
スマホアプリiSPEEDで米国株取引！
「ここだけは押えておきたい」取引テクニック術

楽天証券

株式・デリバティブ事業部

上田 明



2

ご注意事項

本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を
目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるよ
うにお願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合にお
きましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある
情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢によ
り変化し、実際とは異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するも
のではなく、お取引をなさる際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもござい
ませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
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投資にかかる手数料等およびリスク

【外国株式等の取引にかかるリスク】
外国株式等は、株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失
（為替差損）が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場
投資証券（ETN）は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動
産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

【外国株式等の取引にかかる費用】
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.45％（0.495％）・最低手数料：0米ドル・上限手数料：20米ドル（22米ドル）
中国株式 約定代金の0.5％（0.55％）・最低手数料：500円（550円）・上限手数料：5,000円（5,500円）
アセアン株式 約定代金の1.00％（1.10％）・最低手数料：500円（550円）・手数料上限なし
※（）内は税込金額
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee（米国現地取引所手数料）がかかります。詳しくは当社
ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引
手数料に2,000円（税込2,200円）が追加されます。
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ETF／ETNのリスク(抜粋）
複雑な商品設計のETF/ETNについての注意点
ETF/ETNの中には、ボラテリティ指数先物を対象としたETF/ETNやカバードコール戦略を取り入れたETF/ETNなど、先物取引やオ
プション取引を組入れている場合があります。そのようなETF/ETNは、先物のロールによる価格変動、対象指数等そのものの急激な
値動き等によって想定外の値動きをする場合があります。
また、レバレッジ型ETF/ETNやインバース型ET/ETNは、原指標の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ型指標
に連動するよう運用されます。そのため、値動きや想定されるリターンは、通常のETF/ETNとは異なる特性を有しています。
複雑な商品設計のETF/ETNに投資される際は、商品設計を開示書類等でご確認していただき、十分ご理解していただいた上で投資
をしてください。

ETFにおける信用リスク
リンク債型ETFやOTCデリバティブ型ETFなどにおいては、ETFが投資に用いるリンク債の発行体またはETFのOTCデリバティブ取引
の相手方の財務状況の悪化などにより基準価額が大きく下落する信用リスクが存在します。これらのETFの投資にあたっては、商品
設計を予めご確認する必要があります。

ETN発行体の信用リスク
ETNは、裏付となる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力をもとに価格が特定の指標に連動することを保証する債券です。
そのため、発行体の倒産や財務状況の悪化、信用格付の引き下げ等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性、 ま
た、償還時に発行体が償還金額を支払わない、または支払うことができない可能性があります。このような結果、損失が生じる可能
性があります。

早期償還等のその他のリスク
市場動向の急変時や資産総額が小さくなった場合など、管理会社等が運用の継続が困難であると判断した場合は、運用を終了し、繰
り上げ償還をする可能性があります。取引所が定める上場廃止基準に該当した場合などは、上場廃止となる可能性があります。

詳細は、当社HPの「ETF／ETNのリスク」をご覧ください。
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iSPEEDとは

楽天証券が提供する

スマートフォン向け株取引アプリ

✓利用料無料

✓豊富な情報量

✓日本株・米国株対応
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アプリで米国株式取引ができます！

2020年4月27日より、米国株の取引機能を追加！
１つのアプリで日本株、米国株の取引が可能になりました
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まずはダウンロード

Androidの方 iPhoneの方

ダウンロード済みの方はログインのご準備を！
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本日の講義内容

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

3. 注目の銘柄は？「ランキング」

4. 「テクニカル分析」で賢く投資判断！

5. 米国株取引の便利な機能が増えました！
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本日の講義内容

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」
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3. 注目の銘柄は？「ランキング」

4. 「テクニカル分析」で賢く投資判断！

5. 米国株取引の便利な機能が増えました！
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基本操作

銘柄検索 注文 照会
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銘柄検索

①虫眼鏡アイコン「検索」をタップ

②気になる銘柄を入力して検索

米国株の場合
・銘柄名
ex≫コカ・コーラ、アマゾン、アップル…

or
・ティッカーシンボル
ex≫KO、AMZN、AAPL…

ティッカーとは？
日本株の【銘柄コード】
にあたるもの。
覚えておくと銘柄検索の
際に便利！

※フィルターマークで「米国株式」に
チェックがはいっているか確認！
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注文
①右上の「注文」をタップ ②条件を入力して、

「注文する」をタップ
③注文完了！
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照会

人型のアイコン「資産・照会」をタップ

✓保有銘柄一覧

✓注文照会

✓約定照会
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iSPEEDの便利な機能たち

カスタマイズ機能 アラート機能
Apple Watch

Androidウィジェット対
応
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iSPEEDで情報収集
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本題へ

iSPEEDで “ここだけは押さえておきたい！”
取引テクニックを 徹底的に解説します
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本日の講義内容

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

3. 注目の銘柄は？「ランキング」

4. 「テクニカル分析」で賢く投資判断！

5. 米国株取引の便利な機能が増えました！
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競合比較 - 米国株

米国株の銘柄がわからない…
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競合比較 - 米国株（遷移方法）

「競合比較」は関連する銘柄を表示

「競合比較」へ
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競合比較 - 米国株（画面詳細）

競合銘柄を一覧で表示

会社名：銘柄名
スコア：銘柄の総合評価を5段階で表示

スコアは5項目の総合評価
✓財務健全性 ✓収益性
✓割安性 ✓安定性
✓株価モメンタム
（各項目は10段階で評価）
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競合比較 - 米国株（企業情報）

まずは企業情報の
チェックがオススメ
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競合比較 - 米国株（例）
マクドナルド(MCD)の「競合比較」にはどんな銘柄が登場？

アルコス・ドラトス(ARCO)：

ナポトレ・メキシカングリル
(CMG)：

ドミノ・ピザ(DPZ)：

ジャック・イン・ザ・ボックス
(JACK)：

レストラン・ブランズ・イン
ターナショナル(QSR)：

etc.
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ランキング（遷移方法）

①メニューアイコンを
タップ

②ランキングをタップ
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ランキング

左上の国旗アイコンの
タップで、日本株⇔米国株
の切替えが可能
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ランキング（米国株）
ランキング（米国株）

✓出来高

✓株価値上がり率

✓株価値下がり率

✓売買代金



27

本日の講義内容
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2. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い
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テクニカル分析ってなに？
将来の値動きを予測するために使われる分析手法！

トレンド系の場合 ・・・値動き上昇/下落のトレンドを見つける

ex≫ 単純移動平均、ボリンジャーバンド、一目均衡表…

オシレータ系の場合・・・買われ過ぎ/売られ過ぎ/値頃感を見つける

ex≫ 出来高、RSI、MACD…

売買のタイミングを勘だけでなく、

指標に基づいて判断できる！
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テクニカル分析➀~単純移動平均線~

~単純移動平均線～（トレンド系）

ゴールデンクロス
→短期が中長期を上抜けると
株価が低迷から抜け出すトレンドを指す。

デッドクロス
→短期が中長期を下抜けると
株価が低迷するトレンドを指す。
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テクニカル分析➁ ~ MACD ~

~MACD～（オシレータ系）
実際の値動きに近い
トレンド察知が単純移動平均より早い

ゴールデンクロス
→0ラインより下でMACDがシグナルを
上抜けたときが上昇トレンド！

デッドクロス
→0ラインより上でMACDがシグナルを
下抜けたときが下落トレンド！
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テクニカル分析の表示方法

銘 柄 検 索 チ ャ ー ト

複数のテクニカルを併用して判断できる！
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本日の講義内容

1. まずは基礎から「基本操作レクチャー」

2. 米株投資家必見！「競合比較」は面白い

3. 注目の銘柄は？「ランキング」

4. 「テクニカル分析」で賢く投資判断！

5. 米国株取引の便利な機能が増えました！
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米国株式機能がさらにパワーアップ

2021年4月12日にiSPEEDのサービス拡充を実施！

✓逆指値注文機能

✓マネーブリッジ
（自動入出金）機能

✓チャットボット機能
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マネーブリッジ（自動入出金）

注文

円貨決済

外貨決済

日本円の入金

ドルの入金 or
円→ドル為替取引

楽天銀行に資金があれば、円貨決済での買付注文の際に、
証券口座に入金しなくても楽天銀行口座の資金から自動で充当！
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逆指値注文とは？
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逆指値注文とは？

「損失が拡大する前に売り予約」
「さらに大きく上昇しそうなトレンドなので買い予約」

基本的な逆指値の利用方法を紹介します！
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逆指値注文①~損失限定~

①125ドルで銘柄Aを購入！
➁念のため相場が急落したときに備えて、118ドルで売り逆指値注文を予約
③相場がそのまま下げ、118ドルに到達。売り注文執行。

7ドルの
損失限定
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逆指値注文➁~アップトレンド~

①銘柄Aが124ドルの時、レンジ抜け127ドルで上昇トレンドに入ることを
見込んで買い逆指値注文を出しておく。

➁このレンジを抜け、127ドルに到達、買い逆指値注文が執行され、
思惑通りに買うことができた。
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逆指値注文入力方法

逆指値を指定
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逆指値キャンペーン実施中

キャンペーン期間中にエントリーし、
米国株の売り注文、もしくは買い注文を

逆指値注文で設定完了した
お客様全員で100万ポイント山分け！

エントリーはこちら
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困ったときは…チャットで相談

AIチャット 有人チャット
平日9:00～18:0024時間365日対応



42

（予備）カスタマイズ機能

米株の指数がみれるような画面が欲しい…

自分の持ってる保有資産が一目でわかるように
なればいいな…

画面をカスタマイズすることで
自分専用の情報ページを作成することが可能です！
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（予備） My Page カスタマイズ

①既存ページをカスタマイズ
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（予備）既存ページをカスタマイズ

歯車アイコンをタップ

「My Page編集」画面に
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（予備）既存ページをカスタマイズ

①名前の変更

②パーツの変更
③パーツの削除

④パーツの移動

⑤パーツの追加

⑥最後に「完了」
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（予備） My Page カスタマイズ

②新規ページを作成
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（予備）新規ページを作成

My Pageを追加

1からパーツを選択
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（予備） My Pageを追加
まずはページの追加から

①紙のアイコンを
タップ

②My Page一覧
編集画面に移動
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（予備） My Pageを追加
③プラスアイコン
をタップ

④新規作成をタップ
⑤「新しいMy Page」が
追加されたことを確認
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（予備）新規ページ作成開始
歯車アイコンをタップして
オリジナルページの作成開始！

ここからは、
既存ページの
カスタマイズと同じ！
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（予備）オリジナルMy Page ～米国市場～

米国株市場主要指数

+
GAFAM

+
ニュース

+
決算カレンダー
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iSPEEDの便利な機能たち

カスタマイズ機能 アラート機能 豊富な情報
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ポイントプレゼントキャンペーン

キャンペーン期間にエントリーしたお客様の
米国株式取引手数料（税込）3％分
楽天ポイントをプレゼント！！

5/24（月）～エントリー開始予定
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おわりに

Androidの方 iPhoneの方

ぜひiSPEEDをご活用ください！




