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ログイン後のお取引ページを8年ぶりにフルリニューアル 

― 業界 高水準の情報量に加え、銘柄検索機能を強化 ― 

 
 

 

 

 

 
  

【リニューアルのポイント】 

1） 国内株式検索機能「スーパースクリーナー」の追加、投信の検索機能を大幅強化

2） 保有資産やニュースをどの画面でも把握できる”スーパーヘッダー”追加 

3） 注文ショートカットリンクと確認画面の省略機能でスピーディな発注を可能に 

4） 国内株式の株価、板情報の自動更新、57 種類のテクニカルチャートを提供 

5） 業界 高水準の国内外マーケット情報を追加 

 
楽天証券株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：楠 雄治、以下 「楽天証券」）

は、2011 年 10 月末を目処に、弊社ログイン後のお取引ページをフルリニューアルいたし

ます。 
 

 本リニューアルでは、「国内トップレベルの投資情報の提供と検索機能の強化」と「直感

的で使いやすいウェブサイトの提供」を重点に置き開発をすすめてまいりました。 

 

 例えば、あらかじめ表示されているさまざまな検索条件をクリックしていくだけで、条

件にあった国内株式の銘柄を容易に検索できるスクリーニング機能や、50 種類を超える世

界の指数やマーケット情報の提供、各指数・個別銘柄画面における 57 種類のチャート表示

など、あらゆるお客様があらゆる視点から投資判断できる情報や機能を提供いたします。 

  

 このたびのリニューアルでは、これらの投資情報や機能を実装したお取引ページに刷新

することで、お客様の投資戦略の策定から実際の注文、お取引後の資産管理に至るまでの

すべてをスムーズにご利用いただける環境を整備いたしました。 

 

■ リニューアル予定日 

2011 年 10 月下旬（予定） 

 



 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■□ リニューアルの概要 □■ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

1、国内株式検索機能「スーパースクリーナー」の追加、投信の検索機能を大幅強化 

 

新しい国内株式検索ツール「スーパースクリーナー」では、さまざまな投資ニーズをも

ったお客様が直感的に銘柄を抽出できることを目指し機能を一新いたしました。あらかじ

め表示している各検索項目を、クリックするだけで条件を設定でき、その条件を「MY ス

クリーナー」機能に保存できます。「詳細分析」機能では、検索結果の銘柄のチャートや業

績予想を並べて比較することも可能です。 

 

2、保有資産やニュースをどの画面でも把握できる”スーパーヘッダー”追加 

 

ログイン後お取引ページのすべての画面上部で、お客様の総資産残高や各商品の買付余

力をティッカー表示いたします。本機能は、 新ニュースのヘッドラインに切り替えるこ

とも可能です。 

 

3、注文ショートカットリンクと確認画面の省略機能でスピーディな発注を可能に 

 

 ログイン後どの画面からでも２クリックで注文画面に遷移できるショートカットリンク

を搭載。また、国内株式の注文画面では確認画面を省略する機能を実装し、投資のタイミ

ングを逃さない迅速な注文を可能にしました。 

 

4、国内株式の株価、板情報の自動更新、57 種類のテクニカルチャートを提供 

 

 国内株式の「株価情報」や「注文」画面では、現在値や板情報などが 3 秒毎に自動更新

いたします。本機能は、スマートフォンでもご覧になれます。本対応により、更新頻度の

高いリアルタイムの株価をどこでもご覧になれます。 

また、テクニカルチャートの種類を大幅に拡充いたしました。それぞれのチャートには

トレンドラインやフィボナッチリトレースメントなどの描画機能を搭載いたします。この

ほか、複数銘柄の比較チャートも提供いたします。 



＜提供するテクニカルチャート 合計 57 種類（予定）＞ 

A/D 累積/分散 線形回帰トレンド 標準偏差 

アレキサンダー・フィルター MACD 移動平均収束拡散法 スロー・ストキャスティクス 

アベレージ・トゥルー・レンジ 指数平滑移動平均 単純移動平均線 

ボリンジャーバンド マネー・フロー 転換点 

バイアス マス・インデックス トリックス 

コポック曲線 修正ストキャスティクス with EMA 売買代金移動平均線 

コモディティ・チャネル・インデックス 修正ストキャスティクス with MEMA UIcer 指数 

チャイキン・オシレーター 修正ストキャスティクス with WMA アルティメット・オシレーター 

方向性指数 モーメンタム チャイキン・ボラティリティ 

逆トレンド価格オシレーター 負のボリュームインデックス ベクトル 

指数移動平均 オンバランス・ボリューム ボラティリティ 

エンベロープ 価格変動幅 出来高カイリ率 

イース・オブ・ムーブメント 価格オシレーター ボリュームオシレーター 

フォース指数 価格変動 ボリューム・レイト・オブ・チェンジ 

ファスト・ストキャスティクス サイコロジカルライン 出来高加重平均価格 

一目均衡表 RCI 順位相関指数 ウィリアムの A/D 

ケルトナーチャンネル 相対モメンタム指数 ウェイテッド・クローズ 

カイリ率 RSI 相対性指数 加重移動平均線 

株価移動平均 2 線乖離 パラボリック ウィリアムズ％R 

  

５、業界 高水準の国内外マーケット情報を追加 

 

国内指標はもちろん、米国、欧州、アジア、新興国など世界中の主要指標や金、原油と

いったコモディティ、債券など多様化する市況に対応できる数多くのマーケット情報をご

提供いたします。これらのマーケット情報も国内株式と同様に 57 種類のテクニカルチャー

トを利用できます。 

 

＜提供するマーケット情報（予定）＞ 

 表示する指数 更新のタイミング 

日経 225、TOPIX、ジャスダック指数、日経ジャスダック平均、

JASDAQ-TOP20、JASDAQ スタンダード指数、 

JASDAQ グロース指数、J ストック指数 

リアルタイム 

NY ダウ 20 分ディレイ（※） 

NASDAQ、S&P100 指数、S&P500 指数、香港ハンセン指数、

ハンセン H 株指数、ハンセンレッドチップ指数 
15 分ディレイ（※） 

株価指数 

（18 種類） 

 

 

仏 CAC40 指数、独 DAX30 指数、上海総合指数 15 分ディレイ 



 

 表示する指数 更新のタイミング 

日経 225（期近）（大証） リアルタイム 

株価指数先物 

（10 種類） 

日経 225（CME）、日経 225（SGX）、E-mini S&P 500、 

E-mini S&P Mid Cap 400、E-mini S&P Small Cap 600、 

E-mini S&P NASDAQ-100、E-mini Dow、 

S&P CNX Nifty、MSCI Taiwan Index Futures 

10 分ディレイ 

為替 

（15 種類） 

米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、 

カナダドル/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、 

香港ドル/円、トルコリラ/円、南アランド/円、 

ロシアルーブル/円、韓国ウォン/円、メキシコペソ/円、 

ブラジルレアル/円、インドルピー/円 

10 分毎更新 

原油（WTI）先物 前日終値 

天然ガス（Henry Hub)先物 15 分ディレイ 

Gold 先物 10 分毎更新 
コモディティ 

（8 種類） 
Silver 先物、Copper 先物 

Corn 先物、Wheat 先物、Soybeans 先物 
15 分ディレイ 

債券 

（5 種類） 

日本国債 3 年、日本国債 5 年、日本国債 10 年 

米国 3 カ月国債、米国 10 年国債 
120 分ディレイ 

※「米国リアルタイム株価（利用料：月額 1,050 円（税込））」をお申込みなさっている

お客様はリアルタイムでご覧いただけます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■□ 画面イメージ □■ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【スーパースクリーナー】        【国内株式 株価検索/株価詳細】 

  

※ 画面イメージは開発中のものです。 

以 上 

 

 



【手数料等およびリスクの説明について】 

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担

いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれが

あります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホー

ムページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締

結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。 

 

商号等：楽天証券株式会社 （楽天証券ホームページ） 

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者 

加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会 
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