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“岡安商事残高照会“ホームページの「取引ログイン」を
クリックします。

ログインIDに8桁のユーザーIDとパスワードを
入力し、ログインボタンをクリック。
※口座開設通知書をご参照下さい。
※パスワードはログイン後、メニューから自由に
変更できます。「設定・表示」→「パスワード変更」

相場表、チャート、各種一覧等、そ
れぞれ独立したウィンドウとして表
示が可能。
お取引画面を自由にカスタマイズし
て、ご利用いただけます。

アプリケーション実行の確認画面が表示されたら、「実行」ボタンをクリックします。

パソコンでのお取引
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基本事項

メイン画面

最大８タブまで設定できます。タブ上で右クリックし、「新規タブの追加」で作成できます。
タブを上手にカスタマイズして、ディスプレイを有効に活用しましょう。

別ウィンドウ化ボタン
ウィンドウを独立化し、メインウィンドウの領域外でも表示できるよ
うになります。

最小化ボタン

最大化ボタン

ウィンドウをメインウィンドウの領域内で最小化させます。

ウィンドウをメインウィンドウの領域内で最大化させます。

閉じるボタン

タブ
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「設定・表示」メニュー

注文条件設定

注文画面が開いた際の各項目の初期設定ができま
す。

例えば「注文は最低１０枚、新規注文は指値で、仕
切注文は成行でしか注文を出さない」という場合は、
１を“１０”に、２を“指値”に、３を“成行”に変更し、決
定します。
※システム上、大阪取引所と東京商品取引所の銘

柄が表示されますが発注できるのは開設した口座が
扱う取引所の商品のみとなります。

お気に入り銘柄設定

注文画面が開いた際の各商品の初期設定ができま
す。

例えば、よく取引を行う銘柄が「金、白金」だという場
合、左の商品名一覧の“金”を選択し、１の表示ボタ
ンをクリックして右側の表示する商品一覧に表示さ
せます。同じく白金もそれぞれ右側移動させ、決定し
ます。

１

２

３

１
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各種変更申請・確認

証拠金設定変更、投資可能資金額増額申請等の変更申請を行うことができます。

各種変更の適用開始日時につきましては、システム上の変更手続きが完了した後に、メールにて
ご連絡させていただきます。

通知メール設定

• メールアドレスに誤りがあった場合、当
社では責任を負いかねます。変更・登
録の際は十分ご注意ください。

• 当社から別途メールでの連絡事項等を
配信させていただく場合は、「連絡先
メールアドレス」宛てとさせていただきま
す。

• メールは送信専用メールアドレスから配
信されます。ご返信いただいてもお答え
できませんのでご了承ください。

• メール受信環境やその他の問題で、配
信したメールが到達しない場合や、遅
延が発生する場合等があります。

• メール不達や遅延等によって生じたい
かなる損害についても、当社は一切の
責任を負いかねますので予めご了承く
ださい。

1. 口座開設時にご登録いただいたメー
ルアドレスです。ＰＣメールの登録が
必須となり、携帯メールアドレスはご
登録いただけません。不足通知、納会
通知の他、当社からの各種お知らせ
を送信します。

2. ＰＣメールの変更をする際は、こちらに
入力し、“確認ボタン”→“登録ボタン”
を押してください。

3. 携帯メールのご登録は任意となります。
4. 「配信メール設定」一覧中の通知メー

ルの配信設定は、お客様の自由設定
となっております。ご希望メールに
チェックを入れ、 “確認ボタン”→“登
録ボタン”を押してください。

－ご注意ください－

※変更内容が画面に反映されるまで、2分程度、時間
を要す場合があります。その間、連続して変更入力さ
れますと、正常に反映されない場合がありますのでご
注意ください。また、5：45～8：00および15：40～16：05
の間に変更入力された内容は、8：00または16：05以降
の反映となります。
※変更のタイミングによっては、変更前のメールアドレ

スへ配信される場合がありますので、予めご了承くださ
い。

１

２

３４
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パスワード変更

現在値通知メール

口座開設後のパスワードは、当社設定のものとなっておりますので、お取引いただく前にご変更
いただきますようお願いします。

なお、お客様ご自身でご変更いただいたパスワードは当社で確認することができません。したが
いまして、パスワードをお忘れになられた場合確認することができませんのでご注意ください。

値洗いアラートメール

※パスワードは、4文字以上10文字以内の半角英数字で設定してください。
※ログインＩＤ、お名前、生年月日、他のサービスで利用しているパスワードなどは使用せず
、なるべく他人に推測されづらい文字列で設定してください。
※パスワードはＰＣ版、携帯電話版、スマートフォン版いづれも共通となります。
※変更後のパスワードはお客様ご自身で慎重に管理してください。

設定した条件を満たした際にメールで通知する機能です。
Ⅰで条件の詳細設定を行い、登録ボタンを押すことでⅡのリストに追加登録されます。送信先に設
定できるメールアドレスは、通知メール設定で登録してあるメールアドレスです。
登録できる条件は最大5件。有効期限は納会日まで設定でき、有効期限が過ぎた設定に関しては
自動で無効となります。
条件を削除する場合は、Ⅱの選択欄にチェックを入れ、削除ボタンを押します。

Ⅰ

Ⅱ

現在のポジションに対する値洗い損益の目標を設定し、メールで通知する機能です。
Ⅰの「値洗い損益」欄に現在のポジションの値洗い損益が表示されますので、その数字を参考にし
た値洗い目標の設定が可能です。
Ⅰで条件の詳細設定を行い、登録ボタンを押すことでⅡのリストに追加登録されます。送信先に設
定できるメールアドレスは、通知メール設定で登録してあるメールアドレスです。
登録できる条件は最大5件。有効期限は5営業日先まで設定でき、有効期限が過ぎた設定に関し
ては自動で無効となります。
条件を削除する場合は、Ⅱの選択欄にチェックを入れ、削除ボタンを押します。

Ⅰ

Ⅱ
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「注文」メニュー

執行条件の種類

－ご注意ください－

通常新規

複数新規 最大６件の別条件新規注文が可能です。

仕切・建玉一覧 保有建玉が一覧表示され、一覧画面から仕切の注文を発注することが
できます。

変更・取消 注文中の注文が一覧表示され、一覧画面から変更及び取消の指示を
行うことができます。

ＩＦＤ注文 一度に新規と仕切の2つの注文を出し、新規注文が約定したら仕切注
文が発注される注文方法

ＩＦＯ注文 ＩＦＤ注文とOCO注文を合わせた注文方法

ＴＳ新規注文 ＴＳ新規注文は、発注時点の現在値を最良値として、値段の上昇・下落
に合わせて最良値をシステム上で監視・更新。その最良値に対して、
指定した値幅以上の不利な値段となった場合に、取引所に対して注文
が送信される注文方法です。

《新規売り注文》
上昇トレンドから相場が反落に転じた場合、発注後の監視・更新した高
値からあらかじめ設定した値幅の値下がりをしたら、取引所に成行FaK
で売り注文が送信されます。

《新規買い注文》
下降トレンドから相場が反発に転じた場合、発注後の監視・更新した安
値からあらかじめ設定した値幅の値上がりをしたら、取引所に成行FaK
で買い注文が送信されます。

ＩＦＴＳ新規注文 IFD注文とTS注文を合わせた注文方法

約定条件の種類

表記 種類

FaS Fill and Store 約定できる数量は約定し、残枚数は板に残る

FaK Fill and Kill 約定できる数量は約定し、残枚数はキャンセルとなる

FoK Fill or Kill 全量約定するか、全量約定できない場合はキャンセルとなる

注文条件によっては、必ず取引が成立するとは限りません。
注文の成立、不成立は注文状況画面で必ずご確認ください。
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注文の種類

種類 表記 FaS FaK FoK

指値注文 指値 ○ ○ ○ 価格を指定して発注する売買注文です。

反対側注文の最も優先される値段から
優先的に約定対象となります。

成行注文 成行 ○ ○ 価格を指定しないで発注する売買注文
です。

気配値や出来高の少ない商品に発注す
る際は注意が必要です。

Stop 
Order

SO コンバート後に有効とな
る条件に準ずる

発注する際にその注文が有効となる（コ
ンバートする）条件を指定して発注する
注文で、コンバートする条件を満たした
場合に、指定した注文（SO****の 部分）
が有効となる注文です。

引指注文 引指 ○ 引板合わせにおいて、指値として発注さ
れる注文です。

引成注文 引成 ○ 引板合わせにおいて、成行として発注さ
れる注文です。
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複数新規

最大６件の新規注文が可能。ウインドウを閉じる前に右端の保存ボタンを押し、保存／解除の
切り替えを行うことによって、再度複数新規画面を表示させた際に登録してある注文がそのま
ま表示されます。

左端の選択にチェックを入れ、確認ボタンをクリックすることで、注文の発注が行えます。

左端の選択にチェックを入れ、右端のボタンを「保存」にし、リセットボタンを押すことによって、
一覧から注文を削除することができます。



《重要》 複数仕切注文時のロットオーダー手数料の適用について

複数仕切の機能を使う場合、注意が必要です。２の集約機能で、“商品・限月・売買”また
は“商品・限月・売買・成立値段”の集約を行わないと、条件によってはロットオーダー手数
料が適用さなくなります。また、仕切条件の一括変更を行う場合も、再度集約を行わない
と、ロットオーダー手数料が適用されませんのでご注意ください。

※ロットオーダー手数料・・・同一商品、同一限月、同一ポジションで、1回10枚以上ご注文
の場合に、一枚当たり片道286円（税込）となる。ミニ取引には適用されません。

10

仕切・建玉一覧

１では商品ごとの表示切替が可能
２では下記の表示切替が可能

集約なし
商品
商品・限月
商品・売買
商品・限月・売買
商品・限月・売買・成立値段

３「仕切注文」をクリックすると、一覧に表示
されている注文の複数仕切画面が表示さ
れます。

１ ２３
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ＯＣＯ注文

ＴＳ仕切注文

一覧中の個別の注文を選択し、「ＯＣＯ注文」や「ＴＳ仕切注文」をクリックすることによって、
個別の注文発注ができます。

－引当ルール－

複数仕切注文画面の「引当ルール」は仕切時の落ち玉優先
度を指定する項目です。

FIFO ： 先入先出。約定日時の古い順に成立。
LIFO ： 後入先出。約定日時の新しい順に成立。
値洗損 ： 値洗損の大きい順に成立。
値洗益 ： 値洗益の大きい順に成立。
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変更・取消

一覧に表示されている注文の、一括変更・取消を行うことができます。

特定の注文を選択し、個別の変更・取消を行うこともできます。
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IFD注文

ＩＦＤ注文は、一度に新規と仕切の2つの注文を出し、新規注文が約定したら仕切注文が発注さ
れる注文方法です。

Ⅰの画面で銘柄を選択すると、Ⅱの詳細設定の画面になります。

Ⅰ Ⅱ

《新規注文》

「有効期限」の日付は“営業日”を意味します。
例えば、有効期限が2016/9/28、有効終了セッションを“夜間”とした場合、注文の有効期限は
2016年9月28日6:00まで（ゴムは2016年9月27日19:00まで）となります。

１をチェックした場合は、新規注文の約定値からの上下の値幅を指定しての発注となります。
利食い方向にセット（仕切注文が売注文なら“＋”、買注文なら“－”）した場合は指値 ＦａＳ、損切
り方向にセット（仕切注文が売注文なら“－”、買注文なら“＋”）した場合はＳＯ成行 ＦａＫでの発
注となります。
２をチェックした場合は、指値 ＦａＳでの発注となります。
３をチェックした場合は、ＳＯ成行 ＦａＫでの発注となります。
４は、仕切注文の有効期限の設定（表示日付の日中立会終了まで）となります。

《仕切注文》

１

２

３

４



14

IFＯ注文

１は、利益となる値幅を指定し、２には損切をする値幅を指定します。リミット及びストップの値
段をサーバー側で監視し、発注条件を満たした場合に成行 ＦａＫで取引所に発注されます。
３は、仕切注文の有効期限の設定（表示日付の日中立会終了まで）となります。

Ⅰ Ⅱ

ＩＦＯ注文は、ＩＦＤ注文とＯＣＯ注文を合わせた注文方法です。

Ⅰの画面で銘柄を選択すると、Ⅱの詳細設定の画面になります。

《新規注文》

「有効期限」の日付は“営業日”を意味します。
例えば、有効期限が2016/9/28、有効終了セッションを“夜間”とした場合、注文の有効期限は
2016年9月28日6:00まで（ゴムは2016年9月27日19:00まで）となります。

《仕切注文》

１

２

３
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ＴＳ新規注文

ＴＳ新規注文は、発注時点の現在値を最良値として、値段の上昇・下落に合わせて最良値を
システム上で監視・更新。その最良値に対して、指定した値幅以上の不利な値段となった場
合に、取引所に対して注文が送信される注文方法です。

《新規売り注文》
上昇トレンドから相場が反落に転じた場合、発注後の監視・更新した高値からあらかじめ設定
した値幅の値下がりをしたら、取引所に成行 FaKで売り注文が送信されます。

《新規買い注文》
下降トレンドから相場が反発に転じた場合、発注後の監視・更新した安値からあらかじめ設定
した値幅の値上がりをしたら、取引所に成行 FaKで買い注文が送信されます。

Ⅰ Ⅱ

Ⅰの画面で銘柄を選択すると、Ⅱの詳細設定の画面になります。

１は、発注後の監視・更新された高値または安値からどれだけ不利な条件で発注するかの値
幅を指定。取引所には成行 ＦａＫで送信されます。

２には「有効期限」を設定します。 「有効期限」の日付は“営業日”を意味します。
例えば、有効期限が2016/9/28、有効終了セッションを“夜間”とした場合、注文の有効期限は
2016年9月28日6:00まで（ゴムは2016年9月27日19:00まで）となります

１

２
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【ＴＳ新規注文が発動せず、次のセッションに注文が繰り越された場合】

【売り注文の場合】

上昇トレンドが反転し、高値から50円
下がったら売り注文を出したい場合、
“売り“にチェックを入れ、値幅を50に
セットします。

図では発注後、高値（最良値）が監視・
更新され続け、同時に注文が発動され
る不利な値段（トレール値）も切り上
がっていきます。

【買い注文の場合】

下降トレンドが反転し、安値から50円
上がったら買い注文を出したい場合、
“買い“にチェックを入れ、値幅を50に
セットします。

図では発注後、安値（最良値）が監視・
更新され続け、同時に注文が発動され
る不利な値段（トレール値）も切り下
がっていきます。

値幅50の売り注文が終値4,500円で繰り越され（最良値は4,500円）、翌セッションの始値が
4,400円の場合、値段がつくと同時に成行 FaKの注文が取引所に送信されます。
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IFTS注文

Ⅰ Ⅱ

１は、トレール注文発注時点の現在値を最良値として、監視・更新された高値または安値から
どれだけ不利な条件で発注するかの値幅を指定。取引所には成行 ＦａＫで送信されます。
２は、トレール注文の有効期限の設定（表示日付の日中立会終了まで）となります。

《新規注文》

「有効期限」の日付は“営業日”を意味します。
例えば、有効期限が2016/9/28、有効終了セッションを“夜間”とした場合、注文の有効期限は
2016年9月28日6:00まで（ゴムは2016年9月27日19:00まで）となります。

《トレール注文》

IFTS注文は、ＩＦＤ注文とTS注文を合わせた注文方法です

Ⅰの画面で銘柄を選択すると、Ⅱの詳細設定の画面になります。

１

２
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シミュレーション

現在のポジションをベースとして、「入金予定額」「仮の新規建玉」「仮の手仕舞い」を設定し、あ
らゆる状況での口座シミュレートをしていただくことができます。
また、 「仮の新規建玉」からの実際の注文発注、「仮の手仕舞い」からの実際の注文発注も可能
です。
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「照会・履歴」メニュー

注文照会

【新規仕切注文】

注文依頼中 注文受付前で依頼中の状態

注文受付完了 注文が受付けられ、まだ成立していない状態

ＳＯ監視中 ＳＯによる注文発動前（コンバートされる前）の、条件を監視してい
る状態

注文成立（全約） 注文が全量成立（約定）した状態

注文成立（部分約定） 注文の一部が成立（約定）し、残りが注文中若しくは失効した状態

注文失効（全失効） 注文が成立せずに効力を失った状態

注文失効 取引所への注文がエラーとなり、受付けられなかった状態

【注文取消】

取消依頼中 注文取消がまだ確定していない状態

全取消 注文取消が確定した状態

部分取消 一部成立した注文の残りの注文取消が確定した状態
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取引履歴・実現損益

成立した注文の一覧。売買差損益金、手数料、及びその差引損益金を確認することができます。

集計分析機能

過去の取引の集計分析機能です。

• 入出金累計回数
• 入出金累計額
• 取引での最大利益と最大損失
• 商品毎の取引回数及び取引枚数
• 商品毎の利益・損失となった回数
• 商品毎の累計差引損益



①メールの場合

出金は以下の①または②いずれかの方法にてご依頼ください。
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入出金履歴

依頼した入出金の一覧とその出納状況を確認できます。

出金方法について

当社メールアドレス info@soubalife.com 宛に以下の内容にて送信してください。

件名 出金依頼

ID
名前
出金金額

以上をご記入ください。

当社 フリーダイヤル０１２０-７３-１１５６（平日８：３０～１８：００） 宛にご連絡ください。
ご本人様確認をさせていただいたうえで、ご出金額をお伝えください。

②電話の場合

※ 出金取消について

出金取消のご依頼の場合は、出金当日の９時３０分までに上記①または②の方法にて
ご依頼ください。

※ 出金の取り扱いについて

出金日は、依頼を受けた営業日の翌営業日となります。尚、１５時１５分を超えた場合、
受付日は翌営業日取り扱いとなります。

例） ２７日（月）の１６時００分に出金を受付けた場合、２８日（火）扱いとなるため、出金
日は２９日（水）となります。



取引報告書及び取引残高報告書について

取引報告書及び取引残高報告書の通知については、e-announce(イーアナウンス)というサ
ービスにて通知しております。

口座開設されたお客様には口座開設完了後、当社よりイーアナウンスのご契約手続きメー
ルを登録のメールアドレスに送信させていただきます。メール本文にあるＵＲＬをクリックしてい
ただくと内容が表示されますのでご確認ください。

ご契約に同意されたお客様には、以降の取引報告書及び取引残高報告書が登録のメール
アドレスにその都度送信されます。

イーアナウンスご利用の詳細につきましては、別紙「イーアナウンスご利用手順書」にてご確
認ください。

同意されない場合は、取引報告書及び取引残高報告書が書面にて郵送されることとなりま
すのでご留意ください。
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「口座情報」メニュー

口座照会

お預かり金、値洗い、証拠金、可能額、不足額、お客様の口座内容が一画面で表示されます。

当社から発信するメールアドレスは

になります。
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「相場情報」メニュー

相場表、気配値

• １の銘柄ボタンから、相場表に表示させる銘柄を変更できます。
• ２の日付ボタンをクリックし、ボタン右のカレンダーを選択するこ

とによって、過去の相場表を表示させることができます。
• Ⅰの各限月をクリックすることで、気配値ウィンドウが開きます。
• Ⅱの各限月の、始値・高値・安値・現在値をクリックすることで、

新規注文ウィンドウが表示されます。新規注文ウィンドウでは、
「指定値段」欄に、クリックした際の値段が自動的にセットされま
す。※注意）相場表から開かれる新規注文ウィンドウでは、セッ
トされる枚数及び執行条件は「設定・表示」メニューの注文条件
設定画面で登録したものが、基準値としてセットされます。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

• 気配値ウィンドウⅢの売り気配値をクリックすると、その値段での売り注文、執行条件が指値 Ｆ
ａＳとして新規注文ウィンドウが開きますが、枚数に関しては「設定・表示」メニューの注文条件
設定画面で登録したものが、基準値としてセットされます。

• 気配値ウィンドウⅣの買い気配値をクリックすると、その値段での買い注文、執行条件が指値
ＦａＳとして新規注文ウィンドウが開きますが、枚数に関しては「設定・表示」メニューの注文条
件設定画面で登録したものが、基準値としてセットされます。

気配値は複数銘柄を表示させることができます。
ウィンドウ左上の「銘柄」ボタンから表示させたい
銘柄・限月をセットします。セット後、ウィンドウを
左右に伸縮させることによって、複数の気配値が
表示されます。

１ ２
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Ｍｙ相場表

• 銘柄別・限月別の相場表を表示させることができます。ウィンドウ左上の「銘柄」ボタンから表
示させたい銘柄・限月をセットします。セット後、ウィンドウを上下左右に伸縮させることによって、
複数の気配値が表示されます。

• Ⅰの限月部分をクリックすると、気配値ウィンドウが表示されます。※「気配値」の項目を参照。
• Ⅱの現在値・売気配・買気配をクリックすることで、新規注文ウィンドウが表示されます。新規

注文ウィンドウでは、「指定値段」欄に、クリックした際の値段が自動的にセットされ、売気配を
クリックした場合は買い注文、買気配をクリックした場合は売り注文となります。※注意）相場表
から開かれる新規注文ウィンドウでは、セットされる枚数及び執行条件は「設定・表示」メニュー
の注文条件設定画面で登録したものが、基準値としてセットされます。

Ⅰ

Ⅱ

複数相場表

• 銘柄別・限月別の相場表を表示させることができます。ウィンドウ左上の「銘柄」ボタンから表
示させたい銘柄・限月をセットします。

• 商品名をクリックすると、個別銘柄の相場表が表示されます。※「相場表」の項目を参照。
• 限月部分をクリックすると、気配値ウィンドウが表示されます。※ 「気配値」の項目を参照。
• 現在値をクリックすることで、新規注文ウィンドウが表示されます。新規注文ウィンドウでは、

「指定値段」欄に、クリックした際の値段が自動的にセットされます。※注意）相場表から開かれ
る新規注文ウィンドウでは、セットされる枚数及び執行条件は「設定・表示」メニューの注文条
件設定画面で登録したものが、基準値としてセットされます。
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サヤ相場表

• ２つの銘柄のサヤ値段表示ができます。ウィン
ドウ左上の「銘柄」ボタンから表示させたい銘柄
及び倍率をセットします。左側の銘柄が縦軸へ
の表示、右側の銘柄が横軸への表示となりま
す。

• ２つの銘柄のうち、どちらかの限月に値がつい
ていない場合、その限月のサヤ値段は表示さ
れません。

• 限月部分をクリックすると、気配値ウィンドウが
表示されます。※「気配値」の項目を参照。

• 現在値をクリックすることで、新規注文ウィンド
ウが表示されます。新規注文ウィンドウでは、
「指定値段」欄に、クリックした際の値段が自動
的にセットされます。※注意）相場表から開かれ
る新規注文ウィンドウでは、セットされる枚数及
び執行条件は「設定・表示」メニューの注文条件
設定画面で登録したものが、基準値としてセット
されます。
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分析チャート

１

1. 表示させる銘柄の変更を行います
2. チャート周期 ： 表示させる限月設定により異なります
3. チャート種類 ： ローソク、ライン
4. 日付指定 ： 日足、週足、月足の場合、指定した日付以

降の情報が表示されます
5. カーソルを合わせた日の始値・高値・安値・終値、出来高、

取引高が表示されます
6. カーソルを合わせたポイントの日付と値段が表示されます
7. 現在値が表示されます
8. チャート上で右クリックすることで、新規発注画面が表示さ

れます

２ ３ ４ ５

６

７

１

指定限月、限月直接入力

TICK、1分足、3分足、 5分足、 10分足、 15分足、 20
分足、 30分足、 60分足、日足、週足、月足、三日足

先限つなぎ、当限／期近つなぎ

日足、週足、月足、三日足

一代棒

一代棒足

２

８

チャート画面は、タブ上で最大6画面
まで表示させることができます

※当社システムの三日足チャートは、月曜日と木曜日を初日と
したデータで作成されています。祝日等がある場合でも、月曜・
火曜・水曜の3日分及び木曜・金曜の2日分のデータ構成となり、
曜日がずれることはありません。
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テクニカルとその色の編集

単純移動平均
指数平滑移動平均
加重移動平均
一目均衡表
ボリンジャーバンド
パラボリック
エンベロープ
N段抜き線値足（時系列）
HLバンド
スイングHL
価格帯別出来高

表示しない
出来高
取組高
ボリュームレシオ
オンバランスボリューム
ストキャスティクス
RSI（相対力指数）
乖離率（1.0基準）
乖離率（0基準）

チャート 下部テクニカル１及び２ ※チャートの下に表示されます

N段抜き新値足（非時系列）
ヒストリカルボラティリティ
標準偏差ボラティリティ
買ローテーション
ポイントアンドフィギュア
カギ足
アルーン
平均足

トレンドラインツール

建玉・オーダー設定（ポジション・オーダー設定）

チャート上に様々なトレンドラインを表示させることができます

限月を指定することで、チャート上への保有ポジション表示はもとより、注文中の
オーダー表示も可能です
※ポジション表示は、建玉した日時が、表示されている足の本数（期限）の範囲内の
もののみの表示となります。

表示中チャートデータのダイアログ表示

クロスライン表示のON／OFF切替

限月・始値・高値・安値・終値・出来高・取組高が表示されます
※チャートがTICK足の場合は、限月・Tick値・出来高・取組高の表示となります

カーソルに追随する縦横ラインの表示の有無を切り替えます

足幅・本数の設定

横軸に表示させる足の本数（5～500）と、足一本一本の幅及びその表示間隔を設定
します

値段軸スケールの設定

縦の値段軸に表示させる値段の表示間隔を設定します

表示中チャートデータのCSV出力

限月・始値・高値・安値・終値・出来高・取組高がCSV形式で出力されます

クリップボードへのコピー

表示中チャート画面を、クリップボードにキャプチャ保存します

印刷

表示中チャート画面を、プリントアウトします

サイコロジカルライン
DMI
RCI（順位相関関係）
ROC（変化率）
MACD
ウィリアムズ%R
ウィリアムズ%R移動平均
アルティメットオシレーター
モメンタム
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サヤチャート

１ ２ ３ ４

５

６

７
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1. 表示させる銘柄の変更を行います
2. チャート周期 ： 表示させる限月設定により異なります
3. 日付指定 ： 日足、週足、月足の場合、指定した日付以降の情報が表示されます
4. カーソルを合わせた日の始値・高値・安値・終値、出来高、取引高が表示されます
5. カーソルを合わせたポイントの日付と、設定した2商品の値段が表示されます
6. 2商品のサヤ値が表示されます

指定限月、限月直接入力

TICK、1分足、3分足、 5分足、 10分足、 15分足、 20分足、 30分足、 60分足、日足、
週足、月足、三日足

先限つなぎ、当限／期近つなぎ

日足、週足、月足、三日足

前ページのサヤチャート画面は、「サヤ 商品１－商品２」に設定した際の表示です

7.

テクニカルとその色の編集

単純移動平均
指数平滑移動平均
加重移動平均
一目均衡表
ボリンジャーバンド
パラボリック
エンベロープ
N段抜き線値足（時系列）
HLバンド

サヤチャート

トレンドラインツール

チャート上に様々なトレンドラインを表示させることができます

クロスライン表示のON／OFF切替

カーソルに追随する縦横ラインの表示の有無を切り替えます

足幅・本数の設定

横軸に表示させる足の本数（5～500）と、足一本一本の幅及びその表示間隔を設定
します
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表示中チャートデータのCSV出力

限月・始値・高値・安値・終値・出来高・取組高がCSV形式で出力されます

クリップボードへのコピー

表示中チャート画面を、クリップボードにキャプチャ保存します

印刷

表示中チャート画面を、プリントアウトします

NSN情報

国内の主要商品の値段表
値段だけでなく、気配値や
出来高もご覧いただけます。

ライブチャートでリアルタイムな
値動きが分かります。

各種統計情報（石油在庫、穀物需給報告など）や
テクニカルチャートの見方などがご覧いただけます。
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お客様サポート窓口

0120-731-156
e-mail： info@soubalife.com

（土日祝を除くAM 8：30～PM 6：00）


