]をタップ後、確認画面が表示さ

れます。[しない]を選択した場合、
[売レート][買レート]をタップ後、

確認画面が表示されず、約定が
行われます。 

売（買）レート 

タップすると売（買）注文が発注さ
れます。 

注文確認画面の切り替えで、
[する]を選択している場合、下
記の確認画面が表示されます。 

売（買）レート 

タップすると売（買）注文が発注さ
れます。 

クイックＯＣＯ注文設定 

[する]を選択した場合、設定した利食い

幅・損切り幅で、決済ＯＣＯ注文が発
注されます。 



11 

2. 取引（トレード） 

2-5 指値・逆指値注文をする 

注文種別 

選択した注文種別が表示されます。
[指値]を選択します。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

売買区分 

執行条件 

[売]または[買]を選択します。 

[指値]または[逆指値]を選択します。 

指定レート 

注文の内容を確認後、タップすると、
確認画面へ切り替わります。 

注文の有効期限を指定できます。 

[当日] メンテナンス開始時間まで有効 

[無期限] 注文をキャンセルするまで有効 

[指定] 任意の期間で指定が可能 

注文ボタン 

タップすると指値（逆指値）が発注
されます。 

※指値注文は、現在レートより有利なレートを指定する注文です。 

※逆指値注文は、現在レートより、不利なレートを指定する注文です。 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

有効期限 

注文確認 
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2. 取引（トレード） 

2-6 ＩＦＤ注文をする ※ＩＦＤ注文は、新規注文と当該新規注文が約定した際の保有ポジションに対する決済注文を同 

 時に出せる注文です。 

注文種別 

選択した注文種別が表示されます。
[ＩＦＤ]を選択します。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

売買区分 

執行条件 

[売]または[買]を選択します。 

[指値]または[逆指値]を選択します。 

指定レート 

注文の有効期限を指定できます。 

[当日] メンテナンス開始時間まで有効 

[無期限] 注文をキャンセルするまで有効 

[指定] 任意の期間で指定が可能 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

有効期限 

IFD-1 新規 IFD-2 決済 

執行条件 

[指値]または[逆指値]を選択します。 

指定レート 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文確認 

注文内容の設定完了後、タップする
と、確認画面へ切り替わります。 
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2. 取引（トレード） 

2-7 ＯＣＯ注文をする ※ＯＣＯ注文は、2種類の注文を同時に発注し、片方が約定するともう片方が自動的に取り消しと
なる注文です。新規注文時、決済注文時の両方で利用できます。 

注文種別 

選択した注文種別が表示されます。
[ＯＣＯ]を選択します。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

売買区分 

執行条件 

[売]または[買]を選択します。 

[指値]または[逆指値]を選択します。 

指定レート 

注文の有効期限を指定できます。 

[当日] メンテナンス開始時間まで有効 

[無期限] 注文をキャンセルするまで有効 

[指定] 任意の期間で指定が可能 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

有効期限 

OCO-1 OCO-2 

執行条件 

[指値]または[逆指値]を選択します。 

指定レート 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文確認 

注文内容の設定完了後、タップする
と、確認画面へ切り替わります。 

売買区分 

[売]または[買]を選択します。 
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注文種別 

選択した注文種別が表示されます。
[ＩＦＤ]を選択します。 

選択した通貨ペアが表示されます。 
通貨ペア 

売買区分 

執行条件 

[売]または[買]を選択します。 

[指値]または[逆指値]を選択します。 

指定レート 

注文の有効期限を指定できます。 

[当日] メンテナンス開始時間まで有効 

[無期限] 注文をキャンセルするまで有効 

[指定] 任意の期間で指定が可能 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

有効期限 

IFDO-1 新規 IFDO-2 決済 

指定レート 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 

数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

執行条件 

逆指値、またはトレールを選択します。 

※トレール幅は60～999の間で指定で
きます。 

指定レート 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、直
接数値を入力することもできます。 

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

2-8 ＩＦＤＯ注文をする 

2. 取引（トレード） 

IFDO-3 決済 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、直
接数値を入力することもできます。 

注文確認 

注文内容の設定完了後、タップする
と、確認画面へ切り替わります。 
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2-9 ｉサイクル２取引をする 

2. 取引（トレード） 

メニュー内の「iサイクル２取引」をタップし、iサイクル注文のメニュー画面を開きます。 

①≪通貨ペア≫ 
 お取引を行う通貨ペアを選択します。 
②≪ボラティリティ参考期間≫ 
 ボラティリティ参考期間を選択します。 
 ※ボラティリティ参考期間とは？ 
③≪想定変動幅≫ 
 想定変動幅を入力します。 
 ※想定変動幅とは？ 
④≪売買区分≫ 
 買・売またはトレンド方式を選択します。 
⑤≪対象資産≫ 
 対象資産を入力します。 
 ※対象資産とは？ 
⑥≪計算ボタン≫ 
 入力した内容で自動計算を行います。 

取引条件入力画面 

入力内容確認画面 

変動幅の設定は、「参考期間（選択
式）」を選択する事により、過去の実
績から「想定変動幅」の参考値をシス
テムが自動算出します。また、任意の
pips(数値を入力することも可能です。 
※左の設定例ですと、任意の数値とし
て想定変動幅を1000pipsとして入力し
ました。 

注文可能ロット数内で設定可能です。 
１注文あたりの注文ロット数を変更す
ることができます。 
※左の設定例ですと、1回の注文で最
大1ロットまでの発注が可能となりま
す。 

対象資産と想定変動幅を元に自
動計算された結果、最適なポジ
ション間隔が表示されます。 

注文画面をタップすることで発
注が完了します。 

●iサイクル 2[新規登録] 
 iサイクル 2取引を新規に登録します。 
 
●iサイクル2[運用中一覧] 
現在登録中のiサイクル2取引を一覧表示します。 
また、運用中のiサイクル2の取消をする場合もこちらのメ
ニューから操作できます。 
 
●iサイクル2[ターゲットレート照会] 
iサイクル2の注文内容の確認画面です 
 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
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2-9 ｉサイクル2で建てたポジションを 
   ⅰサイクル2を使わずに手動で決済する 

約定した注文（ポジション）をタップします。 

決済注文画面が表示されます。決済注文画面内の「注文中取消」の 
「する」を選択し、レートをタップします。 

※保有ポジションが複数あった場合にお
いて、一括決済は出来ません。ポジショ
ン毎の決済が必要となりますので、予め
ご了承ください。 

2-9 ｉサイクル2を取り消す 

レートをタップすると決済注
文が発注されます。 

■ボラティリティ参考期間とは？ 
過去の値動きで、どれくらいの期間で平均値を算出するかを示す値です。選択した期間に
よって、取引条件を算出する際の想定変動幅が自動で入力されます。 

■想定変動幅とは？ 
取引条件を算出した際、ポジションにおける指値から逆指値までの幅を示します。入力し
た変動幅、対象資産を元に算出された最適な注文が自動計算されます。ただし注文後のレ
ート変動次第では想定変動幅外に注文が行われることがあります。 

■対象資産とは？ 
iサイクル2で取引をしたい金額を入力します。なお対象資産は、あくまで取引条件を自動
算出する際に参考となる値で、お客様の損失を限定するものではありません。 

iサイクル2取引自体を取り消す場合は、 
メニュー内の「その他」から 
「iサイクル2[運用中一覧]」をタップします。 

取り消したいiサイクル2取引を選択し、「取消確認画面へ」をタップすると
注文の詳細が表示されます。「注文取消」をタップするとiサイクル2が取り
消されます。 

※ご注意※ 
iサイクル2取引を取り消し、運用を停止すると追従機能が停止するため、待機していた 
注文は取り消されますが、 iサイクル2により建てたポジションは決済されずに残ります。
[ポジション一覧]のパネルにて、残っているポジションの確認を行ってください。 
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2. 取引（トレード） 

2-9 ｉサイクル２取引（トレンド方式） 

トレンド方式は、システムがトレンドを見極め、自動的に買い方向（買注文）か売り方向（売注文）を判定します。システムがトレンドの反転を検知すると、それまでの保有
ポジションを成行注文で決済し、トレンドを切り替えて運用を再開します。 

【トレンド方式で切り替える】を選択すると、 
トレンド判断テクニカルが表示されます。 

ここで設定したテクニカル分析で、トレンドが転換したと判断された場合、保有ポジションを
成行決済し、反対方向でiサイクル２取引が運用スタートします。 

■トレンド判断テクニカルの組み合わせパターン 

テクニカル 時間軸 パラメータ トレンド判断 

移動平均線 

4時間足 
短期線： SMA1=150本 
長期線： SMA2=450本 

ゴールデンクロス発生で買方向の判断が行われ、 
デッドクロス発生で売方向の判断が行われる。 
 
転換が発生した後の次に出るローソク足で注文が発動する。 

12時間足 
短期線： SMA1=50本 
長期線： SMA2=150本 

日足 
短期線： SMA1=25日 
長期線： SMA2=75日 

週足 
短期線： SMA1=26週 
長期線： SMA2=52週 

月足 
短期線： SMA1=12か月 
長期線： SMA2=24か月 

MACD 

1時間足 

MA種類： EMA 
MA1： 12 
MA2： 26 
ｼｸﾞﾅﾙ： 9 

MACDとシグナルがゴールデンクロスした場合、買方向の判断が
行われ、デッドクロスした場合、売方向の判断が行われる。 
 
転換が発生した後の次に出るローソク足で注文が発動する。 

12時間足 

日足 

週足 

月足 

テンプレート表示を押すと設定内容でポジション間隔、最大ポジション数が計算されて、 
運用がスタートします。 
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2-9 ｉサイクル2でターゲットレート照会 

iサイクル2取引では、注文を仕掛けた値幅の中で、複数のポジションを保有しながら運用します。 
 
「ターゲットレート照会」では、ポジションが追加されるレートや、利益確定が発生するレートがどのようにセットされているかを 
確認することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いずれかのチェックを入れ 
「ターゲットレート確認画面へ」移動します。 

どのレートに達したら次の注文が発動するか 
注文を仕掛けている状況が一目で確認できます。 
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2. 取引（トレード） 

2-10 注文訂正・取消をする 

メニュー画面より、[注文一覧]をタップすると、注文中一覧画面が表示されます。 

訂正または取消をしたい注文をタップすると、
注文中明細が表示されます。 

[訂正]または[取消]をタップします。 

注文訂正画面 

売買区分 

売買区分の訂正を行えます。 

執行条件の訂正が行えます。 

執行条件 

指定レート 

注文数量 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

注文の有効期限を指定できます。 

[当日] メンテナンス開始時間まで有効 

[無期限] 注文をキャンセルするまで有効 

[指定] 任意の期間で指定が可能 

訂正確認 

訂正内容の設定完了後、タップすると
確認画面が表示されます。 

※注文取消を選択している場合は、[取
消確認]ボタンに切り替わります。 

有効期限 

[－][＋]ボタンで数量を調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 
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3. チャート 

3-1 チャートを表示する 

タブバーの[チャート]をタップします。 

通貨ペア 

通貨ペアを表示します。 

現在レートを表示します。 

現在レート 

O/H/L/Change 

4本値 

本日の売りレートの始値(Open)、高値
(High)、安値(Low)、前日比(Change)を
表示します。 

設定したチャートとテクニカルチャート
を表示します。 

ナビゲーター機能 

－(マイナス)方向へスライドさせると
チャートがズームアウトし、＋(プラス)
方向へスライドさせるとズームインし
ます。 

チャート表示エリア 

時間軸が示しているO(始値)、H(高値)、
L(安値)、C(終値)を表示します。 

レート軸 

レート目盛の表示エリア内でタップする
と横軸が表示され、レートの詳細が確認
できます。 

時間軸 

ローソク足に時間軸を合わせると、4本
値が表示されます。 

現在レート 

現在レートを表示します。 

テクニカルチャート表示エリア 

設定したオシレーター系のテクニカル
チャートを表示します。 

バー表示 

バーを表示すると、通貨ペアの変更や足
種の変更などチャートの設定ができます。 

チャート設定 

チャート表示エリアについて 

チャート表示エリアにはトレンド系の
テクニカルチャートを1つ、テクニカル

表示エリアにはテクニカル系のチャー
トを1つ、合計2つのテクニカルチャー
トを表示できます。 

注文設定 

現在の注文の設定状況（クイックＯＣ
Ｏ、確認画面表示、利食い幅・損切り
幅、有効期限）を表示します。 

注文設定ボタン 

注文の設定（クイックＯＣＯ、確認画面
表示、利食い幅・損切り幅、有効期限）
を行います。 
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3. チャート 

3-2 通貨ペア・足種を変更する 

[バーを表示]をタップします。 

通貨ペアを変更する 

タブバーの[通貨ペア]をタップします。 

通貨ペアについて 

通貨ペアは、24種類から選
択することができます。 

表示したい通貨ペアを選択し、
[決定]をタップすると、変更が完
了します。 

足種を変更する 

表示したい足種をタップします。 

足種について 

足種は以下の中から選択可能です。 
 
分足 ：1分 5分 10分 15分 20分 30分 
 
時間足：1時間 2時間 4時間 6時間 8時間 12時間 
 
日足、週足、月足  

例）2時間足を選択したい場合は[2時間]をタップすると、
変更が完了します。 
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3. チャート 

3-3 チャートの種類、Bid(売)/Ask(買)を切り替える 

[バーを表示]をタップします。 

タブバーの[設定]をタップします。 

売買 

表示するチャートのBid(売)レート
/Ask(買)レートを切り替えることが
できます。 

チャートの表示形式をロウソク足/平均足
で切り替えることができます。 

足 

Bid(売)/Ask(買)の切り替えについて 

表示するチャートをAsk(買)に切り替えても、現
在レート表示にある始値(Open)、高値(High)、
安値(Low)、前日比(Change)はBid(売)レートで
の表示となります。 

平均足とは？ 

平均足とは、トレンドを見るために使用されて
いるテクニカルの一種です。形はロウソク足と
似ていますが、平均足の始値は1本前の平均足の

始値と終値の平均値です。また平均足の終値は
高値・安値・始値・終値の平均値となります。
なお、平均足の高値と安値はローソク足と同じ、
その足（期間）の高値と安値となります。 

表示したいチャートをタップすると設定完了です。 



23 

3. チャート 

3-4 テクニカルチャートの設定をする 

[バーを表示]をタップします。 

タブバーの[設定]をタップします。 

テクニカル表示１ 

チャート表示エリア内にトレンド系のテ
クニカルチャートを表示します。 

テクニカル表示エリアにオシレーター系の
テクニカルチャートを表示します。 

テクニカル表示２ 

テクニカル表示１ 

詳細設定 

テクニカルチャートの数値の詳細設定がで
きます。 

テクニカルの種類 

選択したテクニカルの種
類が表示されます。 

各線ごとにテクニカル
チャートの表示/非表示を切
り替えることができます。 

表示切替 

決定 

テクニカルチャートの詳細
設定を終了します。 

数値入力 

[－][＋]ボタンで数量を調
整できます。 
数値表示エリアをタップ
することで、直接数値を
入力することもできます。 

詳細設定 
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4. ニュース 

4-1 ニュースを見る・ニュースの配信元を設定する 

メニュー画面の[ニュース]をタップします。 

ニュースの見出しが表示されますので、
見たいニュースをタップすると、記事
の詳細が表示されます。 

ニュースの配信元を設定する 

ニュース表示設定画面から配信元を選択し、
[決定]をタップして設定を完了します。 

ニュースを見る 

タブバーの[設定]をタップします。 
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5. 口座状況を見る 

5-1 口座状況を見る 

メニュー画面の[口座状況]をタップします。 実効レバレッジ 

有効証拠金に対して何倍の取引を行って
いるか、の目安になります。ポジション
を保有している際、評価損益を加味した
レバレッジを表示し、随時変動します。 

実効レバレッジ 

取引証拠金に対する有効証拠金の割合です。 

（有効証拠金÷取引証拠金）×100 

口座資産 

確定している口座残高を表示します。 

評価損益 

保有ポジションを決済した場合の損益額を表示
します。 

※スポットとスワップは評価損益の内訳です。 

預り評価残高 

口座資産に評価損益を加味した金額を表示
します。 

注文中証拠金 

新規の指値注文などが約定した場合に必要
となる取引証拠金の合計額を表示します。 

出金依頼額 

出金依頼額の合計を表示します。 

有効証拠金 

個人口座：預かり評価残高－出金依頼額 

法人口座：預かり評価残高－注文中証拠金－出金依頼額 

取引証拠金 

ポジションを保有するために必要となる証拠金を
表示します。 

※複数のポジションを保有している場合は、合計
額を表示します。 

返還可能額 

表示時点で、出金が可能な金額を表示します。 

不足額 

口座資産を超える損失が発生した場合に金額が表
示されます。 

ロスカット値 

有効証拠金がロスカット値を下回れば、ロスカッ
トが執行されます。 

両建相殺証拠金 

両建てポジションにより減額されている取引証拠
金額を表示します。 

新規注文可能額 

新たにポジションを保有できる金額を表示します。 

ロスカットと強制決済について 

[ロスカット]有効証拠金がロスカット値を下回った場

合、全てのポジションを自動的に成行で決済いたしま
す。  
[強制決済]取引時間終了時において、実効レバレッジ
が25倍を超えている場合、追加証拠金が発生します。
このとき、次の取引時間終了時刻25分前までに追加証
拠金を解消しない場合には、取引時間終了後、全ての
ポジションを成行で決済（強制決済）いたします。た
だし、ロスカットルールが常に優先されます。 
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6. 入出金 

6-1 取引口座に入金をする（マッチング入金とクイック入金） 

取引口座へのご入金方法は以下の2種類があります。 

24時間ご利用可能で、ご入金額が即時にお取引口座に

反映されます。振込手数料は「0円」です。 

クイック入金 

マッチング入金 

マッチング入金口座 

銀行窓口・ATM等から、当社が指定するお客様専用口
座に振込をお願いいたします。振込手数料はお客様
負担となります。 

メニュー画面の[入出金]を
タップします。 

入出金メニューの[振込口座案内]
をタップします。 

マッチング入金を行う 

お客様ごとに専用の振込口座
（マッチング入金用口座）をご用
意しております。「口座開設手続
完了のご案内」にて郵送していま
す。  

金融機関によっては、対応機種の制約がある場合がご
ざいます。お客様ご自身で各金融機関のホームページ
等でご確認ください。 

クイック入金について 
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メニュー画面の[入出金]をタップします。 

入出金メニューの[クイック入金]をタップします。 

サービス操作時のご
注意画面が表示され、
[閉じる]をタップする
と次へ進みます。 

6. 入出金 

6-2 クイック入金をする 

クイック入金を行う 

金融機関選択 

クイック入金に対応した提携金融機
関を表示します。 

入金金額 

入金金額を任意で入力します。 

※最低入金額は5,000円です。 

決定ボタン 

入力内容を確認後、決定ボタンを
タップすると、各金融機関の入金画
面へ遷移します。 

金融機関選択画面 

提携金融機関について 

対応している提携金融機関は12行ご
ざいます（2016年2月現在）。 
 
また、金融機関によって対応機種等
の制約がある場合がありますので、
ご利用いただけない場合もございま
す。 
各金融機関のホームページなどでご
確認ください。 
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メニュー画面の[入出金]をタップします。 

6. 入出金 

6-3 出金をする 

入出金メニューの[出金依頼登録]をタップします。 

出金可能額 

表示時点で、出金が可能な金額を
表示します。 

出金依頼額 

出金依頼額の範囲内で任意の金額を入力します。 

※最低出金額は5000円です（出金可能額が5000円
に満たない場合は、全額となります。） 

全額出金 

出金可能額の全額を出金する場合は、[する]を選
択してください。 

登録確認 

タップすると、出金依頼が確定します。 
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7. 各種設定 

7-1 通貨ペアなどの表示設定/注文設定を変更する 

メニュー画面の[設定]をタップ
します。 

通貨ペアの表示設定/表示順を変更する 

表示設定切り替えボタン 

表示設定/表示順と注文設定を切
り替えます。 

表示切替 

各通貨ペアの「表示」「非表示」
を切り替えます。 

順番を入れ替える 

タップすることで、通貨ペアが上下
で入れ替わります。 

変更 

タップすると、設定した内容で変更
が完了します。 

注文設定を変更する 注文数量 

新規注文の際の注文数量の初期値の設
定を行います。 [－][＋]ボタンで数量を
調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

許容スリップ 
クイックトレード（成行）をする際の
初期値の設定を行います。 [－][＋]ボタ

ンで数量を調整できます。数値表示エ
リアをタップすることで、直接数値を
入力することもできます。 

変更 

タップすると、設定した内容で変更
が完了します。 

[通貨ペア]をタップします。 

クイック注文 
クイックトレード（成行）をする際の
クイックＯＣＯの設定を行います。 

注文確認 
注文時に確認画面を表示するかしない
かの設定を行います。 

利食い幅・損切り幅 
クイックＯＣＯの損切り幅・利食い幅
の設定を行います。 [－][＋]ボタンで数
量を調整できます。 
数値表示エリアをタップすることで、
直接数値を入力することもできます。 

有効期限 
注文の有効期限設定を行います。 
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7. 各種設定 

7-2 レート更新間隔を変更する 

メニュー画面の[設定]をタッ
プします。 

[レート更新間隔]をタップ
します。 

更新間隔を選択し、[変更]
ボタンをタップすると変更
が完了します。 

バッテリー残量について 

自動更新の間隔を短くするほど、
バッテリーの減りが速くなります。 

メニュー画面の[設定]をタッ
プします。 

[パスワード変更]をタップ
します。 

7-3 パスワードを変更する 

現在のパスワード 

現在設定されているパスワードを
入力します。 

新しいパスワード 

新しいパスワードを入力します。 

確認のためのパスワード 

確認のため、新しいパスワードの
入力と同じ内容を入力します。 

変更確認 

タップするとパスワードの変更が
完了します。 
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7. 各種設定 

メニュー画面の[設定]をタッ
プします。 

[メールアドレス変更]を
タップします。 

7-4 メールアドレスを変更する 

現在のメールアドレス 

現在設定されているメールアドレ
スが表示されます。 

新しいメールアドレス 

新しいメールアドレスを入力しま
す。 

確認のためのメールアドレス 

確認のため、新しいメールアドレ
スの入力と同じ内容を入力します。 

変更確認 

タップするとメールアドレスの変
更が完了します。 

7-5 自動ログイン設定を変更する 

メニュー画面の[設定]をタッ
プします。 

[自動ログイン設定]をタッ
プします。 

自動ログインについて 

自動ログインをする場合、端末の
紛失などで、第三者に使用されな
いよう、端末自体のロック機能等
をご利用いただくことをお勧めい
たします。 

自動ログイン設定 

アプリケーションの起動と同時に
ログインするかしないか設定しま
す。 

変更 

タップすると、変更が完了します。 
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7. 各種設定 

メニュー画面の[設定]をタッ
プします。 

[決済注文設定]をタップし
ます。 

7-6 決済注文設定を変更する 

決済注文 

決済注文について、［決済］およ
び［途転］を選択できます。 

決済注文確認 

決済注文時の、確認画面を表示す
るかしないかの設定をします。 

変更 

タップすると設定の変更が完了し
ます。 

途転について 

買い方であれば、買いポジションを決
済すると同時に、新規で同枚数の売り
ポジションを建てることができる注文
方法です。 
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8. 困ったときは 

8-1 ログインについてお困りのとき 

ログインができません 

[閉じる]をタップしてメッセージを消し、

ログインＩＤとパスワードを正しくご入
力の上、再度ログインをお試しください。 
[ログインＩＤ]半角英数字 13桁 
[パスワード] 半角英数字 
※大文字、小文字もご確認ください。 

パスワードを忘れてしまいました 

パスワードをお忘れの際は、[パスワードの問い合わせ]を行ってください。 
（5ページ：1-3 ログイン画面【4】をご参照ください。） 
 
なお、ログインＩＤをお忘れの場合は、郵送にてお送りしました【口座開設手続
き完了のご案内】をご確認ください。 
お手元にない場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。 
 
カスタマーサポート （9：00～17：00土日を除く） 
フリーダイヤル ：0120-805-610（無料） 
携帯電話・ＰＨＳ：0570-550-290（有料） 

パスワードを忘れてしましました 

[閉じる]をタップしてメッセージを消し、

再度ログインＩＤが正しく入力されてい
るかご確認ください。 
 
[ログインＩＤ]半角英数字 13桁 
※大文字、小文字もご確認ください。 

タップしても反応がないとき 

起動しているアプリを一度終了し、再度お試しください。 

セッションがタイムアウトのエラーが表示されたとき 

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

入力エリア等が正しく表示されないとき 

3Ｇ回線の電波やWiFi（無線LAN）の電波

状態が悪く、通信ができない場合、左記
のメッセージが表示されます。この場合、
電波状態のいい場所で再度操作をお試し
ください。 

8-2 使用中にお困りのとき 

起動しているアプリを一度終了し、再度お試しください。 

通信エラーが発生したとき 
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