


「マーケットスピードCX」は楽天証券国内商品先物取引専用の“Web・トレーディング・アプリ”です。ダイレクトに発注できるレートパネルや、
市況情報、約40種のテクニカルチャートを使った分析機能など、多彩な投資支援ツールを搭載しています。様々な機能を網羅しつつ、シンプ
ル設計でユーザビリティを追求した「マーケットスピードCX」を上手に活用すれば、国内商品先物のトレードにおいて収益チャンスがグンと広
がります。この小冊子では、そんな投資家の心強い味方「マーケットスピードCX」の操作方法をご説明いたします。

高速性・操作性・デザイン性が高次元で融合した取引ツール
「マーケットスピードCX」で広がる自由な投資の世界へようこそ！

「マーケットスピードCX」の特徴

■チャート画面には約40種類のテクニカル分析指標と豊富な描画系機能を搭載。自由な設定変更はもちろん、保存・テンプレート化や
チャート画面からのダイレクト発注も可能

■多彩な取引スタイルに合わせた高カスタマイズ性。ほぼ全ての情報の表示有無・順序をシンプルな操作でスムーズに編集可能

■お好みに合わせて表示画面のレイアウトを作成する「こだわり」モード、あらかじめ当社で画面メニュー項目を作成した「かんたん」モード
の2パターンから選択

お知らせ

グローバルメニュー お気に入りバー 各種設定メニュー
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為替レート/時刻表示 表示モード切替

「モード」の選択 画面右上に配置した「こだわり」「かんたん」ボタンをクリックするこ
とでご希望のレイアウトを選択します。

こだわりモード：画面上を自由にレイアウトできます。最大12画面
の配置が可能です。

かんたんモード：あらかじめ当社で設定したメニューから画面を呼
び出します。

こだわりモードの画面構成

画面レイアウト
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「こだわり」モードではフレーム内に１～12コまでの
画面を配置することができます。

例えば、フレーム内を4分割して使う場合、以下の
様なパターンで画面の配置が可能です。

こだわりモード時の画面レイアウト方法
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※フレーム内を4分割した際
のイメージ

まず最初に、メインメニューも
しくはお気に入りバーから表示
させる画面を選びます。これに
より画面がタブに追加されま
す。

移動させたい画面のタブをド
ラッグしたまま、配置したい場
所にマウスで移動させます。

その際、画面上では右図のよ
うに移動させたい場所にドラッ
グしたままタブをマウスで移動
させると、背景色が青（セン
ター部分に十字線）に変わりま
す。

この状態でドロップすることで、
この場所に画面を配置するこ
とができます。
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かんたんモードの画面構成

メインメニュー 文字サイズ切替

メインンメニュー各項目は、上段の「お気に入り」に登録できます

かんたんモードのメインメニューには「お気に入り」欄があり
ます。情報・注文・取引照会・口座等の各項目から使用頻度
の高い項目をこの「お気に入り」欄に登録することができま
す。

初期設定時には4項目（F1画面、新規注文画面、決済注文
画面、相場表）が登録されております。

各メニューの横に配置された☆印をクリックすることで、お気
に入り欄にそのメニューを登録することができます。登録完
了により黄色い☆印に表示が変更されます。

お気に入りに登録したメニューを削除する場合には、お気に
入り欄の黄色い☆印をクリックします。またお気に入りに登
録した各メニューの順番を入れ替えるには、マウスのポイン
ターを左端によせ、移動させたいメニューをドラッグ＆ドロッ
プすることで表示位置の変更ができます。
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■OS

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Mac 10.9 (Mavericks) 10.10 （yosemite) 10.11 (El Capitan) 

■ブラウザ

7：Internet Explorer 11.0以降

8：Internet Explorer 11.0 以降

8.1：Internet Explorer 11.0 以降

10：Internet Explorer 11.0 以降、Edge

Mozilla Firefox：Ver47.0.1

Google Chrome：Ver53.0

Safari

■CPU
Windows  2.33GHz以上のx86互換プロセッサー
Mac     インテルCore™ Duo 1.83GHz以上のプロセッサー
■メモリ
Windows 128MB以上のRAM,128MB以上のグラフィックメモリ
Mac    256MB以上のRAM、128MB以上のグラフィックメモリ
■ディスプレイ
Windows SXGA（1280×1024ピクセル）以上
Mac    SXGA（1280×1025ピクセル）以上

■インターネット通信速度
1Mbps以上のブロードバンド常時接続回線

本書は2016年9月1日時点の情報を元に構成しています。予告なく
内容が変更される場合がございます。ご了承ください。

「マーケットスピードCX」の推奨動作環境

投資情報

マイページ

注文
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報告書 入出金
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ご利用準備
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こだわり/かんたんモード共通（タイトルバー）

世界時計・為替レート表示エリアです。

世界時計は「東京」「ロンドン」「ニューヨーク」の3地域から選択する
ことができます。

また、この欄に為替レートの表示をすることができます。いずれも
ビット表示で「ドル/円」「ユーロ/ドル」「南アランド/円」「豪ドル/円」
のリアルタイムレートを表示します。

表示欄でクリックすることでプルダウンメニューが表示されます。そ
のメニューからお好みの項目をお選びいただけます。

世界時計・為替レート表示エリアの右隣には、「証拠金不足」ランプ、
「システム障害」ランプが配置されています。

いずれのランプも通常であれば点灯しませんが、「証拠金不足」ラン
プは毎営業日大引け後の取引口座内で証拠金不足が確定した際
に点灯します。証拠金不足の解消により、このランプは消灯します。

「システム障害」ランプは、当社にてシステム障害のお知らせ掲載
のタイミングにあわせて点灯します。この点灯した部分をダブルク
リックすることにより、ポップアップでお知らせ画面を呼び出します。

通常時

証拠金不足確定時

システム障害発生時



「マーケットスピードCX」はどなたも無料でご利用いただけます。さっそくログインしてみましょう。ここでは「 Windows 7」の画面を例にご説明
しています。他のバージョンのOSでは画面が若干異なりますが、基本的な操作は同じです。

「マーケットスピードCX」を体験してみよう！
～ログインまで～

うまくログインできないときは

大文字半角英字と数字の組み合わせです。小文字または全角
文字で入力するとログインできません。

●全角文字になっていませんか？
⇒半角大文字で入力してください。

全角モード

半角モード

●お手元キーボードのNumLockのランプは消えていませんか？
⇒テンキーの機能がOFFになっています。テンキーをお使いに
なる場合はNumLockを押下してランプを点灯させてください。

表示されたログインウィンドウにお客様のログインIDとログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押せば、楽天証券のマーケットス
ピードCX用サーバと接続します。

ログイン

6

ここに「ID」を入力

ここに「パスワード」を大文字、
小文字に注意して入力



「マーケットスピードCX」で投資情報をリアルタイムにＧＥＴ！
情報ベンダー配信のニュースが自動更新！
「ニュース」は、コモディティを専門とする情報ベンダー配信の国内市場概況、ニューヨーク市場概況、経済指標分析、テクニカル分析といっ
たコモディティに関するニュースやアナリストによるコメントなど、各種情報がクリックなどの操作をしなくても、自動的に更新されていきます。
また為替や株式市場の金融市場のニュースも閲覧ができます。

投資情報

情報ベンダーから配信されるニュースをご覧いただけます。

ニュース

各項目で抽出、検索がおこなえます。
本文を表示したい場合はヘッドラインをダブルクリックしてください。

［期間検索］
入力欄右側にあるカレンダーから日付を選択するか、直接日付
(YYYYMMDD)を入力し、【検索】ボタンをクリックして下さい。

［キーワード検索］
キーワードをご入力の上、【検索】ボタンをクリックしてください。

国内商品先物の四本値（始
値・高値・安値・現在値）、前
日比等をご覧いただけます。

画面上でダブルクリック、あ
るいは右クリックによるメ
ニュー表示から注文画面を
呼び出すことができます。

相場表

商品ごとのプライスが始値、高値(売値)、安値(買値)、前日比と合わ
せてリスト形式でご覧いただけます。最大30件の登録が可能です。

画面上でダブルクリック、あるいは右クリックによるメニュー表示から
注文画面を呼び出すことができます。

価格一覧

各商品の複数気配（板情報）をご覧いただけます。最大30件の登録
が可能です。また、5本気配表示、10本気配表示の切替えができま
す。

画面上でダブルクリック、あるいは右クリックによるメニュー表示から
注文画面を呼び出すことができます。

複数気配（板）
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時系列

商品の時系列数値情報(4本値、5日移動平均、25日移動平均等)を
ご覧いただけます。CSV形式のファイルをダウンロードすることも可
能です。



約40種類のテクニカル分析指標にダイレクト発注。
「マーケットスピードCX」のチャートは豊富な機能が満載！

「マーケットスピードCX」は約40種類のテクニカルチャート（計算期間の編集もOK！）が表示できるほか、トレンドラインの描画系機能が利用
できます。もちろんチャートの表示もリアルタイムに自動描画されます。

表示：グローバルメニュー【情報】から「価格チャート」をクリックしてく
ださい。※各画面の右クリックメニューからも表示可能です。
印刷：チャートの画面上の印刷アイコンをクリックしてください。
※凡例、サムネイルチャート、十字カーソルは印刷対象外です。

チャート

チャートの表示・印刷

チャートの拡大・縮小

チャー画面右下にある虫眼鏡アイコンを使用してチャートの拡大、縮
小ができます。
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チャートの足の時間・足種

足の種類は9種類「ロウソク足」、「折れ線」、
「ドット」、「バー」、「平均足」、「陰陽足」、「ポ
イントアンドフィギュア」から選択できます。

ロウソク足
四角形と上下に伸びた直線で構成されてお

り、直線の上端と下端がそれぞれ高値と安値、
四角形の上端と下端が始値と終値を表しま
す。 値上がりのときは陽線、値下がりのとき
は陰線で表します。

アイコン

十字線…縦軸で日付、横軸でレートをご確認いただけます。

トレンドライン…チャート画面上でマウスをドラッグしてラインを
引くことができます。

フィボナッチ3本…フィボナッチラインを描画する場合に選択し
ます。38.2%、50%、61.8%のフィボナッチ級数でラインを描画しま
す。

フィボナッチ5本…フィボナッチラインを描画する場合に選択し
ます。23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%のフィボナッチ級数でラ
インを描画します。

フィボナッチ・アーク(円弧)…フィボナッチに時間軸要素を加え
た「フィボナッチ・アーク」を引けます。アーク(円弧)の水準がサ
ポート、レジスタンスになります。

フィボナッチ・ファン(扇)…高値と安値を結ぶ線の間に扇状の
線を引いて、サポート、レジスタンスを測る「フィボナッチ・ファ
ン」を引くことが可能です。

ローソク足の時間は16種類
「TICK」、「1分足」、「2分足」、「3分
足」、「4分足」、「5分足」、「10分
足」、「15分足」、「30分足」、「1時
間足」、「2時間足」、「4時間足」、
「8時間足」、「日足」、「週足」、「月
足」

折れ線
終値を線でつないだチャートです。

ドット
終値を点で表したチャートです。

バー
高値と安値を結んだ縦線の左側に始値、右側に終値を横線で表し

たチャートです。
平均足

平均足とはロウソク足の発展型であり、ロウソク足を構成する四本
値（始値、高値、安値、終値）のうち、始値と終値について、直近のロ
ウソク足２本分の四本値を平均化して描画しています。平均足はト
レンド追従型のテクニカルとされており、陽線・陰線の転換後、通常
のロウソク足よりもトレンドが継続する傾向があります。

陰陽足
陰陽足が陽転したときは上昇トレンドが始まったとし、陰陽足が陰

転したときは下降トレンドが始まったとした見方をします。短期、中期、
長期の陰陽足はそれぞれ短期、中期、長期のトレンドを見るのに使
います。

ポイントアンドフィギュア
ポイント・アンド・フィギュア（P&F）は、縦横に価格をとり、横軸に時

間の概念が入らない不規則時系列チャートです。価格が一定以上
に動いた場合だけマークをつけることで、価格の小さな値動きにとら
われない大局的な分析をするのに適した指標です。ちなみに上昇
を”×”、下落を”○”で表しています。

チャート画面のメニュー上には、トレンドライン等を描画する各種描
画ツールが配置されています。また、 ボタンをクリックすることで
描画ツールをメニュー下段に追加できます。



テクニカルチャートの表示

凡例のテクニカルチャートをクリックすることで、テクニカル指標の
選択欄を表示します。

水平線…チャート上に水平線を描画できます。アイコンをク
リックし画面上でクリックしてください。水平線の移動はアイコ
ンクリックで描画選択を外し、描画された水平線を選択するこ
とで可能です。

アイコン…“矢印”や“旗”などオリジナルアイコンを描画するこ
とができます。初期設定で78個のアイコンを用意しています。
描画したいアイコンを選択の上、【OK】ボタンで画面を閉じ、画
面上でクリックしてください。

削除…描画したオブジェクトの削除が行なえます。アイコンを
クリックし削除したいオブジェクトをクリックしてください。

全削除…描画した同種類のオブジェクトについて全削除が行
なえます。アイコンをクリックし削除したいオブジェクトをクリッ
クしてください。

描画ツールの表示/非表示…描画ツールの表示と非表示を選
択できます。
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ギャン・アングル…時間1に対して価格が
1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,4,8になる直線を引き、サポートやレジス
タンスを測る「ギャン・アングル」を引けます。

円…チャート上に円を描画できます。アイコンをクリックし画面
上でドラッグして下さい。形状の編集はアイコンクリックで描画
選択を外し、描画された円を選択することで形状の編集が可
能です。

四角形…チャート上に四角形を描画できます。アイコンをク
リックし画面上でドラッグしてください。形状の編集はアイコン
クリックで描画選択を外し、描画された四角形を選択すること
で形状の編集が可能です。

あるいは、チャート画面上で「右クリック」することでメニューが表示
されます。その中にある「トレンド」、「オシレータ」を選択してくださ
い。



トレンド系

マーケットスピードCXで表示可能なテクニカルチャート
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チャート名 表示項目 初期値 概要と基本的な見方

移動平均線

移動平均短期 5
移動平均線は、一定期間の終値平均値を日足なら毎日割り出して、グラフ化したものです。価
格の動きを平均化し、相場のトレンドや勢いを見るのに役立ちます。基本的には価格が移動平
均線よりも上位にある場合は上昇トレンド、下位にある場合は下落トレンド、また移動平均線の
向きが上向きの時は強気局面、横ばいなら方向感のないもみあい局面、下向きなら弱気局面と
考えられます。

移動平均中期 25

移動平均長期 75

一目均衡

転換線 9
一目山人が考案したチャート分析方法です。5種類の線を引き、これらの位置関係を総合的に
見て売買判断をおこないます。一般的に転換線が基準線を上（下）に抜けたら、買い（売り）のシ
グナルといわれます。また、基準線の方向性により中期的なトレンドを判断します。先行スパン1
と先行スパン2で囲まれた部分を「雲」と呼び、その「雲」とローソク足の位置関係により売買判断
をおこないます。遅行スパンがローソク足を上（下）に抜けたら、買い（売り）のシグナルといわれ
ます。このほかにも「波動」や「値幅観測」といった分析方法があります。

基準線 26

スパン 26

回帰トレンド

±2σ 回帰トレンドは一般的なトレンドラインと異なり、高値、安値を結んだりせず任意の期間の値動き
の中心線に回帰直線を引き、その上下に二本づつ標準誤差を加減した線を引いた計五本の線
で分析を行う指標です。

±1σ

FIT

フィボナッチ

相場は前の動きに対しある一定の比率で押し（戻し）の動きをすることがあります。その相場の
押しや戻りの目標価格を推測する手法がフィボナッチ分析です。よく用いられる数値は、61.8％、
50％、38.2％で、強いトレンドの場合、最小の戻し38％前後、弱いトレンドの場合は62％前後が
節目となります。
■「戻り・ザラ場」「戻り・終値」「新値・ザラ場」「基調転換」について
戻り・ザラ場…4本値(始値、高値、安値、終値)で高値、安値を判断し描画します。
戻り・終値…終値のみで高値、安値を判断し描画します。
新値・ザラ場…4本値で描画した1/3, 0.382, 1/2, 0.618, 2/3, 0.764に加え、1.382, 1.618に線を描
画します。
基調転換…表示期間の高値と安値で最初に出現したポイントをスタート地点とし、その地点から
フィボナッチ級数で経過したところに線を描画します。

ボリンジャーバンド

±3σ

25

一定期間の標準偏差にもとづいた株価レンジを移動平均株価の上下にバンドとして描きます。
統計学ではデータが正規分布している場合、±σ（平均値±標準偏差）のなかにデータが入る
確率は約68％、±2σ（平均値±標準偏差×2）のなかにデータが入る確率は95％であることが
知られており、それを活用しています。一般的にバンドが広いところはボラティリティが高く、バン
ドが狭いところはボラティリティが低いことを示します。バンドをはずれた数値を異常値として売
買の判断をおこないます。

±2σ

±1σ

パラボリック

パラボリック-

0.02

パラボリック・タイム/プライス・システム(Parabolic time/price system)、通称パラボリックはRSIと
同様J・W・ワイルダーによって開発された、大相場（大きなトレンドを形成する時）に活躍するテ
クニカル指標です。ローソクチャートの上下に出ている放物線の形をした線のことを指します。こ
のパラボリックはSAR（ストップアンドリバース）という値をつなげて線にしたもので、トレンドの転
換点を測るのに有効です。

パラボリック+

エンベロープ

エンベロープ+幅×2

期間：25
幅(%)：1

エンベロープは移動平均線との乖離率をバンド幅として表示するもので、価格が移動平均線か
ら、どの程度離れたかを見て売買を判断します。一般的には、エンベロープの上下限をトレンド
反転のポイントとして売買サインに用いたり、支持・抵抗の目安として用います。

エンベロープ+幅

エンベロープMA

エンベロープ-幅

エンベロープ-幅×2

ピボット

HBOP

ピボットはJ・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標です。ピボットを中心とし、支持線
と抵抗線の範囲内で翌日のレート変動を予測するため、デイトレーダー(短期売買者)向けの分
析指標と言えます。

S2

S1

B1

B2

LBOP

ピークボトム

ピーク

10

指定期間内での高値を「ピーク」、安値を「ボトム」とし、チャート上に「ピーク」と「ボトム」の日付、
レートを表示するのがピークボトムです。またレートは上下に変動を繰り返しますが、変動の高
さや幅に、一定の周期性が見られる場合があり、この周期性を見つけ、売買の判断に利用しよ
うというのが、ピークボトム(日柄)です。

ボトム

指数平滑移動平均線 20
指数平滑移動平均線は、直近の価格に比重を置いた移動平均線で、通常の単純移動平均線と
比べて直近の動きに敏感に反応するため、トレンドの転換を早めに確認できます。

HLバンド
HLバンド(H)

20
HLバンドとは、チャート上に直近ｎ日の高値（Hバンド）、安値（Lバンド）の2本のラインを引いてレ
ジスタンスやサポートを確認したり、高値、安値のブレイクを判断するテクニカル指標です。HLバンド(L)

多重移動平均線
期間：2

スパン：2

設定期間の異なる移動平均線を複数表示するテクニカル指標です。マーケットスピードFXでは
常時14本表示しています。期間の短い移動平均と長い移動平均では相場の動きに反応する速
度が異なりますが、多重移動平均を用いることで両者の間の細かい反応の動きを見ることがで
きます。

加重移動平均線 20

加重移動平均線は、指数平滑移動平均線と同様、直近の価格に比重を置いた移動平均線です。
通常の単純移動平均線と比べて直近の動きに敏感に反応するため、トレンドの転換を早めに確
認できます。
※指数平滑移動平均線との違い…直近の価格に対する比重：指数平滑移動平均線＞加重移
動平均線

VWAP
VWAP(Volume Weight Average Price)は、当日の取引所で成立した価格を価格ごとの出来高で
加重平均した価格を表します。 VWAPは、より取引実績に近い平均的な約定価格として、主に
機関投資家の執行価格の目標値として使われています。



※ご注意：「基本的な見方」については一般的なチャートの見方を解説したものです。この解説どおりに投資判断をしたとしても、必ず利益が上がること
を保証するものではありません。投資に当たっては、お客様ご自身の判断でお願いいたします。

オシレーター系

チャート名 表示項目 初期値 概要と基本的な見方

ライン1 5

ライン2 25

ライン3 75

RSI 14
RSIは米国のチャート研究家W･ワイルダーによって考案されたモメンタム系オシレーター指標
です。相対力指数とも呼ばれ、価格の相対的な強さを推し量る指標です。縦軸に百分率（％）
を取り、その水準によって買われすぎ、売られすぎを判断します。

％K 14

％D 3

％K 14

％D,％SD 3

5

20

SIG 9

ライン1 5

ライン2 10

+DI

-DI

ADX 14

Aレシオ

Bレシオ

モメンタム 25

モメンタムは、相場の勢いや方向性を判断するオシレータ系ツールで、一定期間における
レートの変化値に注目する指標です。相場上昇のスピードが一定だとラインは横ばい、上昇
していてもスピードが下落した場合はラインが下降します。トレンド反転はゼロラインとクロスし
た場合となり、先行指標としても活用できます。

ROC 25
ROCは、一定時間の価格の変化率を表したテクニカル指標でモメンタムを比率にしたもので
す。相場の勢い（強弱）、反転の目安となる水準を見ることができます。

サイコロジカルライン 12
一定期間に、終値ベースで上昇した日数が何％を占めていたかを示す。一般的に80％以上
は過熱、20％ 以下は底入れといわれます。

ATR 14

「相場の変動率」を解析する指標（計算式）が「ATR（アベレージトゥルーレンジ)」です。 相場
の変動が大きい傾向なのか小さい傾向なのかを分析する場合に有効です。 「当日高値-当
日安値」「当日高値-前日高値」「前日終値-当日高値」の3つのうち最大の値幅(マド明けを含
む最大値幅の計測)を当日の「真の値幅(トゥルーレンジ)」と呼び、この「真の値幅」の移動平
均線がATR(アベレージトゥルーレンジ)です。

CCI 20
CCIは、値動きの振幅に対して現在レートの乖離がどの程度なのかを指数化したもので、売
られすぎや買われすぎを判断するテクニカル指標の一つです。

ウィリアムズ％R 14

ウィリアムズ％Rは、ラリー・ウィリアムズ氏によって考案された買われすぎ、売られすぎを測る
オシレーター系のテクニカル指標です。当日の価格が一定期間の最高値と最安値からなるレ
ンジのどこに位置するかを表しており、数値が0近辺で推移しているときは買われ過ぎ、－
100近辺で推移しているときは売られ過ぎと判断します。

Aroon-Indicator
(アップ)

Aroon-Indicator
(ダウン)

Aroon-Oscillator 14
トレンドを判断する指標でアルーンアップとアルーンダウンの差になります。
-100～+100で推移し、0を超えて上に行くほど上昇トレンドが強く、0を下回って下に行くほど
下降トレンドが強いと判断します。

DPO 20
DPOとは「Detrended Price Oscillator」の略称になります。文字通りトレンドを排除したオシ
レーター指標で、レート推移から長期のトレンドに起因する動きを排除することで、より短期の
動きを明確に捉えることを目的としています。

7

14

28

2本の平滑平均（直近の株価により大きなウエイトをかけて計算した平均値）を使用する。
MACD（12単位平滑平均－26単位平滑平均）とシグナル（MACDの9 単位移動平均）の2本の
線の水準やクロスの仕方から判断する。一般的に安値圏（高値圏）でMACDがシグナルを上
（下）に抜けたら、買い（売り）のシグナルといわれます。

RCI

レートの時間推移と価格水準にそれぞれ順位をつけ、その相関関係を指数化したもの。期間
中継続して株価が上昇すれば100に近づき、継続して下落すれば- 100に近づく。一般的に
+80以上で高値圏、-80以下で安値圏といわれる。安値圏（高値圏）で短期線が長期線を上
（下）に抜けたら、買い（売り）のシグナルといわれます。

強弱レシオ 26

一定期間のレート上昇エネルギーの合計と下落エネルギーの合計の割合を計算したもの。A
レシオは当日の始値を基準とし、Bレシオは前日の終値を基準として算出している。一般的に
各レシオが底値圏（天井圏）でレートの下落（上昇）に逆行して上昇（下落）し始める時は買い
（売り）シグナルといわれます。

MACD

移動平均乖離率
レートが移動平均値と、どれだけ乖離しているかをグラフ化した指標で、レートと移動平均線と
の大幅な乖離はやがて修正されるという法則に基づき、相場の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」
を判断するオシレーター系のチャートです。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、米国のチャート分析家ジョージ・レーンが考案したモメンタム系オシレー
ター指標で、価格の終値の位置が、定められた日数の価格レンジのなかで、相対的にどのレ
ベルにあるかを判断する指標です。縦軸に百分率（%）を取り、その水準によって買われすぎ、
売られすぎを判断します。

UOS

UOS（Ultimate Oscillator）は、究極のオシレーターと訳されるように一般的なオシレーターの
欠点(計算日数が長いと感応度が鈍く、短いとダマシにあう)をカバーするように設計されてい
ます。具体的には短期、中期、長期のそれぞれの期間の数値を3つ設定することで弱点の克
服を試みています。

スローストキャスティクス
スローストキャスティクスは、ストキャスティクスと基本的な考え方が同じで、買われすぎ、売
られすぎを判断するオシレーター指標となります。％SDを用いることで感応度を抑えているた
め、ストキャスティクスに比べダマシの確率を低くしています。

MACD

14

14

一定期間中の高値・安値の更新頻度からトレンドの強弱を判別し、新しいトレンドを見極める
ためのテクニカル指標でアルーンアップとアルーンダウンの2本で構成されています。ちなみ
にアルーンアップは期間中の最初の足から最高値更新までの時間の割合（％）を算出したも
ので、アルーンダウンは最安値更新までの時間の割合を算出したものです。

Aroon-Indicator

DMI
当日の高値、安値、前日の高値、安値、終値などから+DI（正の方向性指数）、-DI（負の方向
性指数）、ADX （トレンドの強弱指数）を算出したもの。一般的にADX が上向きである時に、
+DIが-DIを上（下）に抜けたら、買い（売り）のシグナルといわれます。

11

チャート名 表示項目 初期値 概要と基本的な見方

価格帯別出来高
表示された期間内の出来高が、それぞれの終値ベースの価格帯に分けて表示されます。一般的に出来
高が多い価格帯は、上値（下値）の抵抗帯（支持帯）となるといわれています。



画面左上プルダウンから「スプレッドチャート」を選択します。比較し
たい商品と限月のペアを画面上部で選択してください。※下段は、
商品１の価格から商品2の価格を差し引いた価格差グラフになりま
す。

同一商品の異限月間の価格差、異商品間の価格差など自由に‘組
み合わせたスプレッドチャートの描画ができます。また表示された
チャート上にトレンドラインなどの描画も可能です。

①グローバルメニュー【情報】から「スプレッドチャート」をクリックして
ください。

チャートの表示

スプレッドチャート

特殊チャート

「テクニカルチャート計算期間」の設定方法

①テクニカル指標を追加したチャート内で右クリックをします。

②「チャート設定」ウィンドウでトレンド系かオシレーター系を
クリック。

③パラメータの登録・変更画面が表示

④各パラメータ、色、線種、太さの4項目を変更

12

初期設定に戻す場合、パラメータの登録変更画面下段にあ
る「初期設定に戻す」をクリック。



「マーケットスピードCX」を自分流にカスタマイズ！
「マイページ」「マイチャート」で自分好みの投資情報画面を設計しよう！

マイページ・マイチャート機能を使って、自分に最適なトレーディング環境にカスタマイズしましょう。

マイページ機能とは、マーケットスピードCXのグローバルメニュー
「情報」「注文」「口座」「照会」において提供しているローカルメニュー
画面（機能）を、ご自身のお好みにあわせてレイアウトし、「マイペー
ジ」に登録・設定できる機能です。

「テンプレート」を使用したカスタマイズや、「編集モード」によって自
由なレイアウトが可能です。また、マイページ1から10まで、10種類
の「マイページ」を作成・登録することができます。

楽天証券がセレクトした5つのオススメ画面登録「ディーリング」「情
報一覧」「トリプルチャート」「シンプル注文」「スプレッド注文」が搭載
されており、マウス操作で登録を呼び出すことができます。

いったん呼び出したテンプレートをカスタマイズし、マイページとして
保存することも可能です。

テンプレート

マイページ

チャートのテンプレートによる保存

テンプレート機能とは、頻繁に利用するテクニカル分析やそのパラ
メータを保存することができる機能です。「テンプレート」を使用したカ
スタマイズなど自由なレイアウトが可能です。また、作成したテンプ
レートをチャートの初期値として設定するができます。

13

レイアウトの保存（エクスポート）

①「マイページ保存」をクリックし、ファイルに名前をつけて保存して
ください。※ファイル名は、デフォルトではローカルメニュー名と同じ
になります。ファイルの拡張子は、「*.mscxmp」となります。

レイアウトの取込み（インポート）

②「マイページ読込」をクリックし、読み込みたいファイルを選択して
ください。※インポートを行うと元のレイアウトは上書きされてしまい
ますので、ご注意ください。

（ディーリング）

（スプレッド注文）

（トリプルチャート）

（情報一覧）



マーケットスピードCXの売買注文は、グローバルメニュー「注文」からはもちろん、各種照会画面(注文、約定、建玉)や相場表画面(一覧、複
数気配)、チャート画面(チャート、特殊チャート)からも発注が可能です。ここでは、各種注文のご説明と、発注の流れをご紹介いたします。

「マーケットスピードCX」でさっそく取引をしてみよう！

①グローバルメニュー【注文】をクリックしてください。

注文画面の表示

「新規と決済」

14

「こだわり」モード

「かんたん」モード

国内商品先物取引の注文は大きく2種類あり、「新規注文」と「決済
注文」の二つあります。新規注文で建玉を保有し、その建玉の決済
注文を発注して差損益金を確定します。

新規注文：
将来価格が上がると予想すれば「買い」、将来価格が下がると予想
すれば「売り」を指定し、建玉（たてぎょく＝ポジション）を新たに保有
するための注文のこと。

決済注文：
保有する建玉の評価損益（＝値洗金・ねあらいきん）を確定するた
めの注文のこと。決済をしたい建玉を指定し、買い建玉なら「売り
（転売）」、売り建玉なら「買い（買戻し）」と、決済したい建玉とは反対
方向の売買をする。

「注文の約定条件」

注文の全部が一度で約定しない場合、残った注文の対応を指示す
るのが約定条件です。

FaS：残った注文をそのまま同じ執行条件で市場に出し続ける
FaK：一部の残った注文についてはキャンセルをする
FoK：一度に全部の量の注文が成立しないのなら、注文そのものを

全量キャンセルする

執行条件と約定条件の一般的な組合せは、「指値注文」は「FaS」、
「成行注文」は「FaK」、「「引指注文」と「引成注文」は「FaK」の組合せ
です。

※取引所では、執行条件と約定条件の一部の組合せで注文を受け
付けない時間帯があります。例えば、注文受付開始～立会開始（寄
付板合せ）又はサーキットブレーカー発動後の注文受付中には、指
値とFoK、成行とFoKの組合せの注文を受け付けていません。東京
商品取引所ホームページより確認ください。

「注文の執行条件」

成行：
価格を指定しないで発注する注文で、約定できない場合にはキャン
セルされる注文。 ※全量約定は保証しておりません。

引指；
日中、夜間の各セッションの引板合わせ時においてのみ指値で執行
する引け条件付き注文。

引成：
日中、夜間の各セッションの引板合わせ時にのみ成行で執行する
引け条件付き注文。

「有効期限」

注文の有効期限です。指定された期限内にその注文が取引所内で
成立、不成立、取消しされなかった場合、有効期限を過ぎた時点で
キャンセルされます。

セッション：
発注を行ったセッション（日中セッションもしくは夜間セッション）のみ
有効となる注文です。当セッションが終了するまでに約定しなければ
不成立が確定します。

当日：
発注時点から起算して当営業日の大引け（午後3時15分）まで有効
となる注文です。

週末：
発注時点から起算してその週の週末営業日の大引け（午後3時15
分）まで有効となる注文です。

月末；
発注時点から起算してその月の月末営業日の大引け（午後3時15
分）まで有効となる注文です。

GTC：
指定した商品の限月が最終決済日を迎えるまで有効となる注文で
す。

※注文の有効期限は執行条件もしくは約定条件に応じて選択でき
る有効期限が異なる場合があります。

注文を取引所で執行する際に選べる条件です。当社では、「指値」
「成行」「引指」「引成」の4種から選ぶことができます。

指値；
価格を指定して発注する注文で、売注文であれば指定価格以上で
約定し、買注文であれば指定価格以下で約定する注文。
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「新規注文/シングル」

【新規シングル注文】

新たに1件の新規建玉を行う際に使用する注文入力画面
です。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択してくだ さい。

約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定
条件を指定してください。

指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段
を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力してください。初期値で現在値段を表示し
ています。※執行条件にSTOPを選択した場合
には『指値』の欄が『トリガー』に変化します。

トリガー・・・・ STOP注文を指定した場合には、成行で発注
される目標とする条件価格を入力してください。

有効期限・・・注文の有効期限を指定してください。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。

③選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタン
を押してください。

『確認画面を省略する』ボタンにチェックを入れると、次回
の発注より『確認画面』が表示されなくなります。

※新規（シングル）注文画面（執行条件にSTOPを選択した場合

注文確認画面

注文受付画面

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
商品・・・・・取引したい商品をプルダウンから選択してくださ
い。

限月・・・・・取引したい限月をプルダウンから選択してくださ
い。

売買・・・・・売りか買いを選択してください。

枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで
選択入力してください。
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「新規注文/マルチ」

【新規マルチ注文】

同時に複数の新規建玉を行う際に使用する注文入力画面
です。

左端の’＋’ボタンを押し下げることで行を追加することが
できます。’－’ボタンを押し下げると行を削除することがで
きます。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。

約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定
条件を指定します。

指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段
を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力してください。デフォルトで現在値段を表示
しています。

トリガー・・・執行条件にSTOPを指定した場合には、指定す
る価格を『トリガー』欄に直接入力するか、右側
のスピンボタンで選択入力してください。デフォ
ルトで現在値段を表示しています。

有効期限・・・注文の有効期限を指定してください。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。

③選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタン
を押してください。

④右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行され、『キャン
セル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文確認画面

注文受付画面

＜注文行を増やす＞
左端の’＋’ボタンを押し下げることで行を追加することが
できます。’－’ボタンを押し下げると行を削除することがで
きます。

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
商品・・・・・取引したい商品をプルダウンから選択ます。

限月・・・・・取引したい限月をプルダウンから選択します。

売買・・・・・売りか買いを選択してください。

枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで
選択入力してください。
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「新規注文/IFD」

【IFD注文】

新規の注文を発注すると同時に、新規注文が約定するこ
とを前提に、新規注文に対する決済の注文を同時に1件発
注することができる特殊注文です。

指値・・・・・指値注文を行う場合には指定値段を直接入力
するか、右側のスピンボタンで選択入力します。
デフォルトで現在値段を表示しています。IFD注
文の新規では『引成』と『指成』は選択できませ
ん。

トリガー・・・執行条件にSTOPを指定した場合には、指定す
る価格を『トリガー』欄に直接入力するか、右側
のスピンボタンで選択入力します。デフォルトで
現在値段を表示しています。

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。
分約時の処理・・・新規で発注した注文が全量同時に約定

するとは限りません。新規で発注した注
文が全て約定するか、 あるいは一部が
未約定もしくは未成立の場合でも、決済
の注文を発注するかどうかを選択します。

②次に決済注文（画面右側の注文入力欄）を入力します。
★決済の予約注文（画面右側の注文入力欄）
売買・・・・・新規の注文（画面左側）の選択により自動的に

選択されます。新規が『売り』注文であれば決
済は『買い』、新規が『買い』注文であれば決済
は『売り』が、自動的に選択されます。

枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで
選択入力します。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
約定価格に対して・・・・決済注文は新規の注文の約定価

格より上下に何円動いたら注文を
執行するかを価格で指定します。
※市場価格を指定するのではなく、
約定価格との差額を入力です。

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

③以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。
※選択択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』

ボタンを押してください。

④右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行され、『キャン
セル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文確認画面

注文受付画面

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
★新規注文（画面左側の注文入力欄）
商品・・・・・取引したい商品をプルダウンから選択します。
限月・・・・・取引したい限月をプルダウンから選択してます。
売買・・・・・売りか買いを選択します。
枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで

選択入力します。
執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
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「新規注文/IFD-OCO」

【IFD-OCO注文】

新規の注文を発注すると同時に、新規注文が約定するこ
とを前提に、新規注文に対する決済の注文を上下に2注文
（利食い用の決済注文と損切り用の決済注文）を同時に発
注することができる特殊注文です。

指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段
を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力ます。（初期値は現在値段を表示）

トリガー・・・執行条件にSTOPを指定した場合には、指定す
る価格を『トリガー』欄に直接入力するか、右側
のスピンボタンで選択入力します。（初期値は
現在値段を表示）

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。
分約時の処理・・・新規で発注した注文が全量同時に約定

するとは限りません。新規で発注した注
文が全て約定するか、あるいは一部が
未約定もしくは未成立の場合でも、決済
の注文を発注するかどうかを選択します。

②次に決済注文（画面右側の注文入力欄）を入力します。
★決済の予約注文（画面右側の注文入力欄）
画面左側で入力した新規注文が『売り』であれば、損切り
の注文が指定する約定価格が新規注文の約定価格よりも
『高い』『買い』の注文（『決済1』）になり、 利食いの注文は
指定する約定価格が新規注文の約定価格よりも『安い』
『買い』の注文（『決済2』）になります。

画面左側で入力した新規注文が『買い』であれば、利食い
の注文が指定する約定価格が新規注文の約定価格よりも
『高い』『売り』の注文（『決済1』）になり、損切りの注文は指
定する約定価格が新規注文の約定価格よりも『安い』『売
り』の注文（『決済2』）になります。

売買・・・・・新規の注文（画面左側）の選択により自動的に
選択されます。新規が『売り』注文であれば決
済は損切りの『買い注文』（『決済1』）と利食い
の『買い注文』（『決済2』）を、 新規 が『買い』注
文であれば決済は利食いの『売り注文』（『決済
1』）と損切りの『売り注文』（『決済2』）をそれぞ
れ入力します。『決済1』と『決済2』の注文をそ
れぞれ入力します。

枚数・・・・・画面左側に入力済の新規発注枚数を上限とし
て枚数を直接入力するか、右側のスピンボタン
で選択入力します。

約定価格に対して・・・・『損切り』と『利食い』のどちらの注
文も新規の注文の約定価格より上
下に何円動いたら注文を執行する
かを入力します。
※市場価格を指定するのではなく、

約定価格との差額を入力します。
執行条件・・・IFD-OCO注文の決済注文の執行条件は『成

行』が自動的に選択されます。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

※約定条件と有効期限は『決済1』で選択され
た内容が『決済2』にも自動的に適用されま
す。

③以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタン

を押します。

④右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文確認画面

注文受付画面

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
★新規注文（画面左側の注文入力欄）
商品・・・・・取引したい商品をプルダウンから選択します。
限月・・・・・取引したい限月をプルダウンから選択します。
売買・・・・・売りか買いを選択します。
枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで

選択入力します。
執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段

を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力ます。（初期値は現在値段を表示）
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「決済注文/シングル」

【決済シングル注文】

1件の建玉を選択して決済注文を発注するときに使用する
決済注文発注画面です。

画面の上段に表示されている建玉から決済したい建玉を
選択すると、自動的に商品と限月と売買、枚数が画面下
部の注文入力欄にセットされます。

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。

約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定
条件を指定します。

指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段
を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期値は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。

トリガー・・・・ STOP注文を指定した場合には、成行で発注
される目標とする条件価格を入力します。

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタ

ンを押してください。

③右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

建玉選択画面

注文受付画面

注文確認画面
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「決済注文/マルチ」

【決済マルチ注文】

一度に複数の建玉を選択してまとめて決済注文を発注す
るときに使用する決済注文発注画面です。

画面に表示されている建玉から決済したい建玉を複数選
択すると、それぞれの建玉に対して決済注文を入力するた
めの右側の選択入力欄がアクティブに変わります。

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで

選択入力します。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。

約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定
条件を指定します。

指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段
を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期値は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。

トリガー・・・・ STOP注文を指定した場合には、成行で発注
される目標とする条件価格を入力します。

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタ

ンを押します。

③右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文入力画面

注文受付画面

注文確認画面

建玉を選択する画面上の「注文可能枚数表示」において
「０」となっている場合は、既に決済注文が発注されている
状態です。

（注文可能枚数の表示）
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「決済注文/OCO」

【決済OCO注文】

決済したい建玉を選択して利食いの決済注文と損切りの
決済注文を同時に発注するときに使用する決済注文発注
画面です。

画面に表示されている建玉から決済したい建玉を選択す
ると、その建玉に対して利食いの決済注文と損切りの決済
注文を入力する画面が画面の下部に表示されます。

手順
①以下の項目を選択もしくは入力します。
決済したい建玉が『売り』であれば損切りの『買い決済注
文』と利食いの『買い決済注文』を同時に入力します。

決済したい建玉が『買い』であれば利食いの『売り決済注
文』と損切りの『売り決済注文』を同時に入力します。

枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで
選択入力します。

発注条件・・・市場価格が一定の価格に到達した時点で決
済注文を執行します。注文執行条件となる市
場の目標価格を入力します。

決済したい建玉が『売り』であれば『決済1』注文は損切り
の『買い決済注文』、『決済2』は利食いの『買い決済注文』
となります。

決済したい建玉が『買い』であれば『決済1』注文は利食い
の『売り決済注文』、『決済2』は損切りの『売り決済注文』と
なります。

執行条件・・・決済OCO注文の執行条件は『成行』が自動
的に選択されます。

有効期限・・・注文の有効期限を指定してください。
※約定条件と有効期限は『決済1』で選択され

た内容が『決済2』にも自動的に適用されま
す。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタン

を押します。

③右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文入力画面

注文受付画面

注文確認画面
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「決済注文/一括決済注文」

【一括決済注文】

商品／限月／売買別にまとめて建玉を一括で決済すると
きに使用する決済注文発注画面です。

画面に表示されている商品／限月／売買から決済したい
建玉を選択して、執行条件、約定条件、指値／トリガー、
有効期限を最初に入力してから右下の『決済枚数指定へ』
ボタンを押してください。

手順
①決済をしたい建玉表示行の左端にあるチェックボックス

にチェックを入れます。

②以下の項目を選択もしくは入力します。
枚数・・・・・枚数を直接入力するか、右側のスピンボタンで

選択入力します。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。

約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定
条件を指定します。

指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段
を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期値は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。

トリガー・・・・ STOP注文を指定した場合には、成行で発注
される目標とする条件価格を入力します。

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

③画面右下の『決済枚数指定へ』ボタンを押します。

④決済枚数を変更する必要があれば、ここで枚数を変更
してください。

⑤以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押します。

⑥確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタ

ンを押します。

⑦右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文入力画面

注文受付画面

注文確認画面
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「新規注文/スプレッド注文」

【新規スプレッド注文】

2つの商品を最初に選択してスプレッド（鞘とり）注文を発注
する画面です。

『かんたんモード』では画面の上半分に注文入力用のエリ
アが、下半分左側に選択した商品の板画面が、下半分右
側に選択した2商品の相場表と価格差チャートの表示エリ
アが表示されます。

トリガー・・・・STOP注文を指定した場合には、成行で発注
される目標とする条件価格を入力します。

有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

③以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押すと確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタ

ンを押してください。

④右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文入力画面

注文受付画面

注文確認画面

手順
①スプレッドの新規注文か決済注文かを最初に指定してく

ださいこの場合は『新規』を選択します。

②以下の項目を選択もしくは入力します。商品1の売買と
枚数を選択入力してください。その後、それぞれの注文
に対して

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段

を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期設定は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。

かんたんモード
こだわりモード

『こだわりモード』では注文入力用のエリアのみの表示です。

手順
①商品1の売買と枚数を選択入力してください。その後、そ
れぞれの注文に対して

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段

を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期設定は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。
トリガー・・・・ STOP注文を指定した場合には、成行で発

注される目標とする条件価格を入力します。
有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押します

③確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボ

タンを押します。

④右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文入力画面

注文確認画面

注文受付画面

商品1を『売り』と選択すると商品2は
自動的に『買い』が表示されます。
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「決済注文/スプレッド注文」

【決済スプレッド注文】

あらかじめスプレッ（鞘取り）で建玉を行った2つの商品を
同時に決済する際に、決済注文を発注する画面です。

『かんたんモード』では画面の上半分にスプレッドで建玉さ
れた建玉情報と注文入力用のエリアが、下半分左側に選
択した商品の板画面が、下半分右側に選択した2商品の
相場表と価格差チャートの表示エリアが表示されます。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段

を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期設定は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。
トリガー・・・・STOP注文を指定した場合には、成行で発注

される目標とする条件価格を入力します。
有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

③以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押します。

④確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタ

ンを押します。

⑤右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文入力画面

注文受付画面

注文確認画面

かんたんモード

手順
①スプレッドの新規注文か決済注文かを最初に指定してく

ださいこの場合は『決済』を選択します。

②決済したい組合せの建玉を選択して、枚数を入力し、続
けて下記の項目を入力してください。

こだわりモード

『こだわりモード』では注文入力用のエリアのみの表示です。

注文確認画面

注文入力画面
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注文受付画面

手順
①決済したい組合せの建玉を選択して、枚数を入力し、続

けて下記の項目を入力してください。

執行条件・・・注文執行時の執行条件を選択します。
約定条件・・・発注した注文が全量約定しない場合の約定

条件を指定します。
指値・・・・・指値もしくは引指注文を行う場合には指定値段

を直接入力するか、右側のスピンボタンで選択
入力します。（初期設定は現在値段）
※執行条件にSTOPを選択した場合には『指

値』の欄が『トリガー』に変化します。
トリガー・・・・STOP注文を指定した場合には、成行で発注

される目標とする条件価格を入力します。
有効期限・・・注文の有効期限を指定します。

②以上の項目の入力が完了したら、右下の『確認』ボタン
を押します。

③確認画面へ移ります。
※選択した内容を再度入力し直す場合には『クリア』ボタ

ンを押します。

④右下の『執行』ボタンを押すと注文が執行されます。
『キャンセル』を押すと注文入力画面へ戻ります。

注文の訂正・取消し

注文の枚数や指値の指定値段を変更することを「訂正」と
いいます。また未成立で有効な注文そのものを無効とする
ことを「取消し」といいます。

注文の訂正、取消しも「訂正・取消一覧」画面、あるいは
「注文一覧」画面上から依頼をすることができます。

「訂正・取消一覧」画面からでは複数の注文訂正・取消が
一括で依頼できます（注文訂正と注文取消を混在させて依
頼することはできません）。

「注文一覧」画面からは、個別に注文訂正と取消しの依頼
をすることができます。

※注文の訂正、取消しを依頼をするタイミングによっては、
既に注文が成立しているため訂正/取消しができない
場合があります。

※注文訂正は「指値注文」、「引指注文」「引成注文」にて
利用可能です。

※IFD注文、IFD-OCO注文では「新規注文」の取消しをお
こなうと、それに付随する「決済注文」も取消しとなります。

※ IFD注文、IFD-OCO注文では「決済注文」のみの取消し
も可能です。

※スプレッド注文では、二つの注文を同時に注文取消しを
することも、片方の注文だけを注文取消しをすることも
可能です。

訂正・取消一覧画面

注文一覧画面

訂正・取消一覧画面上には、シングル注文、IFDやIFD-
OCO注文の1次注文と2次注文、STOP注文、スプレッド注
文といった注文発注形態問わず、訂正・取消し可能な全注
文が表示されます。

手順
①訂正、もしくは取消しを行いたい注文のチェックボックス

欄にチェックを入れます。

②訂正する場合には、注文枚数もしくは指値値段の訂正
項目を入力し、画面右下にある『訂正』ボタンをクリックし
ます。注文取消しなら、画面右下にある『取消』ボタンを
押します。

③確認画面が表示されます。

④画面に表示された内容でよければ、確認画面右下に訂
正なら『訂正を執行』、取消しなら『取消を執行』というボ
タンが表示されていますので、そのボタンを押します。
※訂正、取消しを取り止めたい場合には『キャンセル』

ボタンを押します。

⑤注文の訂正、取消しが執行されます。

⑥注文一覧画面上で訂正/取消しされたことを確認します。

訂正・取消一覧画面上には、シングル注文、IFDやIFD-
OCO注文の1次注文と2次注文、STOP注文、スプレッド注
文といった注文発注形態問わず、訂正・取消し可能な全注
文が表示されます。

手順
①『訂正』、もしくは『取消』ボタンを押します。

②訂正の場合、注文訂正・取消画面が新しいウインドウで
表示されます。訂正のチェックボックスにチェックを入れ、
訂正項目を入力します。『訂正』ボタンを押します。
取消の場合は取消し依頼の確認画面が新しいウインド
ウで表示されます。

③確認画面上の『訂正を執行』『取消を執行』ボタンを押し
ます。

④注文の訂正、取消しが執行されます。



注文に関する注意事項

■スプレッド注文

・スプレッド注文はお客様が任意で商品間、限月間などを組み合わ
せて取引頂くものです。当社で組み合わせた、組合せ(セット)取引
というものはありません。また、取引所が定める特定取引(ストラド
ル取引など)は利用できません。

・2件の注文を発注して、注文の片方だけが約定し、一方が約定し
ない場合もあります。この場合、サヤ取引として成り立たないこと
になりますが、このような時もお客様の責任において注文と建玉
の処理をして頂きます。

・スプレッド取引ではありますが、必ず同時決済をしなければいけな
いというものではありません。

・この画面にて出した注文が必ずしも画面上の価格、指定した価格
で約定するとは限りません。

■ノンキャンセルピリオドにおける注文の扱い

・夜間取引の寄板合わせ前、夜間取引の引け板合わせ前、日中取
引の板合わせ前に「ノンキャンセルピリオド（以下、NCP）」という
取引所において注文の訂正と取消しを受け付けない時間帯が1分
間設けられています。

・NCP中であっても当社取引ツールから発注された注文は取引所に
て受け付けられます。

・「指値」「成行」「引指」「引成」注文の訂正、および取消はＮＣＰ中、
当社取引ツールからの発注は可能ですが、取引所では受け付け
られません。

・「STOP」注文が待機中の場合はNCP中であっても注文の取消しが
可能です。
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■IFD-OCO注文、OCO決済注文

・IFD-OCO注文とOCO決済注文の決済注文の執行条件は成行で
取引所に発注されます。

・IFD-OCOの決済注文における価格指定は、新規注文の約定値に
対して「いくら上」「いくら下」という形で入力します。

・ 決済OCOの決済注文は直接指定値段を入力します。
・決済注文の指定値段は弊社サーバーが価格を監視し、指定値段

に達した時に成行注文を発注し、発注されなかった片方の注文は
取消処理がなされます。

・決済注文の価格監視の処理は、当社のシステムにて行います。各
セッションにおけるトリガー価格監視の処理開始時刻は、東京商
品取引所より配信される日中（もしくは夜間）取引開始通知を当社
が受領した時刻です。このため、当該通知の受領が遅延した場合
、トリガー価格の監視開始時刻が遅延する場合があります。

・価格監視は東京商品取引所が配信する価格をもとに行います。指
定された価格に市場で到達したか否かは、弊社のサーバー側で
監視を行っております。リアルタイムでの監視ではなく、約1秒間隔
での価格監視となります。よって、市場で瞬間的に到達した価格
が発注条件を満たしていても注文が発注されないケースが生じま
す。

・価格が指定値段に達していない時は弊社サーバーに注文が待機
されており、価格が指定値段に達した時に初めて、取引所に注文
を発注しますので、取引所での注文執行までにタイムラグが生じ
ます。

・指定された値段に価格が達しても立会い終了間際などで注文が
間に合わず注文が執行されない場合があります。

・立会終了時点に指定値段に価格が達した場合、決済注文の有効
期限が当日までの場合は「不成立」になります。翌日以降まで有
効期限がある場合、次の立会い開始時に成行で注文が執行され
ます。

・夜間取引終了～日中取引開始までの間、CB（サーキットブレーカ
ー）やDCB中に発注された注文において、直近の成立値段(現在
値)が決済注文の執行条件を満たしている場合、取引再開時に成
行で注文が執行されます。

・決済注文の実際の注文執行条件は「成行」となります。価格が指
定条件に達した時に成行で注文発注がされますので、指定値段
通りに約定される保証はございません。 （有利、不利な価格で約
定することがあります）

・決済注文が成行注文で発注されますので、取引所で注文執行さ
れても注文状況により必ずしもその注文が約定するとは限りませ
ん。

■STOP注文

・STOP注文は東京商品取引所で提供されている執行条件ではあり
ません。弊社サーバーで価格を監視し、トリガー価格として指定さ
れた値段に達した時に「成行注文(約定条件はFaK)」で取引所に
注文執行します。成行注文のため、トリガー価格として指定された
価格より有利に約定(やくじょう)する場合、不利に約定する場合が
あります。注文状況によっては、必ずしもその注文が約定するとは
限りません。

・トリガー価格は必ず現在値より不利な値段を入力してください。買
いであれば「現在値以下」、売りであれば「現在値以上」をトリガー
価格に入力した場合、既にトリガー発動条件を満たしているという
判定により、即成行にて注文執行されますのでご注意ください。

・トリガー価格監視の処理は、当社のシステムにて行います。各セッ
ションにおけるトリガー価格監視の処理開始時刻は、東京商品取
引所より配信される日中（もしくは夜間）取引開始通知を当社が受
領した時刻です。このため、当該通知の受領が遅延した場合、トリ
ガー価格の監視開始時刻が遅延する場合があります。

・市場で成立した価格がトリガー価格に達した時に初めて取引所に
注文を発注しますので、取引所での注文執行までにタイムラグが
生じます。

・トリガー価格に指定した価格に市場で到達したか否かは、弊社の
サーバー側で監視を行っております。リアルタイムでの監視では
なく、約1秒間隔での価格監視となります。よって、市場で瞬間的
に到達した価格が発注条件を満たしていても注文が発注されない
ケースが生じます。

・指定された値段に価格が達しても立会い終了間際などで注文が
間に合わず注文が執行されない場合があります。

・立会終了時点に指定値段に価格が達した場合、決済注文の有効
期限が当日までの場合は「不成立」になります。翌日以降まで有
効期限がある場合、次の立会い開始時に成行で注文が執行され
ます。

・夜間取引終了～日中取引開始までの間、CB（サーキットブレーカ
ー）やDCB中に発注された注文において、直近の成立値段(現在
値)が決済注文の執行条件を満たしていても注文は執行されませ
ん。

・スプレッド注文画面からの発注された注文の枚数・指値価格の訂
正を行った場合であってもサヤ取引手数料が適用されます。（手
数料コースにおいてサヤトレーダーコースを選択時）

・ミニ銘柄（金ミニ、白金ミニ）、ゴールド100（金限日）には手数料コ
ース問わず同じ手数料が適用されます。



照会

①グローバルメニュー【口座】をクリックしてください。

口座情報の表示

口座情報

口座状況が表示されます。画面参照時のリアルタイム表示です。更
新ボタンを下押しにより表示内容が更新されます。
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こだわりモード

かんたんモード

当日ボタン：
当日の口座状況を表示します

前日ボタン：
前営業日の口座状況を表示します

更新ボタン：
表示内容の最新データを取得します。

純資産：
お預かりの「現金」＋お預かりの「有価証券」＋当営業日実現損益
金＋評価損益金から計算されるもので、口座の現在評価額です。
決済により確定した損益金だけでなく、未だ決済が行われていない
建玉の評価損益（値洗い)も加えられますので、現在値の変動によ
り純資産の金額は増減します。

現金：
現金としての残高が表示されます。評価損益金は含んでいません。

有価証券：
株式等の有価証券を現金の代わりにお預けいただいてる場合に、
その有価証券の評価額合計が表示されます。

当営業日実現損益：
当営業日中に決済により確定した損益金(売買手数料差引後)です。
当営業日実現損益はセッション中は表示されますが、日中取引終
了後の定期メンテナンス時において現金に自動で振替えられます。

維持証拠金：
建玉保有時、その建玉を維持し続けるために必要な証拠金。この
維持証拠金を純資産が下回ると証拠金不足となります。証拠金不
足が確定した場合、純資産をこの維持証拠金額以上にする必要が
あります。

証拠金所要額：
新規の建玉をする際に必要な証拠金。
評価損益：
現在保有の建玉を画面参照時点の現在値で評価した損益金

注文可能金額：
画面参照時点で、新規注文として利用可能な余剰金額。
出金可能金額＝「純資産」-「証拠金所要額」-「現在執行中の注文
で拘束している証拠金額」-「出金/出庫処理中の金額」
※評価損益欄がプラス（益計算）となっている場合は、その評価額
を注文時の証拠金として利用可。

出金可能金額：
画面参照時点で、商品先物口座から出金手続きが可能な金額。
出金可能金額＝「現金」-「証拠金所要額」-「現在執行中の注文で
拘束している証拠金額」-「出金/出庫処理中の金額」
※評価益の出金はできません。
※有価証券を預け入れしている際、口座内で現金不足となっている
場合には出金ができません。

みなし不足額：
画面参照時の現在値で建玉を評価した結果、その時点で証拠金不
足の状態となっている場合に表示される不足額。

前営業日確定不足額：
当社がお客様に請求する証拠金不足額。
日中立会終了後の帳入値段確定後に、証拠金不足が発生している
場合は、翌営業日の午前9時までに当社で着金確認できるように証
拠金不足額を入金いただき、証拠金不足の解消を行っていただくこ
ととなります。 ご入金いただけなかった場合は、翌営業日の午前9
時以降に前営業日大引け時点で保有していた建玉の全ての強制
決済注文を当社にて発注します。
※有価証券をお預けの場合は、純資産額が維持証拠金を下回って
いなくとも値洗いと帳尻金の合計がお預り現金を下回っている場合
は（現金＋値洗い＋帳尻金)×（－1）が現金不足額として日中立会
終了後に請求されます。



照会

①ログイン直後のアラート画面表示

証拠金不足が国内商品先物取引口座以内で発生した場合、ログイン後に「国内証拠金不足発生」画面が表示されます。不足金が発生し
ていることを確認いただき、画面上の『OK』ボタンを押してください。

証拠金不足時の表示

28

②タイトルバー上の不足金発生ランプ表示、預証拠金画面上の不足金発生ランプ表示

毎営業日大引け後の値洗いにより、取引口座内に証拠金不足の発生が確定した場合、ログイン後の画面のタイトルバーおよび預証拠金
画面内に不足金発生を通知するランプが点灯します。

※入金や建玉の決済により前営業日に発生し
た証拠金不足が解消した場合、

①タイトルバー上の『証拠金不足』ランプは消
灯します。

②預証拠金画面内では『前日証拠金不足解
消』のランプに表示が切り替わります。



注文照会画面では、現在「訂正・取消可能な注文のみ」表示、「全注文
から抽出条件を指定した注文」表示の切替えがラジオボタンによりでき
ます。
※訂正・取消は未約定の注文に限ります。

注文照会

照会

約定照会では、約定した注文結果を確認できます。表示期間を変更す
ることで過去分の約定履歴を閲覧することができます。リスト上右クリッ
クでメニューを呼び出し、注文発注をすることも可能です。

建玉照会

建玉照会では、現在保有中の建玉詳細を閲覧することができます。表
示された建玉行上で右クリックをすることにより、新規や決済注文の画
面・相場情報等の画面呼び出しが可能です。

建玉表示のパターンは2種類あります。「商品」表示は集約表示となり、
「全建玉」表示は個別に建玉を全件表示します。切替えは「商品」「全建
玉」のボタン下押しによりできます。

約定照会

①グローバルメニュー【取引照会】をクリックしてください。

照会画面の表示
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こだわりモード

かんたんモード

注文照会画面は2段構成となっています。上段がその注文の現時点で
の最新状況を表示します。下段は注文詳細画面でとなり、上段に表示
された注文行を「ダブルクリック」することで、下段にその注文状況の過
去の状態遷移を確認できます。

注文中：当社サーバー上で取引所に対して注文執行する前の状態
待機中：当社サーバー上で注文を保留している状態
注文受付処理中：当社サーバーから取引所に注文を送信中の状態
注文受付完了：取引所にて注文が受け付けられた状態
注文成立：注文が取引所で約定した状態
注文不成立：注文が未約定で確定した状態
取消依頼中：当社サーバーから取引所に注文取消を送信中の状態
取消完了：注文取消が取引所で、或いは待機中の注文が当社サー

バーで取消が完了した状態

「商品」表示を選択すると、「商品」「限月」「売買」の3項目で集約された
結果が確認できます。表示された建玉行上でダブルクリックすることで、
画面下段の建玉詳細欄に集約表示される前の建玉の明細を表示しま
す。

「全建玉」表示を選択すると、保有する全建玉が全て個別に表示され
ます。

建玉上でダブルクリック

建玉上でダブルクリック



取引報告書や期間損益報告書等各種報告書をご覧いただけます。

報告書

①グローバルメニュー【口座】をクリックしてください。「報告書」から
ご覧になりたい報告書をそれぞれ選択してください。

報告書画面の表示

新しいウインドウで表示されます。この画面上からは、売買報告書、
残高照合通知書、証拠金不足請求書、期間損益証明書の閲覧がで
きます。※PDFファイルをご利用いただける環境を事前に準備してく
ださい。

取引報告書照会

手順
①ご覧になりたい対象期間を選択します。
②ご覧になりたい報告書の種別をプルダウンメニューから選択しま

す。
③【検索】ボタンを下押します。
④画面下段の報告書一覧枠内に発行された書面が表示されます。
⑤【照会・ダウンロード】ボタンを下押します。

毎月末時点で発行される書面で、月末時点の残高、保有する建玉
の確認ができます。

売買報告書

残高照合通知書

取引が行われた日毎に発行される書面です。その日行われた売買
内容（約定分のみ）の確認ができます。
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こだわりモード

かんたんモード

証拠金等不足金請求書

口座内の証拠金不足が確定した際に発行される書面です。

期間損益証明書

年1回発行される書面で、1月～12月までの1年間における確定分の
損益金、売買手数料等が確認できます。税金の確定申告時に添付
資料ということで利用可能です。



こだわりモード

報告書

指定された期間内における確定損益金を商品ごとに確認できます。
新しいウインドウで表示します。

銘柄別損益

指定された期間内における約定した注文を新規と決済のペアで確
認できます。新しいウインドウで表示されます。

勘定元帳

期間損益証明書

入出金

①グローバルメニュー【口座】をクリックしてください。

入出金依頼・入出金履歴画面の表示

【入出金における注意事項】
国内商品先物口座でお取引を行うには、証拠金として「国内商品先
物専用の銀行口座」へリアルタイム入金やＡＴＭからのお振込みが
必要です。証券総合口座からの振替はご利用いただけません。また、
国内商品先物口座から出金を行う場合にも、総合口座へ資金を振
り返ることなく、直接出金を行います。（2016年9月現在）
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手順
①期間を入力(約定日ベース)します。
②【表示】ボタンを下押します。

手順
①期間を入力(約定日ベース)します。
②【表示】ボタンを下押します。

手順
①期間を入力(約定日ベース)します。
②【表示】ボタンを下押します。

任意で指定した期間内の損益金（確定分）、売買手数料等が確認で
きます。税金の確定申告時に添付資料ということで利用可能です。

かんたんモード
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入金いただいた結果は画面上より確認できます。

商品先物口座への入金を提携ネットバンクから入金をする機能
です。銀行やコンビニのATM、インターネットバンキングからの
振込みに比べ、口座への入金完了までの時間が短縮されてい
ます。

また「リアルタイム入金」をご利用いただくと、入金にかかる振込
手数料が無料になります。

サービスをご利用

いただけるお客様
楽天銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ジャパンネットのネットバンキング口座（イン
ターネットサービス）をお持ちで、楽天証券に商品先物取引口座を開設いただいているお客様。

サービス内容 入金時の振込手数料が無料（楽天証券が負担）。原則24時間リアルタイム入金が可能。

入金手続き

「リアルタイム入金」のご利用にあたり、お申し込みは不要です。グローバルメニュー「リアルタイム入金」→
新しいウインドウで「リアルタイム入金」画面が表示されます。

各金融機関のATM、同ホームページ、コンビニATMから商品先物口座に直接お振込みいただけます。この場合のご入金は、各金融機関
所定の手数料が発生します。ご注意ください。

※ご入金は必ずご本人様名義でお振込みください。

リアルタイム入金

銀行やコンビニＡＴＭからの入金

※ご入金は必ずご本人様名義でお振込みください。

手順
①グローバルメニュー「口座」
②メニュー上の「証拠金入金先」を選択
③新しいウインドウで「証拠金入金先」画面が表示されます。

手順
①銀行名をプルダウンメニューから選択
②入金先口座をプルダウンメニューから「国内CX」を選択
③入金額をキーボードから入力
④「次へ」のボタンを下押し
⑤確認画面が表示
⑥内容が正しければ、「次へ」のボタンを下押し
⑦ポップアップで表示されるメッセージを確認の上、「OK」ボタンを下押し
⑧これ以降は提携銀行のサイトになりますので、各銀行の画面手順に従い振込み手続き
⑨手続きの最後に表示される「加盟店のサイトに戻る」または「当社に戻るボタン」というリンクをクリック

（注意：画面を「×ボタン」等で閉じるとクイック入金として処理されません）

証拠金の振込み先の口座番号はお客様毎に異なります。以下の
手順で振込先銀行口座の確認を画面上より行ってください。

入金結果の確認

手順
①グローバルメニュー「口座」
②メニュー上の「入出金履歴」を選択
③新しいウインドウで「入出金履歴」画面が表示されます。

※入出金履歴画面上で、入金履歴以外にも出金、出庫、振替の履歴も確認できます。
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お客様から事前にご登録いただいている金融機関宛に振込みをします。最短で翌営業日のお振込みとなります。また、出金にかかる振
込手数料は無料です。

・毎営業日15:15が締め切りで、翌営業日の振込みとなります。
・毎営業日15:15以降に当社で受付けた出金依頼は、翌々営業日

の振込みとなります。
・証券総合口座への振替は行わず、商品先物口座から直接お客様

の金融機関の口座へお振込みとなります。

※お振込みは事前に登録いただいている金融機関の
口座以外へは行いません。

商品先物口座からの現金出金

有価証券の出庫

手順
①グローバルメニューから「口座」を選択
②「出庫依頼」をクリック
③新しいウインドウで「出庫依頼」画面が表示されます。
④対象の「出庫依頼」欄にチェックを入れ、数量を指定します。
⑤［次へ］をクリックし、確認画面に進みます。
⑥確認画面にて出庫依頼内容を確認のうえ、［出庫依頼］をク
リックし、受付完了画面に進みます。
⑦受付完了画面にて、出庫依頼は完了

手順
①グローバルメニューから「口座」を選択
②「出金依頼」をクリック
③新しいウインドウで「出金依頼」画面が表示されます。
④出金口座情報（銀行名・支店名・口座種類/記号・口座番号(上3桁)をご確認ください。
⑤出金する取引口座を指定
⑥依頼金額を入力
⑦［次へ］をクリック
⑧Webからのメッセージを確認のうえ、［OK］をクリックし確認画面に進みます。
⑨確認画面にて出金依頼内容を確認のうえ、［出金依頼］をクリックします。
⑩Webからのメッセージを確認のうえ、［OK］をクリックし受付完了画面に進みます。
⑪受付完了画面にて、出金受付番号と依頼金額が表示されます。

お預かりの有価証券（一部上場証券、国債、倉荷証券等）の出庫手続きです。画面上の手続きとは別に、ホフリ口座間の振替となるため、書
面での手続きも別途必要となります。出庫手続きが完了するまではお時間を要しますので、余裕をもって手続きを行ってください。

帳尻清算

その日に確定した損益金（当営業日実現損益金）は、毎営業日大引け後のメンテナンス時に益金であれば「現金へ」、損金であれば「現金」
からの振替により清算を行っています。この振替は1日1回であるため、セッション中に確定した益金を出金手続きをする場合には、現金への
振替を行う必要があります。セッション中の振替は手動で手続きが可能です。振替処理はシステム上で直ぐに行われます。

手順
①グローバルメニューから「口座」を選択
②「帳尻清算」をクリック
③新しいウインドウで「帳尻清算」画面が表示されます。
④「帳尻金から預証拠金（現金）へ」をチェックします。
⑤清算金額は自動で入力されます。
⑥［次へ］をクリックし、確認画面に進みます。
⑦確認画面にて清算/振替内容を確認します。
⑧［清算/振替］をクリックし、受付完了画面に進みます。
⑨受付完了画面にて、振替依頼は完了



「表示・環境設定」でマーケットスピードCXを“自分仕様”に
「マーケットスピードCX」はお客様のご利用環境に応じて、「表示・環境設定」でさまざまな設定が可能です。「表示・環境設定」を極めて、
マーケットスピードCXを自分流にさらに進化させましょう！

表示・環境設定ウィンドウの呼び出し

「グローバルメニュー上の「設定変更」をクリックしてください。

環境設定：商品リスト

エフェクトパターン
「エフェクト無し」：文字色が白で固定、点滅アクションなし
「ホールド」：レート変更後約0.5秒間指定した色で表示
「フェードアウト」：レート変更後約0.5秒間指定した色で表示、その後

フェードアウト
「フラッシュ」：レート変更後約0.5秒間指定した色で点滅表示

環境設定：ディスプレイ
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こだわりモード

かんたんモード

環境設定：注文・約定

注文約定時の確認画面の表示/非表示の切替え、約定時にお知ら
せする通知メッセージの表示/非表示の切替えができます。

環境設定：価格表示

相場表、複数気配など価格が更新されたときの表示パターン（エフェ
クトパターン）を選択できます。

注文画面、相場表画面、チャート画面等で商品選択する際に表示さ
れるプルダウンメニュー上の商品の並び順を変更することができま
す。

画面に表示されるテキストの文字サイズを変更できます。また、背景
画像も3パターンから選択できます。
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メール基本設定(国内商品先物専用）

国内商品先物取引に関するメール送信先を登録します。上段には
当社からの連絡用（不足金確定した際の通知メール含む）メールア
ドレスを登録します。

下段には「価格通知」「約定通知」メールの送信先を登録します。上
段下段ともに同じメールアドレスを登録されても構いません。

約定メール設定（国内商品先物専用）

注文が約定した際にメールで通知を希望される場合は、この設定欄
で新規、決済それぞれのチェックボックスにチェックを入れて下さい。

※このページからメールアドレスの変更をいただいても、総合口座
側で登録しているメールアドレスは変更されませんのでご注意くださ
い。

価格通知メール設定（国内商品先物専用）

指定した値段にマーケットで値段が付いた際にメールで通知を受け
取る際の設定欄です。最大5件まで登録が可能です。

パスワード変更（国内商品先物専用）

※このページからパスワードの変更をいただいても、総合口座側で
登録しているパスワードは変更されませんのでご注意ください。

ログイン時に使用するパスワードの変更画面です。国内商品先物用
全ツールで用いるパスワードが変更されます。

チャート[チャート基本設定]

チャートの設定は、テクニカル分析のパラメータ変更も含め、
チャート画面左上に配置（初期設定時）された凡例内で行います。

表示する足パターンは、7種（ロウソ
ク足、折れ線、ドット、バー、平均足、
陰陽足、ポイントアンドフィギュア）を
プルダウンメニューから選択できま
す。

足種の左隣りに配置された をクリックすることで描画するロウ
ソク足、平均足の他、特殊チャート等の線種、色、太さ等に関する
設定を行なえます。



背景やグリッド線、クロスラインなど表示全体の色、太さを設定でき
ます。設定画面はチャート画面上段メニューにある全体設定ボタン

をクリックしてください。

チャート[テクニカルの描画]
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チャート[チャート全体設定]

テクニカル指標の追加、変更は、チャート画面上段に配置されたボ
凡例内にある「テクニカルチャート」の左隣りのボタン をクリックし
てください。

テクニカル指標のパラメータ変更、線の描画（太さ、パターン）設定を
行なえます。設定画面の呼び出しは、チャート画面上段に配置され
た凡例内にある「テクニカルチャート」の右隣りのボタン をクリック
してください。

チャート[テクニカルの設定変更]

描画されているテクニカル指標名の左隣りのボタン をクリックし
てください。



チャート[トレンド系ツール] チャート[オシレーター系ツール]

オシレーター系テクニカルチャートの期間、線種、色、太さ等に関す
る設定を行なえます。

線種は実線、点線、破線の3種類から、太さは1から3の範囲で入力
可能です。色を変更したい場合は塗りつぶしのサムネイルをクリック
して下さい。変更を入力し終わったら【適用】ボタンを押し、【OK】ボタ
ンで画面を閉じてください。

リスクのご説明

国内商品先物取引のリスクは次のとおりです。お取引にあたりましては、内容をご熟読のうえご理解いた
だきますようお願いいたします。

楽天証券で取扱っている商品（国内商品先物取引）は、元本及び利益が保証されるものではなく、証拠金を
預託することにより少額の資金でその数倍～数十倍の金額のお取引を行うことが可能なレバレッジ商品で
す。このレバレッジ効果のため、相場の変動により預託した証拠金を上回る損失が生じる可能性がありま
す。ロスカット注文が設定できる取引であっても、相場の急激な変動により預託した証拠金を上回る損失が
生じる可能性があります。また、相場の変動により追加で証拠金を預託する必要が生じる可能性がありま
す。

各商品の「取引証拠金の額または計算方法」、「ご負担いただく手数料等」及び「リスク等」は商品毎に異な
りますので明示できません。各商品の詳細につきましては、「当社Webサイトの当該商品のページ」もしくは
「契約締結前交付書面等」をご確認ください。
お取引に際しましては「契約締結前交付書面等」を熟読の上、リスクや取引の仕組み等を十分にご理解い
ただき、ご自身の判断と責任においてご利用下さい。
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トレンド系テクニカルチャートの期間、線種、色、太さ等に関する設
定を行なえます。

線種は実線、点線、破線の3種類から、太さは1から3の範囲で入力
可能です。色を変更したい場合は塗りつぶしのサムネイルをクリック
して下さい。変更を入力し終わったら【適用】ボタンを押し、【OK】ボタ
ンで画面を閉じてください。

例：移動平均線の設定欄 例：RSIの設定欄
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