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1. はじめに

インストール

【マイページ】

タブにマウスカーソルを当てると、プルダウンメニューが表示されます。

「ツール」

クリックすると、ツール紹介ページが開きます。

[ダウンロード]

ボタンをクリックすると、『はっちゅう君FXPlus』をインストールできます。

3

『はっちゅう君FXPlus』 のインストールは、当社PC会員ページから行う必要があります。
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1. はじめに

ログイン

[スタート]

クリックすると、プログラムメニューが開きます。

「すべてのグログラム(P)」

カーソルを当てると、メニューが表示されます。

4

スタートボタンからの 『はっちゅう君FXPlus』 起動方法（Windowsをご利用の場合）

ショートカットアイコンからの 『はっちゅう君FXPlus』 起動方法

デスクトップにある 『はっちゅう君FXPlus』 の

ショートカットアイコンをダブルクリックします。

「はっちゅう君FXPlus」

クリックすると『はっちゅう君FXPlus』 が起動します。

ユーザーID （またはログイン名）

入力欄をクリックして、ユーザーIDとログインパスワードを入力
します。

ユーザーID （またはログイン名） を保存(S)

チェックあり ： ユーザーID（またはログイン名）を保存します。

チェックなし ： ユーザーID（またはログイン名）は保存されません。

[ログイン]

クリックするとログインします。

[キャンセル]

ボタンをクリックすると、ログインされず、ログイン画面が表示さ
れなくなります。

ログイン

はっちゅう君FXPlus
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1. はじめに

ログアウトと終了

[ファイル(F)]

クリックするとメニューが開きます。

「ログアウト(O)」

クリックすると、ログアウト画面が表示されます。

5

[ファイル(F) ] からのログアウト

ログイン状況からログアウトする場合

『はっちゅう君FXPlus』 の画面左下の
ログイン状況をクリックします。

[はい(Y)]

クリックすると、ログアウトします。

[いいえ(N)]

クリックすると、ログアウトはされず、メッセージ画面が
閉じます。

「終了(X)」

クリックすると、ログアウトし、『はっちゅう君FXPlus』 の
終了画面が表示されます。

[はい(Y)]

クリックすると、『はっちゅう君FXPlus』 を終了します。

[いいえ(N)]

クリックすると、『はっちゅう君FXPlus』 は終了されず、
メッセージ画面が閉じます。

ログアウト(O)

終了
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2. 画面説明

お知らせ
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[お知らせ]

クリックすると、お知らせ（タイトル一覧）画面が
表示されます。

お知らせ（タイトル一覧）

タイトルをクリックすると、お知らせ本文画面が
表示されます。

お知らせ本文

お知らせの本文が表示されます。

お知らせ（タイトル一覧）

お知らせ本文
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2. 画面説明

新規注文
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[新規注文]

クリックすると、新規注文パネルが表示されます。

＊最大8枚表示可能です。初期設定では執行条件以外は、
何も選択されていません。[オプション(O)]の設定画面より
初期設定を変更することができます。

現在レート

「Bid」または「Ask」が表示されます。

注文条件

通貨ペア ：

新規注文パネル

当社取扱通貨ペアから選択できます。

売買 ： 「売」または「買」を選択します。

注文タイプ ： 「成行」、「通常」、「OCO」、「IFD」、「IFD-

OCO」から選択できます。

＊初期設定では「成行」が選択されています。

取引数量 ： 1回の最大注文可能数量以下で入力可能です。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアに
よって異なります。詳細は、当社コーポレート
サイトをご覧ください。

決済注文を同時に行う

チェックを入れると決済注文を同時に発注できます。（注
文タイプで「成行」を選択したときのみ）

確認画面を表示する

チェックあり ： 発注時に確認画面を表示します。

チェックなし ： 発注時の確認画面を省略します。

注文画面を残す
チェックあり ： 発注後も条件を保存したまま注文画面を

表示します。

チェックなし ： 発注すると注文画面が閉じます。

[キャンセル(C)]

クリックすると、注文は発注されずに新規注文パネルが閉
じます。

[確認画面へ(O)]

クリックすると、確認画面が表示されます。
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2. 画面説明

スピード注文
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スピード注文
クリックすると、スピード注文パネルが表示されます。

＊最大8枚表示可能です。起動時は何も選択されていま
せん。[オプション(O)]の設定画面より初期設定を変更す
ることができます。

通貨ペア

当社取扱通貨ペアから選択します。

両建チェック
チェックを入れると両建モードになります。

両建モードでは、ポジション保有状況にかかわらず、発注
ボタンからの注文が常に新規注文になります。

スピード注文パネル

BID ASK

現在レートが表示されます。

[全決済]
クリックすると、選択通貨ペアの建玉すべてについて成行
決済注文を発注します。

ポジション状況

現在のポジション状況が表示されます。

建玉数量 ：現在保有している建玉数（返済注文中の建玉
を含む）

平均レート ：保有建玉の平均取得レート
損益（pips） ：現在レートと、保有建玉の平均取得レートの差
評価損益 ：保有建玉の評価損益（円換算）

取引数量
ここに表示された数量で発注されます。

＊[オプション(O)]の設定画面より初期設定を変更するこ
とができます。

スプレッド
BID とASK の価格差が表示されます。

＊ご注意＊
スピード注文は、発注時の確認画面が表示されずに即発注されるなど、独自の機能が搭載されています。
ご利用の前には必ず、「スピード注文 操作マニュアル」を熟読の上、ご利用ください。

決済同時発注チェック

チェックをすると決済同時発注モードになります。

新規の成行注文と同時に、指定した注文タイプ、レート、
有効期限で決済注文が常に発注されます。

※逆指値幅の初期設定は 50pips です。

9

9
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2. 画面説明

注文チャート

9

注文チャート

クロスヘア表示

指値ライン表示

選択 ： クロスヘアを表示します。

解除 ： クロスヘアを非表示にします。

選択 ： 注文中の買い指値注文レートを赤色、売り指値注
文レートを青色のラインで表示します。

解除 ： 指値ラインを非表示にします。

通貨ペア

当社取扱通貨ペアから選択できます。

チャート足種

「ティック」、「1分」、「5分」、「10分」、「15分」、「30分」、
「60分」、「4時間、「8時間」から選択できます。

チャート種別
「ローソク足」、「ライン」から選択できます。

テクニカル設定
表示中の注文チャートのテクニカル指標について設定
を変更できます。

建玉履歴表示

選択 ： 保有中の建玉情報を表示します。

解除 ： 保有中の建玉情報を非表示にします。

約定履歴表示

選択 ： 約定履歴を表示します。

解除 ： 約定履歴を非表示にします。

9 縦軸自動調整
「縦軸自動調整」をOFFすることで、指値ラインの位置が
固定となり、掴みやすくなります。
※初期設定はONです。

BID/ASK切り替え表示
注文チャートの表示レートを「BID」「ASK」で選択できます。
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2. 画面説明

注文チャート （続き）
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レート, 注文 , 保有建玉, テクニカル

買建玉 ：保有中の買建玉の価格を表示します。

始値、高値、安値、注文中の注文情報、保有建玉情
報、テクニカル情報が表示されます。

保有建玉

クロスヘア
クロスヘアを選択している場合のみ、クロスヘアが表示
されます。

指値ライン
注文中の情報が表示されます。

青いライン ： 売り注文価格を表示します。

赤いライン ：買い注文価格を表示します。

売建玉 ：保有中の売建玉の価格を表示します。

注文変更 , スピード注文 , 新規注文

指値ライン上で右クリックをすると、注文の変更や、ス
ピード注文、新規注文を出すことができます。

スピード注文 , 新規注文

表示エリア内で右クリックをすると、スピード注文、新規
注文を出すことができます。

買約定 ： 買いの約定内容を表示します。

約定履歴

売約定 ：売りの約定内容を表示します。
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2. 画面説明

注文一覧
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[注文一覧]

クリックすると、注文一覧が表示されます。

注文一覧

変更/取消

変更または取り消ししたい注文を選択してからクリック
すると、注文変更/取消ウィンドウが開きます。

更新時間
直近の注文一覧の更新時間を表示します。[更新]ボタ
ン をクリックすると、手動で更新できます。

絞り込み

注文一覧で表示する項目を「全通貨ペア」、「売＆買」
のプルダウンメニューより絞り込むことができます。

注文内容
「はっちゅう君FXPlus」から発注した注文中の注文を表示しま
す。

右クリックで「注文変更/取消」、「新規注文」、「更新」、「CSV
ファイルを出力」、「 CSVファイルで開く」、「ウィンドウの固定」、
「別ウィンドウで開く」を選択できます。

売買 ：売買区分が表示されます。

取引数量 ：取引数量が表示されます。

注文タイプ ： 注文タイプが表示されます。

執行条件 ：取引区分が表示されます。

注文日時 ：注文を受注した日時が表示されます。

有効期限 ： 有効期限が表示されます。

状態 ：注文状態が表示されます。

建玉番号 ： 建玉番号を表示します。

通貨ペア ： 注文中の通貨ペアが表示されます。

注文番号 ： 注文番号が表示されます。

取引種類 ：「新規」または「決済」の別が表示されます。

注文レート ：注文レートが表示されます。表示カラムの選択

一覧に表示させる項目を選択したい場
合は、項目名を右クリックして、「表示カ
ラムの選択」より設定画面を開きます。
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2. 画面説明

建玉一覧
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[建玉一覧]

クリックすると、建玉一覧が表示されます。

建玉一覧

個別決済(K)

建玉を選択してからクリックすると、指定した建玉を決
済することができます。

一括決済（成行）(I)
建玉を選択してからクリックすると、複数またはすべて
の建玉をまとめて決済することができます。

絞り込み

建玉一覧で表示する項目を「全通貨ペア」、「売＆買」
のプルダウンメニューより絞り込むことができます。

保有建玉情報

現在保有している建玉を表示します。

売買 ： 売買区分（「売」または「買」）が表示され

ます。

建玉数量 ： 建玉数量が表示されます。

発注中数量 ： 発注中数量が表示されます。

建玉レート ： 約定時の建玉レートが表示されます。

約定日時 ： 約定日時が表示されます。

損益(pips) ： 評価損益（pips）が表示されます。

評価損益 ： 評価損益（円換算）が表示されます。

累計スワップ ： 累計スワップポイントが表示されます。

損益合計 ： 損益合計が表示されます。

通貨ペア ： 保有建玉の通貨ペアが表示されます。

Point
右クリックで「決済注文」、「新規注文」、「更新」、「CSV

ファイルの出力」、「ウィンドウの固定」、「別ウィンドウで
開く」を選択できます。

更新時間
直近の建玉一覧の更新時間を表示します。[更新]ボタ
ン をクリックすると、手動で更新できます。

建玉番号 ： 建玉番号が表示されます。

評価レート ： 評価レートが表示されます。

指値 ： 指値注文の注文レートが表示されます。

逆指値 ： 逆指値注文の注文レートが表示されます。

決済対象 ： 「決済対象」の横にあるチェックのオン/オフ

で、すべての建玉の選択/解除ができます。

建玉ごとに行を選択することによって、複数

の通貨ペアを選択/解除することができます。

表示カラムの選択

一覧に表示させる項目を選択したい場
合は、項目名を右クリックして、「表示カ
ラムの選択」より設定画面を開きます。
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2. 画面説明

通貨売買別建玉一覧
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通貨売買別建玉一覧

[通貨売買別建玉一覧]

クリックすると、通貨売買別建玉一覧が表示されます。

個別決済(K)

建玉を選択してからクリックすると、指定した建玉を決
済することができます。

一括決済（成行）(I)
建玉を選択してからクリックすると、複数またはすべて
の建玉をまとめて決済することができます。

絞り込み

通貨売買別建玉一覧で表示する項目を「全通貨ペア」、
「売＆買」のプルダウンメニューより絞り込むことができ
ます。

保有建玉情報

現在保有している建玉を表示します。

売買 ： 売買区分（「売」または「買」）が表示され

ます。

建玉数量合計 ： 同一通貨ペアの建玉数量合計が表示され

ます。

平均建玉レート ： 同一通貨ペアの平均建玉レートが表示

されます。

損益(pips) ： 同一通貨ペアの評価損益（pips）合計が

表示されます。

評価損益 ： 同一通貨ペアの評価損益（円換算）合計が

表示されます。

スワップ ： 同一通貨ペアのスワップポイント合計が

表示されます。

損益合計 ： 同一通貨ペアの損益合計が表示されます。

通貨ペア ： 保有建玉の通貨ペアが表示されます。

更新時間
直近の通貨売買別建玉一覧の更新時間を表示します。
[更新]ボタンをクリックすると、手動で更新できます。

評価レート ： 評価レートが表示されます。

決済対象 ： 「決済対象」の横にあるチェックのオン/オフ

で、すべての建玉の選択/解除ができます。

建玉ごとに行を選択することによって、複数

の通貨ペアを選択/解除することができます。

Point
右クリックで「決済注文」、「新規注文」、「更新」、「CSV

ファイルの出力」、「ウィンドウの固定」、「別ウィンドウで
開く」を選択できます。

表示カラムの選択

一覧に表示させる項目を選択したい場
合は、項目名を右クリックして、「表示カ
ラムの選択」より設定画面を開きます。
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2. 画面説明

約定履歴
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[約定履歴]

クリックすると、約定履歴が表示されます。

約定履歴

更新時間
直近の約定履歴の更新時間を表示します。[更新]ボタ
ン をクリックすると、手動で更新できます。

絞り込み

約定履歴で表示する項目を表示する項目を「全通貨ペ
ア」、「売＆買」のプルダウンメニューより絞り込むことが
できます。

約定内容

現在保有している建玉を表示します。

通貨ペア ： 約定した通貨ペアが表示されます。

売買 ： 売買区分（「売」または「買」）が表示され

ます。

約定数量 ： 約定数量が表示されます。

約定レート ： 約定単価が表示されます。

建玉レート ： 建玉レートが表示されます。

約定日時 ： 約定日時が表示されます。

累計スワップ ： 累計スワップポイントが表示されます。

手数料 ： 手数料が表示されます（日本円）。

注文番号 ： 注文番号が表示されます。

受渡日 ： 受渡日が表示されます。

決済損益 ： 決済損益を表示します。

取引種類 ： 「新規」または「決済」の別が表示されます。

Point
右クリックで「決済注文」、「新規注文」、「更新」、「CSV

ファイルの出力」、「ウィンドウの固定」、「別ウィンドウで
開く」を選択できます。

表示カラムの選択

一覧に表示させる項目を選択したい場
合は、項目名を右クリックして、「表示カ
ラムの選択」より設定画面を開きます。
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2. 画面説明

レート一覧

15

[レート一覧]

クリックすると、レート一覧が表示されます。

レート一覧

通貨ペアの並べ替え

通貨ペア部分をドラッグ&ドロップすると、通貨ペアの表示をお好みの順に並び変えることができます。

レート一覧

通貨ペア ： 当社取扱通貨ペアが表示されます。

Bid ： Bidレートが表示されます。

変動幅 ： 直近レートと現在レートの差が表示されます。

前日比 ： 前営業日の終値と現在レートの差が表示されます。

Tick ： 値動きを表示します。

S ： 値上がり時は上向きの矢印、値下がり時は下向きの矢印が表示されます。

BidHigh ： Bidレートの高値が表示されます。

BidLow ： Bidレートの安値が表示されます。

売Swap ： 売建玉を保有している場合に付与される1取引単位当たりのスワップポイントが表示されます。

買Swap ： 買建玉を保有している場合に付与される1取引単位当たりのスワップポイントが表示されます。

SP ： BidレートとAskレートの差（スプレッド）が表示されます。

証拠金 ： 1取引単位あたりの必要証拠金が表示されます。

ASK ： Askレートが表示されます。
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2. 画面説明

レート一覧 （続き）

16

表示カラムの選択

クリックすると、レート一覧に表示する設定画面が開き
ます。

右クリックをした場合

新規注文（通貨ペア‐売）

クリックすると、選択した通貨ペアの新規注文パネルが
開きます。

表示通貨の選択

クリックすると、レート一覧に表示する通貨ペアの初期
設定画面が開きます。

スピード注文（通貨ペア）

クリックすると、選択した通貨ペアのスピード注文パネ
ルが開きます。

9

アラート追加

クリックすると、プライスアラート設定画面を表示します。

新規注文（通貨ペア‐買）

クリックすると、選択した通貨ペアの新規注文パネルが
開きます。

チャート（通貨ペア）

クリックすると、「ティックチャート」「ローソク足チャート」
「ラインチャート」より表示するチャートを選択できます。

ウィンドウを固定

レート一覧のウィンドウを現在の表示位置に固定します。

別ウィンドウで開く

『はっちゅう君FXPlus』の画面外のデスクトップ上に別
ウィンドウでレート一覧が表示されます。

9

設定

「Bid」、「Ask」、「変動幅Bid」、「前日比」、「Tick」、「S
（シグナル）」、「BidHigh」、「BidLow」、「売Swap」、「買
Swap」、「SP（スプレッド）」、「証拠金」の表示選択がで
きます。

10

10

10
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2. 画面説明

口座情報

17

[口座情報]

クリックすると、口座情報画面が表示されます。

口座情報
取引口座内の余力がリアルタイムで確認できます。

余力

口座情報

： 新規建て可能な金額の上限が表示されま

す。

更新時間

直近の約定履歴の更新時間を表示します。[更新]ボタンをク
リックすると、手動で更新できます。

証拠金

ステータス
： 取引口座内の証拠金ステータスが表示

されます。

証拠金維持率 ： 「時価評価総額÷必要証拠金×100」が表
示されます。

口座残高 ： 「現金残高＋締後振替＋既決済取引損益
＋スワップ損益」が表示されます。

建玉評価損益 ： 「未決済建玉評価損益＋累計スワップ」が
表示されます。

建玉評価損益
（%） ：

保有している建玉の評価損益を表示しま
す。

追証ステータス ： 追証ステータスが表示されます。

追証発生金額 ： 追証発生金額が表示されます。

追証未解消金額 ： 「追証発生金額－追証解消済金額」が表
示されます。

拘束証拠金額 ： 注文中証拠金と必要証拠金の合計額が表
示されます。

必要証拠金 ： 取引（新規で買建または売建することおよ
び、建玉を保有し続けること）に必要な証
拠金が表示されます。

注文中証拠金 ： 発注済未約定の注文に必要な金額を表示
します。

レバレッジ ： 「拘束証拠金×25倍÷時価評価総額」が
表示されます。

時価評価総額 ： 保有建玉の時価評価総額が表示されます。

追証解消済金額 ： 追証発生金額のうち当社で入金の確認が
取れた金額が表示されます。
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2. 画面説明

注文ログ

18

[注文ログ]

クリックすると、注文ログが表示されます。

注文ログ

注文・約定・失効などの内容がリアルタイムで通知されます。

注文ログ
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2. 画面説明

入出金・振替

19

[入出金・振替]

クリックすると、会員ページ【マイページ】－【入出金・振替】ペー
ジが別画面で開きます。

【入出金・振替】

取引口座間の振り替え、即時入金サービスなどがご利用いた
だけます。

入出金・振替
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3. 新規／決済注文

新規注文の流れ

20

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

注文条件

通貨ペア ： 当社取扱通貨ペアから選択します。

売買 ： 「売」または「買」から選択できます。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ ： 「成行」「通常」、「OCO」、「 IFD」、「IFD-OCO」か
ら選択できます。

取引数量 ： 1回の最大注文数量以下で入力可能です。

1回の最大注文数量は、通貨ペアによって異なり
ますので、詳細は、当社コーポレートサイト「FXネ
オ 取引ルール」をご覧ください。

確認画面を表示する

チェックあり ： 発注時に確認画面を表示します。

チェックなし ： 発注時の確認画面を省略します。

注文画面を残す

チェックあり ： 発注後も条件を保存したまま注文画面を表示します。

チェックなし ： 発注すると注文画面が閉じます。

[再入力(N)]

注文内容を変更したい場合、クリックすると注文画面へ戻りま
す。

確認画面へ(O)

クリックすると、確認画面が表示されます。

＊「確認画面を表示する」にチェックを入れていない場合は、確
認画面は表示されません。

注文入力

確認

注文完了
[注文(Y)]

クリックすると、発注します。

[OK]

注文が受け付けられると、注文完了をお知らせしますので、ク
リックして注文を終了します。

新規

執行条件 ： 「指値」、「逆指値」から選択できます。

＊初期設定では「指値」が選択されています。

注文レート： 注文レートを入力します。

＊初期設定では注文パネルを開いたときのレー
トが選択されています。

有効期限： 「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」
から選択できます。
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個別決済注文の流れ

21

建玉一覧

決済する建玉を選択します。

建玉一覧

注文入力

確認

注文完了

注文タイプ ： 「成行」 、 「通常」、「OCO」、「 IFD」、「IFD-OCO」
から選択できます。

執行条件 ： 「指値」、「逆指値」から選択できます。

＊初期設定では「指値」が選択されています。

取引数量 ： 保有建玉数量以下で入力します。

確認画面を表示する

チェックあり ： 発注時に確認画面を表示します。

チェックなし ： 発注時の確認画面を省略します。

建玉詳細を表示する

チェックあり ： 建玉詳細を表示します。

チェックなし ： 建玉詳細を非表示にします。

[再入力(N)]

注文内容を変更したい場合、クリックすると新規注文パネルへ
戻ります。

[確認画面へ(O)]

クリックすると、確認画面が表示されます。

＊「確認画面を表示する」にチェックを入れていない場合は、確
認画面は表示されません。

[決済注文(Y)]

クリックすると、発注します。

[OK]

注文が受け付けられると、注文完了をお知らせしますので、ク
リックして注文を終了します。

9

9

注文条件

決済注文

クリックすると、決済注文パネルが表示されます。

個別決済

有効期限： 「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」
から選択できます。

3. 新規／決済注文
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一括決済（成行）注文の流れ

22

建玉一覧 または 通貨売買別建玉一覧

注文入力

確認

注文完了

一括決済

建玉一覧 または 通貨売買別建玉一覧

一括決済する通貨ペアを選択します。

[再入力(N)]

注文内容を変更したい場合、クリックすると新規注文パネルへ
戻ります。

[確認画面へ(O)]

クリックすると、確認画面が表示されます。

＊「確認画面を表示する」にチェックを入れていない場合は、確
認画面は表示されません。

[決済注文(Y)]

クリックすると、発注します。

[OK]

注文が受け付けられると、注文完了をお知らせしますので、ク
リックして注文を終了します。

[一括決済（成行）(I)]

クリックすると、成行決済注文パネルが表示されます。

＊ご注意＊
一括決済（成行）注文は、複数または全建玉をまとめて決済できる独自の機能が搭載されています。
ご利用の前には必ず、本操作マニュアルP.49記載の「一括決済（成行）注文に関するご注意」を熟読の上、ご利用ください。

3. 新規／決済注文
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成行

23

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

通貨ペア

注文したい通貨ペアを選択します。

決済逆指値なし

売買

「売」または「買」から選択します。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ

「成行」を選択します。

取引数量

1回の最大注文可能数量以下で入力します。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアによって異なります。
詳細は、当社コーポレートサイト「FXネオ取引ルール」をご覧く
ださい。

決済同時発注あり

決済注文を同時に行う

新規成行注文発注時に「指値」「逆指値」「OCO」の決済注
文を同時に入れることができます。

決済値幅
決済注文の値幅を入力します。

＊初期設定は逆指値レート（参考）から50pipsで設定されてい
ます。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

新規

許容スリッページ

スリッページ許容値を設定します。

9

9

3. 新規／決済注文
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成行

24

注文タイプ

「成行」を選択します。

取引数量

保有建玉数量以下で入力します。

個別決済

3. 新規／決済注文
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指値

25

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

通貨ペア

注文したい通貨ペアを選択します。

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

売買

「売」または「買」から選択します。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ

「通常」を選択します。

執行条件

「指値」を選択します。

取引数量

1回の最大注文可能数量以下で入力します。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアによって異なります。
詳細は、当社コーポレートサイト「FXネオ 取引ルール」をご覧
ください。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

注文タイプ

「通常」を選択します。

執行条件

「指値」を選択します。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

取引数量

保有建玉数量以下で入力します。

3. 新規／決済注文

新規

個別決済
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逆指値

26

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

通貨ペア

注文したい通貨ペアを選択します。

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いたj時点のレートが入力され
ています。

売買

「売」または「買」から選択します。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ

「通常」を選択します。

執行条件

「逆指値」を選択します。

取引数量

1回の最大注文可能数量以下で入力します。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアによって異なります。
詳細は、当社コーポレートサイト「FXネオ 取引ルール」をご覧
ください。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

新規

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

注文タイプ

「通常」を選択します。

執行条件

「逆指値」を選択します。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

取引数量

保有建玉数量以下で入力します。

個別決済

3. 新規／決済注文
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OCO

27

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

通貨ペア

注文したい通貨ペアを選択します。

逆指値レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いたときの現在レートが入力され
ています。

売買

「売」または「買」から選択します。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ

「OCO」を選択します。

取引数量
1回の最大注文可能数量以下で入力します。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアによって異なります。詳
細は、当社コーポレートサイト「FXネオ 取引ルール」をご覧くだ
さい。

指値レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

新規

個別決済

注文タイプ

「OCO」を選択します。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

取引数量

保有建玉数量以下で入力します。

逆指値レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

指値レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

3. 新規／決済注文
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IFD

28

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

通貨ペア

注文したい通貨ペアを選択します。

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

売買

「売」または「買」から選択します。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ

「IFD」を選択します。

執行条件

「指値」または「逆指値」を選択します。

取引数量

1回の最大注文可能数量以下で入力します。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアによって異なります。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

新規

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

執行条件

「指値」または「逆指値」を選択します。

取引数量

新規注文で入力した数量以下で入力します。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

個別決済

9

10

11

12

9

10

11

12

3. 新規／決済注文
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IFD-OCO

29

現在レート

「Bid」または「Ask」を選択します。

通貨ペア

注文したい通貨ペアを選択します。

注文レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

売買

「売」または「買」から選択します。

（ で選択済みの場合は、選択不要です）

注文タイプ

「IFD-OCO」を選択します。

執行条件

「指値」または「逆指値」を選択します。

取引数量

1回の最大注文可能数量以下で入力します。

＊1回の最大注文可能数量は、通貨ペアによって異なります。

9

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

10

11

12

新規

逆指値レート

注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

取引数量

新規注文で入力した数量以下で入力します。

指値レート
注文したい価格を入力します。

＊デフォルトは注文パネルを開いた時点のレートが入力されて
います。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

決済

9

10

11

12

3. 新規／決済注文
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一括決済（成行）

30

建玉一覧 または 通貨売買別建玉一覧複数決済

全決済

決済対象

決済したい建玉を選択します。

[一括決済（成行）(I)]

クリックすると、注文画面が開きます。

許容スリッページ

スリッページの有無を設定します。

許容スリッページ値

スリッページ許容値を設定します。

決済対象

「決済対象」の左側にチェックを入れます。

[一括決済（成行）(I)]

クリックすると、注文画面が開きます。

許容スリッページ

スリッページの有無を設定します。

許容スリッページ値

スリッページ許容値を設定します。

建玉一覧 または 通貨売買別建玉一覧

＊ご注意＊
一括決済（成行）注文は、複数または全建玉をまとめて決済できる独自の機能が搭載されています。
ご利用の前には必ず、本操作マニュアルP.49記載の「一括決済（成行）注文に関するご注意」を熟読の上、ご利用ください。

3. 新規／決済注文
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スピード注文

31

通貨ペア

スピード注文を行う通貨ペアを選択します。

両建チェック
チェックを入れると両建モードになります。

両建モードでは、ポジション保有状況にかかわらず、発注ボタ
ンからの注文が常に新規注文になります。

現在レート

「BID（売）」または「ASK（買）」レートを選択します。

取引数量
注文したい数量を入力します。

Point
発注が完了すると、スピード注文画面が一瞬光ってお知らせ
します

決済注文
ポジションを保有している状態で、保有ポジションと反対売買の
発注ボタンをクリックします。

ドテン注文
保有ポジションを超える数量で反対売買を行うとドテン注文と
なります。

全決済注文
「全決済」ボタンをクリックすると、選択通貨ペアの建玉すべて
について成行注文を発注します。

＊ご注意＊
スピード注文は、発注時の確認画面が表示されずに即発注されるなど、独自の機能が搭載されています。
ご利用の前には必ず、「スピード注文 操作マニュアル」を熟読の上、ご利用ください。

3. 新規／決済注文

決済同時発注チェック

チェックをすると決済同時発注モードになります。

新規の成行注文と同時に、指定した注文タイプ、レート、
有効期限で決済注文が常に発注されます。

※逆指値幅の初期設定は 50pips です。

決済同時発注の設定

決済同時発注の設定はオプ
ション(O)をクリックし、設定画
面の「スピード注文」より行っ
てください。
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4. 注文変更／取消

注文変更／取消の流れ

32

注文一覧

変更する注文を選択します。

注文一覧から変更する場合

注文入力

確認

注文完了

「注文変更(R)」または「注文取消(E)」から選択します。

確認画面を表示する

チェックあり ： 発注時に確認画面を表示します。

チェックなし ： 発注時の確認画面を省略します。

[再入力(N)]

注文内容を変更したい場合、クリックすると新規注文パネルへ
戻ります。

[確認画面へ(O)]

クリックすると、確認画面が表示されます。

＊「確認画面を表示する」にチェックを入れていない場合は、確
認画面は表示されません。

[注文変更(Y)]

クリックすると、発注します。

[OK]

注文が受け付けられると、注文完了をお知らせしますので、ク
リックして注文を終了します。

「注文変更(R)」 「注文取消(E)」

[変更／取消]

クリックすると、変更／取消注文パネルが表示されます。
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注文変更／注文取消
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注文変更

注文レート

変更したい注文価格を入力します。

注文変更(R)

クリックすると、注文変更パネルが表示されます。

注文取消

注文取消(E)

クリックすると、注文取消パネルが表示されます。

有効期限

「当日限り」、「週末まで」、「無期限」、「日時指定」から選択でき
ます。

4. 注文変更／取消
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レイアウトの読込
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5. 初期設定

レイアウトの読込

クリックすると、確認画面が表示されます。

[ファイル(F)]

クリックすると、メニューが開きます。

[はい(Y)]

クリックすると、表示しているレイアウトを読み込みま
す。

選択

確認
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レイアウトの保存
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5. 初期設定

選択

確認

[ファイル(F)]

クリックすると、メニューが開きます。

レイアウトの保存

クリックすると、確認画面が表示されます。

[はい(Y)]

クリックすると、表示中のレイアウトを保存します。
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設定をすべて初期化
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5. 初期設定

選択

確認

[ファイル(F)]

クリックすると、メニューが開きます。

設定をすべて初期化

クリックすると、確認画面が表示されます。

[はい(Y)]

クリックすると、設定がすべて初期化されます。

＊ご注意＊
一部の設定のみ初期化することはできません。設定済
みのすべての設定が初期化されますのでご注意くださ
い。
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パネルの表示
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5. 初期設定

パネルの表示

「レート一覧」、「注文一覧」、「建玉一覧」、「通貨別建
玉一覧」、「約定履歴」、「余力確認」、「約定通知」の左
側をクリックしてチェックを入れるとパネルが表示され、
チェックを外すとパネルが非表示になります。

[ウィンドウ(W)]

クリックすると、メニューが開きます。
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プライスアラート
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5. 初期設定

プライスアラート

クリックすると、アラート設定画面が表示されます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

[アラート追加]

クリックすると、アラート追加画面が表示されます。

通貨ペア

当社取扱通貨ペアから選択できます。

レート(Bid)

設定したいレートを入力する。

[OK]

クリックをすると、アラートの設定が完了します。

サウンドで設定したレートを通知する場合

入力

完了

設定画面
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注文
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5. 初期設定

取引数量

全通貨ペア共通の取引数量を設定できます。

＊通貨ペアごとの設定はできません。設定した数量が
通貨ペアの最大注文可能数量を超える場合は、自動
的に最大注文可能数量に変更されます。

注文タイプ

「成行」、「指値」、「逆指値」、「OCO」、「IFD」、「IFD-

OCO」から選択できます。

通貨ペア

当社取扱通貨ペアから選択できます。

9

14

有効期限
「当日限り」、「週末まで」「無期限」「日時指定」より選択できま
す。

許容スリッページ

制限の有無を設定できます。

決済指値幅

決済注文の指値レートに自動入力される数値を設定
できます。

確認画面を表示する

チェックあり ： 発注時に確認画面を表示する。

チェックなし ： 発注時に確認画面を表示しない。

建玉詳細を表示する

注文画面を残す

11

12

13

注文パネルを起動したときの注文内容を初期設定できます。

チェックあり ： 決済注文パネルに決済対象の建玉
状況を表示する。

チェックなし ： 注文内容のみを表示する。

チェックあり ： 注文内容を表示したまま、注文完了
後に注文パネルを残す。

チェックなし ： 注文完了後に注文パネルを残さない。

決済注文を同時に行う

新規成行注文発注時に「指値」「逆指値」「OCO」決
済注文を同時に発注することができます。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合は、
画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をクリックす
ると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定が初期化され
ますのでご注意ください。

10
11

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

9

10

12 決済逆指値幅

決済注文の逆指値レートに自動入力される数値
を設定できます。

許容スリッページ値

スリッページ許容値を設定します。

14

13
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スピード注文
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5. 初期設定

スリッページ値

通貨ペアごとにスリッページ許容値が設定できます。

許容スリッページ

通貨ペアごとに制限の有無を設定できます。

設定を行う通貨ペア

通貨ペアごとの設定が可能です。

スピード注文パネルを起動したときの注文内容を初期設定できます。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合
は、画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をク
リックすると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定
が初期化されますのでご注意ください。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

決済順序

通貨ペアごとに決済順序が設定できます。

FIFO： 約定日時が古い順から決済します。

LIFO： 約定日時が新しい順から決済します。

両建可否

通貨ペアごとに両建ての可否が設定できます。

「両建」にチェックを入れると、売買ボタンは常に新規
注文になります。

取引数量

通貨ペアごとに取引数量が設定できます。

決済同時発注設定

決済注文に自動設定される注文タイプ、レート、およ
び有効期限を設定します。

有効期限で「日時指定」を選択した場合、現在時から
の時間単位で期限を設定できます。

9

決済逆指値同時発注

「スピード注文」を行う際の決済同時発注可否のデ
フォルト値を設定します。

9

10

10
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通貨
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5. 初期設定

追加・削除

表示ペア一覧

レート一覧・注文時に表示する通貨ペアを表示します。

通貨ペア一覧

当社取扱通貨ペアがすべて表示されます。

表示順の移動

追加 ： レート一覧に表示させたい通貨
ペアをクリックして追加ボタンを
クリックすると、「レート一覧に表
示」欄に移動します。

全て追加 ： 取扱通貨ペア全てを「レート一覧
に表示」欄に移動します。

削除 ： レート一覧に表示させたい通貨
ペアをクリックして追加ボタンを
クリックすると、「レート一覧に表
示」欄から削除します。

全て削除 ： 取扱通貨ペア全てを「レート一覧
に表示」欄から移動します。

一番上に
移動 ：

通貨ペアを選択してクリックする
と、レート一覧の一番上に表示し
ます。

通貨ペアを選択してクリックする
と、現在表示している順番から1

つ上に移動します。

上に移動 ：

下に移動 ： 通貨ペアを選択してクリックする
と、現在表示している順番から1

つ下に移動します。

通貨ペアを選択してクリックする
と、レート一覧の一番下に表示し
ます。

一番下に
移動 ：

＊ご注意＊
Ctrl キーまたはShiftキーを押しながらマウスで通貨ペアを選択す
ると、複数選択できます。
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合は、
画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をクリックす
ると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定が初期化され
ますのでご注意ください。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

レート一覧・注文時に表示する通貨ペアを初期設定できます。
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大口モード（Exモード）
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5. 初期設定

大口モード（Exモード）切替ボタン初期状態
大口モード（Exモード）切替ボタンの初期状態を設定します。

大口モード（Exモード）を利用する

大口モード（Exモード）切替ボタンの表示可否を設定し
ます。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

レート一覧・注文時に表示する通貨ペアを初期設定できます。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合
は、画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をク
リックすると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定
が初期化されますのでご注意ください。
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サウンド
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5. 初期設定

再生

選択している音声ファイルを視聴できます。

注文音を鳴らす

音声ファイル

選択されている音声ファイルが表示されます。

参照

再生するファイルを選択します。

約定音を鳴らす

アラート音を鳴らす

チェックあり ： 注文音をONにする。

チェックなし ： 注文音をOFFにする。

チェックあり ： 注文音をONにする。

チェックなし ： 注文音をOFFにする。

チェックあり ： 注文音をONにする。

チェックなし ： 注文音をOFFにする。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合は、
画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をクリックす
ると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定が初期化され
ますのでご注意ください。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

注文音・約定音・アラート音を初期設定できます。
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デザイン
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5. 初期設定

表示方法

画像の表示方法を「中央に表示」、「並べて表示」、「拡
大して表示」から選択できます。

画像ファイル

選択されている音声ファイルが表示されます。

背景画像を設定

選択されている画像ファイルを表示します。

参照

表示するファイルを選択します。

配色

画面の配色を「グリーン」、「ダークグリーン」、「ダーク
ブルー」、「ホワイト」、「ダークレッド」、「ブルー」、「ピン
ク」「ブラック」を選択できます。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合は、
画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をクリックす
ると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定が初期化され
ますのでご注意ください。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

背景画像を初期設定できます。
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その他
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5. 初期設定

ツールチップの表示

チェックを入れると、マウスのカーソルを当てたときに
ツールチップが表示されます。

終了時にレイアウト保存

チェックを入れると『はっちゅう君FXPlus』の終了時に、
画面のレイアウトを保存します。

レート一覧の変動時にレートをフラッシュする

チェックを入れるとレート一覧の変動時にレートが光り
ます。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合は、
画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をクリックす
ると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定が初期化され
ますのでご注意ください。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

その他を初期設定できます。

スピード注文（全決済を含む）を利用するとき、
マウスのボタンを押したタイミングで発注する

チェックを入れないと、マウスのボタンを押して離した
ときに発注されます。
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テクニカル設定（共通）
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5. 初期設定

[初期設定に戻す]

クリックすると、テクニカル設定をダウンロード時の初
期値に戻します。

詳細設定

テクニカル指標の表示の有無、値を設定します。

テクニカル指標

注文チャート起動時に表示させるテクニカル指標を設
定します。

＊ご注意＊
『はっちゅう君FXPlus』ダウンロード時の設定に戻したい場合は、
画面左上の[ファイル(F)]より「設定をすべて初期化」をクリックす
ると戻りますが、その際、設定済みのすべての設定が初期化され
ますのでご注意ください。

設定画面

「注文」、「スピード注文」、「通貨」、「大口モード（Exモード）」、

「サウンド」、「デザイン」、「その他」、「テクニカル設定

（共通）」から初期設定する項目を選択できます。

[オプション(O)]

クリックすると、メニューが開きます。

テクニカル指標を初期設定できます。
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ショーカットキー一覧
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6. その他

画面名 パーツ ラベル ショートカットキー
ログイン チェックボックス ユーザIDまたはログイン名

を保存
Alt+S

建玉一覧 ボタン 個別決済 Alt+K

ボタン 一括決済（成行） Alt+I

行 Shift+左クリック
通貨売買別建玉一覧 ボタン 個別決済 Alt+K

ボタン 一括決済（成行） Alt+I

行 Shift+左クリック
注文チャート設定（個別） ボタン 適用 Alt+A

確認ダイアログ ボタン はい Alt+Y

ボタン いいえ Alt+N

新規注文 ラジオボタン 売 Alt+S

ラジオボタン 買 Alt+B

ラジオボタン 指値 Alt+J

ラジオボタン 逆指値 Alt+K

ラジオボタン 指値 Alt+J

ラジオボタン 逆指値 Alt+K

ボタン 確認画面へ Alt+O

ボタン キャンセル Alt+C

ボタン 注文 Alt+O

新規注文 - 確認 ボタン 決済注文 Alt+Y

ボタン 再入力 Alt+N

決済注文 ボタン 確認画面へ Alt+O

ボタン キャンセル Alt+C

ボタン 注文 Alt+O

決済注文 - 確認 ボタン 決済注文 Alt+Y

ボタン 再入力 Alt+N

一括決済（成行） ボタン 確認画面へ Alt+O

ボタン キャンセル Alt+C

ボタン 注文 Alt+O

一括決済（成行） -確認 ボタン 決済注文 Alt+Y

ボタン 再入力 Alt+N

個別決済表示 - 確認 ボタン OK Alt+Y

ボタン キャンセル Alt+C

注文変更・取消入力 ボタン 確認画面へ Alt+O

ボタン キャンセル Alt+C

ボタン 注文 Alt+O

注文変更・取消 - 確認 ボタン 注文取消 Alt+Y

ボタン 注文変更 Alt+Y

ボタン 再入力 Alt+O
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6. その他

画面名 パーツ ラベル ショートカットキー
スピード注文 ボタン BID(売) Ctrl+←

ボタン ASD(買) Ctrl+→

スピンボタン ▲ Ctrl+↑

スピンボタン ▼ Ctrl+↓

はっちゅう君FXPlusの設定 ボタン 適用 Alt+A

はっちゅう君FXPlusの設定
【通貨】

ボタン 全て削除 Alt+F

ボタン 全て削除 Alt+R

ボタン 上に移動 Alt+E

ボタン 下に移動 Alt+D

メインメニュー メニュー ファイル Alt+F

サブメニュー 新規注文 Ctrl+N

サブメニュー レイアウトの保存 Ctrl+S

サブメニュー ログイン Ctrl+I

サブメニュー ログアウト Ctrl+O

サブメニュー 終了 Ctrl+X

メニュー ウィンドウ Alt+W

サブメニュー 注文チャート Ctrl+O

サブメニュー プラチナチャート Ctrl+P

メニュー オプション Alt+O

サブメニュー プライスアラート Ctrl+P

サブメニュー 設定画面 Ctrl+O

メニュー ヘルプ Alt+H

サブメニュー 取引ルール Ctrl+R

サブメニュー 利用規約 Ctrl+T

サブメニュー 重要事項 Ctrl+Z

サブメニュー バージョン情報 Ctrl+O
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7. 注意事項

•一括決済（成行）注文では、発注できる注文タイプは成行のみです。
•一括決済（成行）では、お客様が注文画面で注文条件を変更しない以上、設定画面で指定した注文条件で発注されます。
•注文状況については、注文ログ、約定履歴を確認する必要があります。
•成行注文は、価格変動、通信状況により失効または表示とは異なる価格で約定することがあります。
•一括決済（成行）注文は、短時間で連続発注した場合、注文をお受けできない場合があります。
•一括決済（成行）注文は、決済対象数量が100 万通貨を超える場合は100 万通貨以内で分割して発注されるため、必ずしも全ての約定レー
トは一致しません。
•一括決済（成行）注文を行うと、その時点で保有し、選択しているポジションについて原則として全て決済注文が発注されます。
•一括決済（成行）注文は、同一通貨ペアの売・買両方のポジションを保有している場合、決済注文は分割して発注されるので必ずしも各々の
約定レートは一致しません。
•一括決済（成行）注文で決済注文が連続発注されるような場合、および決済注文を分割して連続発注する場合、途中で注文失効が発生する
とその時点で連続発注が中止されるため、ポジション保有状況を確認する必要があります。
•一括決済（成行）注文発注時、決済対象ポジションについて既に発注中の決済注文が存在する場合、その決済注文を取り消してから別途決
済発注を行います。
•一括決済（成行）注文は、下記の順で発注されます。

•その他ルールは、オンライントレード取扱規程や外国為替証拠金取引約款等の当社規約等が適用されます。

1 米ドル/円 買い

2 米ドル/円 売り

3 ユーロ/円 買い

4 ユーロ/円 売り

5 ポンド/円 買い

6 ポンド/円 売り

7 豪ドル/円 買い

8 豪ドル/円 売り

9 NZドル/円 買い

10 NZドル/円 売り

11 カナダドル/円 買い

12 カナダドル/円 売り

13 スイスフラン/円 買い

14 スイスフラン/円 売り

15 トルコリラ/円 買い

16 トルコリラ/円 売り

17 南アフリカランド/円 買い

18
19
20

南アフリカランド/円
メキシコペソ/円
メキシコペソ/円

売り
買い
売り

21 ユーロ/米ドル 買い

22 ユーロ/米ドル 売り

23 ポンド/米ドル 買い

24 ポンド/米ドル 売り

25 豪ドル/米ドル 買い

26 豪ドル/米ドル 売り

27 NZドル/米ドル 買い

28 NZドル/米ドル 売り

29 ユーロ/ポンド 買い

30 ユーロ/ポンド 売り

31 ユーロ/豪ドル 買い

32 ユーロ/豪ドル 売り

33 ポンド/豪ドル 買い

34 ポンド/豪ドル 売り

35 ユーロ/スイスフラン 買い

36 ユーロ/スイスフラン 売り

37 ポンド/スイスフラン 買い

38 ポンド/スイスフラン 売り

39 米ドル/スイスフラン 買い

40 米ドル/スイスフラン 売り
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7. 注意事項

・スピード注文で発注できる注文タイプは成行のみです。
・スピード注文では、お客様が注文画面で注文条件を変更しない以上、設定画面で指定した注文条件で発注されます。
・スピード注文では、発注時の確認画面は表示されず、売買ボタンタップで即発注されます。
・スピード注文では、注文成立時のメッセージは表示されないので、常にポジション保有状況を確認する必要があります。
・成行注文は、価格変動、通信状況により失効または表示とは異なる価格で約定することがあります。
・スピード注文は、短時間で連続発注した場合、注文をお受けできない場合があります。
・両建ON の状態（以下両建モードと記載）では、ポジション保有状況にかかわらず常に新規注文が発注されます。
・両建モードでは、取引数量に指定できる最大数量は通常モードで100万通貨、大口モード（Exモード）で500万通貨です。

・両建取引はスワップポイントにより逆ザヤが生じること、また反対売買時にスプレッドによるコストをお客様が二重に負担す
ること、または決済の仕方によっては取引コストが二重にかかることにより経済合理性を欠くため、お客様自身で判断してお
取引いただく必要があります。
・両建OFF の状態（以下通常の状態と記載）では、保有ポジションに応じて決済注文が発注されます。
・取引数量に指定できる最大数量は、通常モードの売の場合は買ポジション保有数量＋100万通貨、大口モード（Exモード）
の売の場合は買ポジション保有数量＋500万通貨です。また、通常モードの買の場合は売ポジション保有数量＋ 100万通貨、
大口モード（Exモード）の買の場合は売ポジション保有数量＋500万通貨です。
・取引数量指定値が保有ポジション合計数量を超えるとき、残りは新規注文として発注されます（いわゆるドテン注文）。
・決済注文と新規注文は分割して発注されるため、各々の約定レートは必ずしも一致しません。
・決済対象数量が通常モードで100万通貨、大口モード（Exモード）で500万通貨を超える場合、通常モードでは100万通貨以
内で、大口モード（Exモード）では500万通貨以内で分割して発注されるため、必ずしもすべての約定レートは一致しません。
・全決済ボタンをタップすると、決済対象数量が通常モードで200万通貨、大口モード（Exモード）で500万通貨を超える場合、
通常モードでは200万通貨以内で、大口モード（Exモード）では500万通貨以内で分割して発注されるため、必ずしもすべての
約定レートは一致しません。

・全決済ボタンをタップすると、その時点で保有し、注文条件で選択している同一通貨ペアのポジションについて原則としてす
べて決済注文が発注されます。

・全決済ボタンをタップしても、同一通貨ペアの売・買両方のポジションを保有している場合、決済注文は分割して発注される
ので必ずしも各々の約定レートは一致しません。

・決済注文、新規注文が連続発注されるような場合、および全決済で決済注文を分割して連続発注する場合、途中で注文失
効が発生するとその時点で連続発注が中止されるため、ポジション保有状況を確認する必要があります。

・全決済を含む決済注文発注時、決済対象ポジションについてすでに発注中の決済注文が存在する場合、その決済注文を
取り消してから別途決済発注を行います。
・FIFO は成立日時の古いポジションから決済対象とする決済方式であり、LIFO は成立日時の新しいポジションから決済対象
とする決済方式です。

・相場急変時に新規注文と決済注文を同時発注した場合、新規注文が成立したとしても、決済逆指値注文が制限値幅を超
えて受け付けられなくなる場合があります。
・その他ルールは、オンライントレード取扱規程や外国為替証拠金取引約款等の当社規約等が適用されます。


