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NEOTRADE W（株式ログイン）から起動できます。

クリック

当社ホームページにアクセスし、株式ログイン
ボタンからNEOTRADE Wにログインします。

画面左上の「カブ板」アイコンをクリックする
と、カブ板が起動します。

01.起動方法
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②シート一覧

1シートあたり50銘柄、最大40シート
（左右の「 ◀ 」「 ▶ 」で移動）

①
①株価指数

選択した株価指数を3つまで表示
②

③表示切替タブ

表示を4本値、気配ボード、
チャートボード、4本値
ボード、ヒートマップに
切替が可能

③

④移動

ドラッグ＆ドロップで
リストの並び替えが可能

④

⑤

⑤チャート

別ウィンドウで詳細
チャート画面を表示

詳細チャート

02.画面表示
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詳細画面

⑥

⑦注文ボタン

ご希望の「注文区分ボタン」を
クリックすると注文画面を表示

⑦

⑦

⑨

⑩

⑩気配本数切替

気配本数の表示切り替え
（上下5本、上下10本）

配色パターン黒

⑧銘柄登録

銘柄コードを入力し、登録

⑧

上下10本表示

⑥銘柄選択

銘柄名または情報エリアをクリックすると
右の詳細画面に反映

⑨画面設定

配色パターンや文字の大きさを変更

02.画面表示
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銘柄を入力して検索 銘柄情報が表示される

検索マークより銘柄名・銘柄コードを入力し
Enterキーを押して銘柄を選択します。

銘柄を選択すると、銘柄情報がリストに表示されます。
Tabキーを押すと次のリストへの移動します。

お気に入りの銘柄を登録（最大2,000銘柄）しておくことで、
保有していない銘柄でもすぐに株価等の値動きを一覧で確認することができます。

03.銘柄登録
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1シートに50銘柄まで登録できます。
（最大40シート利用できるため2,000銘柄まで登録可能）

前ページの手順で登録が可能

表示形態は5パターンに変更可能

お気に入りの銘柄を登録（最大2,000銘柄）しておくことで、
保有していない銘柄でもすぐに株価等の値動きを一覧で確認することができます。

03.銘柄登録
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銘柄横の買・売り、またはメイン画面右上の注文ボタンから
注文画面を表示させます。

注文画面の表示

表示切替はこちらから
ご選択ください

表示切替

注文状況確認の他、
注文訂正や取消も可能です

注文専用画面が表示されます
残高合計や損益合計、
保有株一覧が確認できます

注文画面は、『シンプル』と『詳細』の二つパターンをご用意しております。
お客様の注文スタイルに合わせた画面に切り替えていただき、ご利用ください。

04.注文画面



9

シンプル 詳細シンプルの場合、注文方法は
成行・指値のみを表示します。

詳細の場合、発注区分と執行条件が
選択できるようになります。

逆指値やIFDなどの特殊注文の他、
不成や寄成、引成などの執行条件も
選択いただけます。

注文画面は、『シンプル』と『詳細』の二つパターンをご用意しております。
お客様の注文スタイルに合わせた画面に切り替えていただき、ご利用ください。

04.注文画面
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クリックで設定画面が開きます。

・注文…注文画面のデフォルト設定
・外観…配色や文字サイズを設定

注文設定は、右上の設定アイコンをクリックし設定画面を開きます。

カブ板の画面内で発注が可能となりました。注文設定よりお客様の用途に合わせて
変更できますので、利用状況に合わせてご活用ください。

05.注文設定
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一般特定

特定

設定した内容が注文画面に反映されます。

特定

外観からは、配色や文字のサイズを
変更できます。

注文画面

設定内容がデフォルトで表示
される。

設定画面

取引PWのみキャッシュ保存
されないため、起動時に入力
および設定が必要です。

カブ板の画面内で発注が可能となりました。注文設定よりお客様の用途に合わせて
変更できますので、利用状況に合わせてご活用ください。

05.注文設定
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銘柄横の注文ボタンから「返」をクリックし、
注文画面を表示させます。

メイン画面右上の「残高照会」をクリックし、
残高から選択し注文画面を選択できます。

返済ボタンの場合 残高照会の場合

※現引・現渡はNEOTRADE Wから
ご注文をお願いいたします。

信用で保有している建玉を返済する場合、返済方法は２つございます。
価格や気配を見ているときは返済ボタン、保有状況を見て選択したいときは残高照会をご利用ください。

06.返済方法
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建玉を保有しているのに「返済可能な建玉がありません」の表示

制度信用の買建を保有している場合、信用区分・売買区分で
「売／制度（6ヶ月）」を選択する必要があります。

「売」に切り替えると
返済建玉が表示される

一括を選択すると同銘柄で保有している
すべての建玉が表示されます

個別を選択すると選択した建玉のみが
表示されます

①信用の残高に切り替える

②一括または個別をクリック
すると注文画面が表示される

返済ボタンの場合 残高照会の場合

信用で保有している建玉を返済する場合、返済方法は２つございます。
価格や気配を見ているときは返済ボタン、保有状況を見て選択したいときは残高照会をご利用ください。

06.返済方法
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メイン

サブ

フリーボードが立ち上がります
フリーボードの表示

フリーボードで表示できるチャートは、
上部メニューより「メイン」と「サブ」
を指定できます。

チャート表示の種類 指定できる項目 表示フィールド

フリーボードでは、銘柄毎に表示形式を4本値・気配・チャートに変更することができます。
チャートは移動平均線・一目均衡表・ボリンジャーバンドから選択できる他、サブチャートも選べます。

07.フリーボード
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カスタムを選択すると、銘柄ごとに表示内容の変更が可能。

「4本値・気配・チャート」のいずれかを選択すると、

すべての銘柄が同表示内容に変わる。

4本値表示 気配表示 チャート表示

※詳細は前ページ参照

表示項目を切り替えます。カスタム

フリーボードでは、銘柄毎に表示形式を4本値・気配・チャートに変更することができます。
チャートは移動平均線・一目均衡表・ボリンジャーバンドから選択できる他、サブチャートも選べます。

07.フリーボード
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チャートボタンをクリック

ラインチャート 折れ線 ポイント＆フィギュア

チャートの起動

銘柄横にあるチャートボタンをクリック
すると、チャートが起動します。

詳細チャート

詳細チャートでは、銘柄ごとのテクニカル分析や対比分析ができます。
まずは、詳細チャートの表示項目や設定をご案内いたします。

08.詳細チャート①
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①

②

②チャート簡易設定

チャートの表示形式や表示項目の変更

①銘柄入力

銘柄を入力し、変更が可能

4本値等の詳細情報をみるための
ウィンドウが表示される

表示期間を選択しなくても
長期間表示させることが可能

転換点 現値ラベル 価格帯別出来高 窓クロスカーソル 前日終値ライン ルーペ 日柄分析チャート表示形式の切替

絶対座標・相対座標 現値ラベル 表示本数 表示期間

詳細チャートでは、銘柄ごとのテクニカル分析や対比分析ができます。
まずは、詳細チャートの表示項目や設定をご案内いたします。

08.詳細チャート①
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③

④

③対比銘柄

現在表示している銘柄と比較したい
銘柄や指数がある場合に利用

④対比銘柄

お気に入り表示はシートに登録し

た銘柄、指数表示は主要指標を表

示し、③同様に対比ができる

詳細チャートでは、銘柄ごとのテクニカル分析や対比分析ができます。
まずは、詳細チャートの表示項目や設定をご案内いたします。

08.詳細チャート①
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指数との比較

個別銘柄以外にも指数と比較するこ

とができます。対比に選択したもの

はラインチャートで表示されます。

ライン描写

チャート分析にご利用いただける
ラインも複数ご用意しております。

チャート分析メニュー

テクニカルメニューでは、様々なチャートをお客様好みの設定に変更することができます。
チャート分析のラインもご用意しておりますのでご活用ください。

08.詳細チャート②
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チャート項目の切替

「移動平均」の項目をクリックすると
赤枠内のように移動平均線が描写される

メインチャートの色変更

ローソク足等のメインチャートの

色を変更できます。

テクニカルメニュー

「＞」をクリックすると設定変更画面が
表示され、ラインの色や太さ等が変更できる
（サブチャートも同様に変更が可能）

テクニカルメニューでは、様々なチャートをお客様好みの設定に変更することができます。
チャート分析のラインもご用意しておりますのでご活用ください。

08.詳細チャート②
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前日終値との騰落率
前日引け時点の5日移動平均と
現値との乖離率

前日引け時点の25日移動平均と
現値との乖離率

業種別の騰落率

クリックする
ヒートマップ表示

各メニュー

ヒートマップでは、登録した銘柄の騰落率を色で表示するため、視覚的に判断することができます。
当日の騰落率以外にも、移動平均乖離率（5日、25日）や業種別を見ることもできます。

09.ヒートマップ
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ヒートマップでは、登録した銘柄の騰落率を色で表示するため、視覚的に判断することができます。
当日の騰落率以外にも、移動平均乖離率（5日、25日）や業種別を見ることもできます。

各業種別の騰落率を表示することが

できます。

普段気にされていない業種も「俯

瞰」することで意外な銘柄が発見で

きるかもしれません。

業種ヒートマップ

09.ヒートマップ
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CSVボタン

CSVボタンをクリックし、エクスポートを選択

CSVデータを作成

データが作成されるので、保存をクリックし
保存されたデータを開く

クリックで開く

CSVデータの出力

CSVデータで、シートごとに銘柄の出力や取り込みができます。
複数の銘柄を登録する際に便利です。

10.CSV登録
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銘柄を追加

登録したい銘柄を入力し、上書き保存する

CSVデータの編集

銘柄コードを入力

保存

CSVデータで、シートごとに銘柄の出力や取り込みができます。
複数の銘柄を登録する際に便利です。

10.CSV登録
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CSVボタンからインポート

CSVボタンをクリックし、インポートを選択。
確認画面が表示されるので、Yesをクリック

CSVデータを反映

保存したシートを選択し「開く」をクリックすると
入力した内容が反映される

保存したCSVデータ

CSVデータの入力

CSVデータで、シートごとに銘柄の出力や取り込みができます。
複数の銘柄を登録する際に便利です。

10.CSV登録
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「編集」からシート名が変更できます

CSVデータの反映

同手順で、別シートにもCSV登録が可能

CSVデータに保存した銘柄が、一覧に表示されます

CSVデータで、シートごとに銘柄の出力や取り込みができます。
複数の銘柄を登録する際に便利です。

10.CSV登録
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設定をクリックします①

「外観」をクリックします②

文字サイズを選択できます③

細かい調整をご希望の場合、キーボードの「Ctrl」と

マウスのホイールを回すことで、表示サイズの拡大・縮小が可能です。
【機能改修予定】 ※2022年11月下旬～12月中旬対応予定

画面サイズや色の調整を行います。

背景色も変更できます

1.画面の文字サイズを調整したい

各種項目において、よくお問い合わせいただく内容についてまとめました。
なお、今後改修予定の内容もございますが、ご要望等ございましたらお気軽にお声をお寄せください。

11.よくあるご質問
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「閉じる」をクリックします①

「ホーム」を押し、画面を更新します②

更新後、再度カブ板をクリックすると開けます③

【機能改修予定】 ※時期未定

カブ板からマーケット情報へ
連携機能を搭載し、利便性を
向上いたします。

ページ上部に銘柄名を入力し、検索します②

2.「セッションが切れましたので、再ログインをお願いします。」と表示が出て開けない

3.各銘柄の詳細情報を調べたい場合は、マーケット情報をご利用ください

マーケット情報をクリックします①
詳細ボタンを押すと、銘柄詳細が表示されます③

各種項目において、よくお問い合わせいただく内容についてまとめました。
なお、今後改修予定の内容もございますが、ご要望等ございましたらお気軽にお声をお寄せください。

11.よくあるご質問


