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Advantage  Trader Web へようこそ 

Advantage  Trader Web は金融市場のトレードをインターネット上で安全に行える、直感

的かつ高度なカスタマイズが可能なオンライントレーディングプラットフォームです。最新

のチャート用パッケージが搭載されており、チャートから直接トレードすることができます。 

 

ヘルプについて: プラットフォームには通常のヘルプと簡易版ワンポイントヘルプが含まれて

います。マウスポインタをプラットフォームの各要素のタイトルバーに移動して、[?]アイコ

ンを表示します。[?] をクリックすると、その要素に関連するヘルプとヒントの吹き出しが表

示されます。Advantage Trader Web の右上に常に表示されている[?]アイコンをクリック

し、ヘルプまたは新機能を選択すると、ヘルプとヒントの吹き出しが更に表示されます。 

また、プラットフォームの大半のコンポーネントには、トールチップヘルプのメッセージが

含まれています。点線の下線(...)が引かれている単語の上にマウスポインタを置くと、アイ

テムの詳細と関連機能を説明するヘルプメッセージが表示されます。 
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FX 取引とは？ 

一般にフォレックスや FX として知られる外国為替スポット取引とは、ある通貨とある通貨を

交換したい二者が、お互いが合意した価格で取引をすることです。（このことを OTC 取引、

または相対取引と言います。）外国為替は世界で最も活発に取引が行われるマーケットで、

一日の平均取引高は 4 兆米ドルを超えています。 

基本的に外国為替取引とは、ある通貨を買うと同時に他の通貨を売る行為であり、投機目的

で行われることが多いです。通貨は、経済や地政学など多くの要因により他の通貨に対して

価値が上下します。多くの為替トレーダーは、将来の為替相場がどちらに転じるかを積極的

に予想し、為替差益を得ることを目標としています。 

多くの金融市場とは異なり、外国為替は OTC 取引であるため、物理的な取引場所や中央取引

所のようなものがなく、企業や銀行、個人のグローバルネットワークを通じて 1 日 24 時間、

常に取引が行われています。それが多様な投資機会を提供し、このため為替レートは常に変

動しています。 

 

外国為替取引は 24時間可能 

外国為替取引の人気が高い主因は、市場がロンドン時間の日曜の夕方から金曜の夜まで 24 時

間休みなく開いていることです。時計の動きに合わせて、取引は月曜の朝にニュージーラン

ドのウェリントンで始まり、東京やシンガポールを始めとするアジアに移り、ロンドンを経

由して金曜日の夕方にニューヨークで終わります。 

1 日 24 時間、取引価格が存在することで、価格ギャップ（ある水準から次の水準まで取引な

しで価格が急変動すること）が生じることが少なくなり、トレーダーは時間にかかわらずい

つでも確実にポジションを取ることができます。ただ現実には、出来高が一日平均を下回る

ような時もあり、その場合は市場のスプレッドが広がることがあります。 
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価格決定 

 

外国為替はすべて 2 種類の通貨間に対するレートが提示されます。通貨ペアは基準通貨と決

済通貨で構成され、通貨ペアの左側が基準通貨、右側が決済通貨です。 

ユーロ/米ドルを例に取ると、ユーロが基本通貨で米ドルが決済通貨です。相場は、通貨の価

値が上昇する（強くなる）か、下落する（弱くなる）かで変動します。例えば、ユーロ/米ド

ルのレートが下落した場合、決済通貨（米ドル）の価値が上昇し、基本通貨（ユーロ）の価

値が下落したことになります。 

外国為替取引を行う場合、基本通貨が決済通貨に対して強くなると予想する場合は、その通

貨ペアを買います。逆に基本通貨が決済通貨に対して弱くなると予想する場合は、その通貨

ペアを売ります。主な通貨ペアの例は: 

ユーロ/米ドル（1 ユーロあたりの価値が米ドルで表される） 

米ドル/スイスフラン（1 米ドルあたりの価値がスイスフランで表される） 
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Pips (ピップス: Percentage in Points) 

 

 Pip とはパーセンテージ・イン・ポイント(Percentage in Points)の略です。ほとんどの通

貨ペアは小数第 5 位までレートが提示されていますが、レートの変動の最小単位は小数第 4

位(0.00101)であり、これを一般的に pip と言います。例えば、ユーロ/米ドルの通貨ペアが

1.33800 から 1.33920 になると、12 pips（92-80=12）上昇したと言います。 

 

スプレッド 

 

通貨ペアの買値/売値の価格差をスプレッドと呼びます。例えばユーロ/米ドルのレートが

1.13545/1.13555 とすると、スプレッドは 1.0 pips、すなわち 0.00010 米ドルとなります。
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例外は日本円を含む通貨ペアで、この場合は小数第 2 位までしか値が付きません。例えば、

米ドル/日本円が 1210.440/121.446 であればスプレッドは 0.6pips となります。 

 

証拠金取引（レバレッジ取引） 

外国為替取引はレバレッジ商品（証拠金商品とも言います）です。つまり、売買代金の総額

の一部（低い比率）を預け入れるだけで取引が可能です。このことは、口座の資金に対する

利益額や損失額が従来の取引方法より非常に大きいことを意味しています。 

注意:レバレッジは諸刃の剣と言えます。マーケットが思惑どおりに動けばより多くの利益を

得られますが、損失についても同様で、証拠金額を上回る損失を被ることもあります。決済

逆指値注文をするなどリスク管理ツールを利用すると、このようなリスクを抑えるのに役立

ちます。 

 

レバレッジの仕組み 

レバレッジとは、選択した証拠金率に基づいた少額の証拠金で大きなエクスポージャーをコ

ントロールすることを意味します。 

レバレッジは比率で表示されます。例えば 50:1 なら証拠金率は 2% (1/50 = 0.02 すなわ

ち 2%)となります。この例の場合、ポジションを建てるためには、保有予定の為替ポジショ

ンの総エクスポージャーの 2%以上の金額が口座に入っている必要があります。 

ポジションに対する必要証拠金とは、為替ポジションを新規に建て、維持するのに口座に入

れておく必要がある資金額のことです。 

ポジション全体を維持するために本質的に「借り入れた」金額に対するものも含め、少額で

すが外国為替取引のエクスポージャーに対して毎日利息を支払います。この意味でレバレッ

ジは、ローンで住宅を購入するのとよく似ています。 

証拠金額は、保有する通貨ペアの現在のレートに基づいてリアルタイムに自動更新します。

つまり、証拠金額は相場変動の影響を受けますので、保有期間中は必要証拠金の金額に注意

を払ってください。 
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口座の基準通貨でない通貨ペアに対する必要証拠金は、現在のレートで口座の基準通貨に換

算されます。 

 

証拠金取引の例 

例として、英ポンド/米ドルのレートが 1.6292/1.6294 のときに、レバレッジ 50 倍で

100,000 ポンド分を 1.6292 で売ろうとします。 

このときに必要な証拠金は 100,000 ポンド/50 =2,000 ポンドです。 

リスクを正確に把握するために証拠金を円に換算する必要があります。 

2,000 ポンド ×1.6293 （1.6292 / 1.6294 の仲値）＝3,258.60 米ドル 

よって、この取引を始めるのに必要な証拠金は 2,000 ポンド、つまり 3,258.60 米ドルとな

ります。 

 

対顧客市場で一般的な方法ですが、必要証拠金額はポジションを保有している限り、常にリ

アルタイムで再計算される点にご注意ください。 

このため、必要証拠金額は為替相場と実質同様に変動することに注意を払う必要があります。

仮に英ポンド/米ドルの仲値が 1.6400 まで上昇したとすると、ポジションを維持するのに必

要な証拠金は 2,000 ポンド×1.6400 すなわち 3,280 米ドルになります。逆に、相場が

1.5800 に下落すると必要証拠金額は 3,160 米ドルに減少します。 

 

ロスカット（強制決済） 

弊社はリスク管理を重要視しており、相場が逆方向に動いた時に多額の損失を抑えるのに役

立つロスカット機能をご用意しています。 

ロスカットは口座の損失が大きく膨れ上がる前に抑えることを目的とするサービスです。証

拠金維持率がロスカットレベル（口座によって異なります）を下回った場合、損失がさらに

大きくなる前に保有ポジションをすべて強制決済します。ボラティリティーが高い期間では
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市場価格が大きくかけ離れることがあり、これがポジションの決済価格に影響することがあ

りますのでご注意ください。 

取引プラットフォームにログインすると証拠金維持率が表示されます。証拠金維持率とは口

座の資金が現在保有しているポジションに対してどれだけカバーしているかを表したもので

す。以下の 3 つのシナリオのうち、該当するものが表示されます。 

 

シナリオ 1:証拠金維持率が 200%を超えている場合、「> 200%」と表示されます。これは、

保有中のポジションを維持するのに必要な額の 2 倍を超える資金が口座にあることを表しま

す。 

シナリオ 2:証拠金維持率が 200%未満の場合、現在の維持率をパーセント表記で表示します。 

シナリオ 3:証拠金維持率がロスカットレベル未満となった場合は、保有中のポジションの自

動決済が発動されます。証拠金維持率がロスカットレベルを下回ると維持率の横に警告マー

クが表示されます。   

 

 

トレードを始める 

トレードに関する「トレードの手引き」をお読みいただき、口座を開設しました。「次は何

をしたらいいのか？」とお考えの際にはこのトピックをご覧下さい。 

ここではトレードが初めてのお客様のために、次に進む手順をご案内します。次のスライド

ショーで、推奨する次のステップをクイックツアーでご紹介します。 

  

口座に入金する 

取引をする前に、あらかじめ必要資金を口座に入金する必要があります。 

初めてトレードをする時、トレードを始めることに気を取られ、このステップを忘れてしま
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うことがあります。今の段階では、マーケットでトレード機会を見つけても、注文を出すこ

とができませんのでご注意ください。 

「口座へ入金する（資金の追加）」の手順に従い設定が完了すれば、取引の準備完了です。 

   

1.（オプショナル） トレーディングプラットフォームをお好みの設定にする 

トレーディングプラットフォームにログインした後、取引方法に合わせたレイアウトに変更

していただけます。 数多くある既定レイアウトからお客様に合ったレイアウトを選択できま

す。また、始めから新しいレイアウトを作成することもできます。 

  

2. トレードプランを作成し、記録する 

トレードを成功させ、利益を得るのに最も重要なステップのひとつです。「計画を立てない

のは、失敗を計画するのと同じ」という格言があるように、トレードプランは成功する保証

はありませんが、プランがないトレードをすれば、失敗するのはほぼ確実です。 

このステップはトレードする前に行って下さい。トレードを始める前に用意しておくことが

重要です。 

トレードプランは最低でも以下の点を抑える必要があります。 

 

リスクレベル－一件のトレードでとるリスクの大きさ、 同時建てるポジションの件数、一件

当たりのポジションサイズなど。 

トレード戦略を立てる－ トレードをする前に必ず、トレード戦略が満たすべき条件をあらか

じめ決めておきます。エントリー条件を、純粋にテクニカルなもの(チャートに基づく)、フ

ァンダメンタル、もしくはその両方にするかを決めます。また、売買の種類を成行注文にす

るか、取引を始める時に新規指値/逆指値注文を設定するかなど決定し、それが条件次第とい

うことであれば、その条件も決める必要があります。 

トレードプランでエントリー条件より重要なのは、相場が逆に動いたときの決済逆指値や決

済指値などのエグジット条件を決めておくことです。 
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利益目標－トレードを開始するときの利益目標、トレードがとる最低リスク/リワード・レシ

オなど  

災害状況－ポジションがあるときにインターネット接続が切れた場合、決済指値で決済しよ

うとした時に、コンピューターがハードディスクの故障でクラッシュした場合、 株や株価指

数をロングしているときに市場がクラッシュした場合などの対処方法を決めます。 

   

3. トレードする銘柄を見つける 

トレーディングプラットフォームは、よく取引される人気銘柄のリストを表示しています。

ご希望の特定銘柄をご覧になりたい場合は、ウォッチリストで興味のある銘柄をグループ化

し、まとめてご覧いただくことができます。 

 

①柄検索の手順に従って銘柄を検索します。 

②ウォッチリストに追加して下さい。(ウォッチリストに追加) 

 

4. トレード機会をリサーチする 

興味のある銘柄がモニターできるようになったところで、トレードブランで定義したトレー

ドエントリー基準を満たす銘柄を探してみます。 （トレードプランは準備出来ていますか？） 

  

チャートやニュースなどで、戦略的に情報を集めましょう。 

① 

②

」 
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5. トレードの計画とリスクコントロール 

トレード機会が見つかったら、トレード戦略に基づいてトレードを実行してください。相場

が逆に動いた時の損切りや利益を確定するタイミングは、トレードプランに従います。

「plan the trade and trade the plan :一旦決めた計画は必ず実行する」という格言を覚え

ておくといいでしょう。 

初心者のうちは、リクスコントロールのために、注文を出す際に決済逆指値注文と決済指値

注文を入力してください。 

価格が指値に近づいたときに「もう少し行けるだろう」などの理由をつけて、指値を変えて

しまうというワナに陥ってはいけません。トレードを始める前に決めたトレードプランのエ

グジットポイントをあくまで守るようにしてください。 

   

6. 注文を出す 

さあ、いよいよです。準備は整いましたか？ トレードを始めましょう。 

成行注文や新規逆指値/指値注文の条件を設定する場合などは該当のページをご覧下さい。 

  

7. オープンポジションと未決済注文をモニターする 

さあ、これで注文が実行され手続き完了です。トレードの世界の始まりです。トレード開始

時に逆指値や決済指値を設定している場合は、この段階で他に特に必要な操作はありません。 

ポジションの状況はオープンポジションパネルでご覧いただけます。未決済の決済逆指値注

文と決済指値注文は未決済注文ウィンドウをご覧ください。 

ここで紹介した内容は、金融トレードの世界での次のステップでも適用していただけます。

お客様のトレード方法に合うようにステップを追加したり、変更したりしてください。 
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ワークスペース（レイアウト） 

 

クイックトレーダー 

 

クイックトレーダー・ワークスペースは、名前の通り、取引銘柄が決定していて即座に注文

を出すことが目的のトレーダーに最適なレイアウトです。 

プラットフォームの「口座」オプションから、必要に応じて口座に入金してください。入金

済みの場合、この手順は任意となります。 

取引をご希望の銘柄を、銘柄検索ウィンドウから検索します。 検索方法は銘柄検索トピック

をご参照ください。 

銘柄が見つかったら、取引する銘柄をウォッチリストに追加してください（詳細は「銘柄を

ウォッチリストに追加」をご参照ください）。銘柄検索を毎回する必要はなく、次回からウ

ォッチリストに表示されるようになります。 

ウォッチリストから銘柄の注文を出します。詳しい手順については「取引を行う」または

「注文を出す」をご参照ください。 

注文後は、オープンポジションコンポーネントまたはアクティブオーダーコンポーネントか

ら、注文をモニターできます。 
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ニュースフォーカス 

 

ニュースフォーカス・ワークスペースは、名前の通り、金融ニュースのヘッドラインや記事

に基づいてトレードするトレーダーに最適なレイアウトです。 

取引をご希望の銘柄を、銘柄検索ウィンドウで検索します。検索方法は銘柄検索トピックを

ご参照ください。 

銘柄が見つかったら、取引する銘柄をウォッチリストに追加してください（「ウォッチリス

トに銘柄を追加する」をご参照ください）。銘柄検索を毎回する必要はなく、次回からウォ

ッチリストで表示されるようになります。 

 ニュースヘッドラインを読みたい銘柄を、ウォッチリストで左クリックします。 

ニュースヘッドラインウィンドウが更新され、その銘柄の最新ニュースヘッドラインを表示

します。ヘッドラインを左クリックすると、右の展開したパネルに 表示された関連ニュース

記事をお読みいただけます。 

ニュース記事を読んで分析を行った後、ウォッチリストから銘柄の取引を行ったり、注文を

出すことができます。詳しい手順については、「取引を行う」または「注文を出す」をご参

照の上、実行方法をご確認ください。 

注文を出した後、オープンポジションコンポーネントまたは未決済注文コンポーネントから、

注文をモニターできます。 
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チャートフォーカス 

 

チャートフォーカス・ワークスペースは、名前の通り、チャートやテクニカル分析に基づい

てトレード判断を行うトレーダーに最適なレイアウトです。 

取引をご希望の銘柄を、銘柄検索ウィンドウで検索します。検索方法は銘柄検索トピックを

ご参照ください。 

銘柄が見つかったら、取引する銘柄をウォッチリストに追加してください（「ウォッチリス

トに銘柄を追加する」をご参照ください）。銘柄検索を毎回する必要はなく、次回からウォ

ッチリストで表示されるようになります。 

ウォッチリスト上の銘柄を左クリックすると、チャートウィンドウにその銘柄が表示されま

す。 

チャートの値動きとテクニカル分析でトレード判断をした後、チャートの上部にあるツール

バーを使って注文を出します。チャートから取引を行う方法は 「チャートから取引する」ト

ピックをご覧ください。 

注意:チャート内には未決済のオープンポジションが表示されます。 

取引を行うと、保有ポジションをオープンポジションコンポーネント でモニターできるよう

になります。また、約定前の注文は未決済注文コンポーネントで確認できます。 
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マーケットフォーカス 

 

マーケットフォーカス・ワークスペースは、名前の通り、トレードする前にマーケット全体

を見てから、チャートのテクニカル分析やニュースの分析を行うトレーダーに最適なレイア

ウトです。 

ウォッチリストから分析を行いたい銘柄を左クリックします。その銘柄に関するチャート、

ニュースヘッドラインウインドウ、トレードチケットが表示されます。 

必要に応じて銘柄検索ウィンドウを使って銘柄を検索し、ウォッチリストに追加することが

できます。検索方法は「銘柄検索」トピックをご参照ください。 

チャートの値動きとテクニカル分析でトレード判断を行います。 

銘柄に関するニュースヘッドラインから、ニュース記事を読むことができます。（詳細は

「ニュースを読む」トピックをご参照ください。） 

トレードチケットを使って、選択銘柄の注文を出します。詳細は「取引を行う」または「注

文を出す」をご参照ください。 
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Advantage  Trader Web クイックスタート 

ここではトレーディングプラットフォームのご利用方法を簡単にご案内します。トレーディ

ングプラットフォームから口座に入金する方法を、証拠金についての簡単な説明と共にご紹

介します。銘柄を検索する、初めての注文を出す、未決済取引の現在の状態をチェックする、

取引に決済逆指値注文を設定するなどの手順を説明付きの例でご覧いただけます。 

次の例では、トレーディングプラットフォームが初期レイアウトのままで、カスタマイズが

行われていないものとします。 

注意:以下はタスク実行の方法を説明する例です。このまま実際の取引や注文に使用しないで

ください。 

 

口座への入金 

 

トレーディングプラットフォームにログインした後、右上の隅のプラットフォームメニュー

をクリックして、ドロップダウンから[口座への入金]を選択します。口座への入金ウィンド

ウが、口座への入金タブがあらかじめ選択された状態で表示されます。 
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必要証拠金とロスカット 

取引を始める前に、規約等をよくお読みになり、証拠金取引について十分理解してください。 

 

 

概略: 

必要証拠金は、口座にあるそれぞれのポジションを維持するのに必要な証拠金です。取引を

始めるにあたり、その取引に適用される必要証拠金を満たすために、口座に十分な取引資金

（現金残高＋ポジションの損益）を持っている必要があります。トレーディングプラットフ

ォームの画面右上の証拠金維持率の欄で、オープンポジションに対する保証レベルをモニタ

ーできます。 

証拠金維持率がロスカットレベルを下回ると、ロスカットポリシーにしたがってオープンポ

ジションが強制決済対象となります。 
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銘柄の検索 

 

取引したい銘柄を見つけて表示できるように、銘柄検索とウォッチリストは組み合わせて使

用します。全銘柄を対象に検索を行ったり、銘柄のタグ（カテゴリ）内でフィルタされた一

覧の取得も可能です。この例では、全銘柄を対象に検索します。銘柄検索の手順の詳細につ

いては、銘柄検索トピックをご参照ください。 

①[検索]フィールドに、見つけたい銘柄の名前を入力します。ドロップダウンリストに、検

索ワードに一致する一般的な銘柄が表示されます。 

②取引したい銘柄がドロップダウンリストに表示されている場合は、銘柄名をクリックする

と銘柄が検索結果に表示されます。それ以外の場合は、検索クエリを実行するために、[検

索]ボタンをクリックします。 

③検索に一致する最初の 150 の銘柄一覧が返されます。探している銘柄が表示されるまで一

覧をスクロールダウンし、銘柄を右側のウォッチリストウィンドウにドラッグします。 

ウォッチリストに銘柄を追加するには必要に応じて①～③ のステップを 繰り返します。完了

後は、[検索]パネルの右上にある左向きのダブルシェブロン（山型）をクリックして、[検索]

パネルを最小化します。最小化よって、ウォッチリストの銘柄表示により多くのスペースを

ご利用いただけます。 

 

①～③ 
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注文を出す 

英ポンド/米ドルの通貨ペアが上昇するという分析結果が出たと仮定してみましょう。つまり

米ドルの価値がベース通貨の英ポンドに対して弱くなるということです。そこで現在の呼び

値で 買いの成行注文を出すことにしました。 

英ポンド/米ドルを見つけるには銘柄検索コンポーネントを使用します。銘柄がウォッチリス

トに追加されている場合は、ウォッチリストを使用します。 

FX 取引口座を使用している場合、ディーリングクオート

ウィンドウ内の数量フィールドに 10K または 10000 と入

力します。 （文字「K」は数量フィールドで 1000 を表す

ために使用することができます）。また、ドロップダウン

メニューからお気に入りの額を選択することもできます。 

引用された価格で英ポンド/米ドルを買うには[買]ボタン

を左クリックします。取引チケットが新しいウィンドウに

表示されます。 

 

（任意の手順）チケット下部の証拠金計算ツールをクリッ

クして、取引の証拠金要件を確認します。チケット下部が

展開されて、必要な証拠金と取引前後のリソースが表示さ

れます。 

準備ができたら、チケット下部の[発注]ボタンをクリック

します。システムが取引リクエストを処理します。成功し

た場合、取引の確認メッセージが表示されます。 

[OK]ボタンをクリックして確認メッセージを閉じます。お

めでとうございます。初めての取引が完成しました。 
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取引状態の確認 

 

取引のパフォーマンスは、オープンポジションコンポーネントでモニターできます。このタ

ブは、ウォッチリストコンポーネントの下に位置する、取引インターフェースの一番下のウ

ィンドウにあります。 

オープンポジションウィンドウは現在の全てのポジションを表示します。この例では英ポン

ド/米ドルのポジションと売買方向、取引市場、現在の損益などの重要情報を示しています。 

マイナス記号（ - ）で始まる利益の値は損失を示します。例えば「-0.68」は 0.68 の損失を

示します。利益は「0.68」のように符号なしの数値で表示され、「0.68」は 0.68 の利益を

示します。 

注意事項:未確定損益及び証拠金は口座の基準通貨に換算されます。 

  

 

決済逆指値の追加 

英ポンド/米ドル取引で大きな損失を防ぐために、決済逆指値注文を設定する必要があります。

英ポンド/米ドルの価格が決済逆指値の価格レベル以上になると、取引が決済逆指値注文によ

って自動的に決済されます。 
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オープンポジションコンポーネントで、英ポンド/米ドル取引を含む行を見つけてダブルクリ

ックします。 

 

①ポジションの修正チケットが新しいウィンドウ

に表示されます。チケットの逆指値注文セクショ

ンをアクティブにするために逆指値チェックボッ

クスをクリックします。 

方向はシステムによって自動的に選択され、誤っ

て変更することはできません。価格フィールドに

ストップロスのレベルを入力します。 

数量フィールドに注文単位を入力します。 
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システムに決済逆指値注文を送信するには、[注文の修正]ボタンをクリックします。注文が

正常に出された場合は緑色の確認チケットが表示されます。 

 

確認チケットを閉じるために[OK]をクリックします。オープ

ンポジションコンポーネントが更新され、英ポンド/米ドル取

引の決済逆指値注文トリガーレベルが表示されます。  

  

 

 

 

ポジションの決済 

 

手動で成行注文を決済するには下記の手順に従います。 

英ポンド/米ドル取引のオープンポジションコンポーネントで[決済]ボタンをクリックします。

注意事項:市場が閉まっている時（例として、証券取引所の取引時間外）には、[決済]ボタン

が無効になっています。 
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英ポンド/米ドル のポジションの決済取引チ

ケットが開きます。取引単位は自動的に既存

の取引単位と同じ値が入力されます。 

 

 [Close Position]ボタンをクリックして、ポ

ジションを現在の呼び値で決済します。チケ

ットが緑色に変わり、ポジションの決済に関

する取引確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 [OK]をクリックして、確認チケットを閉じます。

ポジションがオープンポジションコンポーネン

トから削除されます。 
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Advantage  Trader Web インターフェース 

Advantage  Trader Web ユーザーインターフェースは直感的で、お客様の条件に合わせた

高度なカスタマイズが可能です。 

 

タブ表示 

トレーディングプラットフォーム内のウィンドウは、全てタブ表示がサポートされています。

これによって一つのウィンドウに複数のコンポーネントを収納し、画面上部のタブで切り替

え表示が可能となります。詳細については「Advantage  Trader Web の設定」トピックを

ご参照ください。 

例えば、初期レイアウトでは、オープンポジション、未決済注文、注文履歴、および取引履

歴の コンポーネントが 1 つのウィンドウにタブとして表示されます。 

 

インターフェースレイアウト 

トレーディングプラットフォームに初めてログインすると、初期レイアウトのインターフェ

ースが表示されます。 

 

初期レイアウトの要素は次のとおりです。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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①レイアウト管理: このコントロールで、取引要件に合わせたレイアウトにカスタマイズでき

ます。 

②ウォッチリストと銘柄検索 を組み合わせたウィンドウ: このウィンドウを使って、銘柄を

表示して取引を行います。検索機能を用いて特定の銘柄を見つけ、ウォッチリストに追加で

きます。ウォッチリストではお気に入りの銘柄をモニターすることが可能です。また、トレ

ードの必要に応じて異なる金融商品をまとめて、複数のウォッチリストを作成していただく

こともできます。 

③タブで構成された取引管理ウィンドウ: 初期レイアウトではオープンポジション、未決済注

文、注文履歴、および取引履歴タブが含まれます。 

④2 つの人気銘柄チャート: チャートの詳細については、Advantage  Trader Web チャート

のトピックをご参照ください。 

⑤口座サマリー: 全ての保有ポジションに関する口座の現金、現在の使用証拠金の合計、およ

び未実現損益などの重要な情報が常に表示されます。 

⑥接続状態アイコン、ヘルプメニューおよびプラットフォームメニュー。 

接続状態アイコン – PC でお使いの Advantage  Trader Web とバックエンドサーバー間の

診断用接続の情報を表示します。ログオンおよび接続中にアイコンが表示されます。すべて

の接続が正常であれば緑色のチェックマーク、問題があれば「.」が表示されます。接続ステ

ータスアイコンの上にマウスポインタを置くと、ポップアップが表示され、価格や相場など

の個々のコンポーネントの接続状況が表示されます。 

ヘルプメニューボタン。トレーディングプラットフォームの様々な要素と使用法を指摘する

吹き出しのオーバーレイであるクイックトレーディングアシスタントを表示するには、この

ボタンをクリックします。 
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プラットフォームメニュー 

 

 

プラットフォームメニューは次の選択肢を提供します。 

口座への入金 -入出金メニューを開きます。 

カスタマイズ設定 - 口座設定メニューを開きます。 

お取引の前に – 初めてのプラットフォームへのログインの際に提示されるワークスペース選

択のプロセスをやり直すことができます。 

お問い合わせ - Advantage  Trader Web に関するコメントやフィードバックを Client 

Services と開発チームに送信するフォームが開きます。 

お問い合わせ - Client Services に連絡する方法を表示します。 

ログオフ- 取引口座からのログアウトを選択します。 
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レイアウト管理 

レイアウト管理コントロールは、常にトレーディング画面上に表示されています。インター

フェースで新規コンポーネントを開いたり、レイアウトをカスタマイズすることができます。 

 

①コンポーネントの選択 

このコントロールはドロップダウンメニューで、新規ウィンドウ（パネル）にコンポーネン

トを開くことができます。利用可能なコンポーネントは次の通りです。 

 

銘柄検索 ウォッチリスト オープンポジション  注文リスト 

取引履歴 注文履歴 メッセージ ニュースヘッドライン マーケットレポート 

リサーチ 
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②ワークスペースの選択 

 

このコントロールをクリックすると、ドロップダウン選択メニューが開き、ワークスペース

を選択することができます。 

お好みのメニュー配置を、「現在のレイアウトを保存」メニューで保存することもできます。 

 

 

銘柄検索ウィンドウ 

銘柄検索コンポーネントは、ウォッチリストウィンドウと組み合わさった初期レイアウトで

表示されます。検索フィールド、フィルタードロップダウンメニュー、[検索]ボタンおよび

全銘柄タグ（カテゴリー）がセレクターバーとして表示されます。 

パネル右上部にある左向きの二重矢印をクリックすると、銘柄検索パネルをアイコン化でき

ます。銘柄検索アイコンをクリックすると、再度パネルが開きます。 
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必要に応じて、銘柄検索ウィンドウに探したい銘柄の一部を入力し、検索してください。 

 

ウォッチリストウィンドウ 

ウォッチリストでは、独立したウォッチリストウィンドウで、お気に入りの銘柄をモニター

することができます。トレードの必要に合わせて、異なる銘柄をまとめた複数タブのウォッ

チリストを作成できます。ウォッチリストの詳しい使い方は、「ウォッチリスト」のトピッ

クをご覧ください。 

 

画面表示コントロールは、ウォッチリストウィンドウの右上にあります。ここでボックスビ

ュー、リストビュー、ヒートマップビューの切り替えができます。ボックスビューは各銘柄

の個別のディーリングクオートウィンドウを表示します。詳しくは「ディーリングクオート

ウィンドウ 」をご参照ください。 

 



 

Copyright © 2018 FOREX.com / GAIN Capital Japan Co., Ltd. 

無断での転載・改変・送付等を禁じます。                    Page 31 

 

Web 

ボックスビュー（左のボタン）を選択すると、各銘柄をディーリングクオートウィンドウで

表示します。 

リストビュー（真ん中のボタン）を選択すると、各銘柄がリストビューに変わります。 

ヒートマップビュー（右のボタン）は各銘柄を日々の価格変化に応じたカラーコードで表示

します。 

 

リストビュー 

リストビューは、ディーリングクオートウィンドウと同じような機能を表形式で提供します。 

 

表の機能（設定変更可能） 

・ヘッダー列の一番左のギア（スプロケット）ボタンで、列の表示を設定するポップアップ

メニューが開きます。 列見出しの隣のチェックボックスにチェックを入力すると表示、チェ

ックを外すと非表示になります。 

・各行の[X]ボタンで、リストから銘柄を削除します。 

・最新値動きの列にはヘッダー表記が無く、直近の価格変化に応じて青（上向き）または赤

（下向き）の矢印を表示します。 

・銘柄列のヘッダー部分を左クリックすると、銘柄名がアルファベット順に並び替わります。 

・銘柄 ID は、各銘柄固有の ID です。ヘッダーを左クリックすると、昇順または降順に並び

替わります。 

・ポジション注文- オープンポジションのある銘柄には上向き矢印が表示されます。待機注

文がある場合は、時計アイコンが表示されます。 
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・売/買ボタン – このボタンは売買可能な現在価格を表示します。また取引を行いたい方向に

クリックするためのボタンとしても機能します。詳細は「取引を行う」 をご覧ください。 

・数量- 取引単位を入力するかドロップダウンメニューより選択します。 

・注文 - [注文] ボタンで、新規指値/逆指値注文を作成する注文チケットが開きます。銘柄

の行をダブルクリックして、注文チケットを開くこともできます。 注文の作成方法の詳細に

ついては「取引を行う」をご覧ください。 

・変更（前日比） - 前日終値からの値幅（プラス/マイナス）をポイントで表示します。 

・% 変更（前日比・率）- 前日終値からの変化率（プラス/マイナス）をパーセンテージで

表示します。 

・[チャート]ボタン - 新規ウィンドウに対象商品のチャートを表示します。チャートの詳細

については「チャートウィンドウ」のトピックをご覧ください。 

・[ウォッチリスト]ボタン – 金融商品を別のウォッチリストに追加したり、現在のウォッチ

リストから外します。ウォッチリストへの銘柄追加/削除についての詳細は、「ウォッチリス

ト」のトピックをご覧下さい。 

・[i]ボタンは、該当行の銘柄についての「銘柄情報ウィンドウ」を開きます。 

・[ニュース]ボタン - ニュースヘッドラインのウィンドウを開きます。 

・自動繰り越し- 適用可能な銘柄にはチェックボックスが表示されます。チェックボックスに

チェックを入れると、現在の限月が切れると同時に次の限月に自動的に乗り換えます。 

・期限 - 対象銘柄が期日を迎え取引終了となる期日です。 

・High and Low - 現行セッションでの高値・安値を表示します。 

  

ヒートマップビュー 

ヒートマップビューで、ウォッチリストの中で何が最も大きく上昇または下降したかを、ひ

と目で確認できます。 
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各銘柄は、ディーリングクオートウィンドウを持つボックスビューとほぼ同じ形式で表示さ

れます。違いとしては、下側に大きな色付きのバーがあり、そこにその銘柄の前日比がパー

セントとポイントで表示されます。 

バーの色が明るい緑になるほど、前日比のプラス幅が大きいことを示します。反対に、バー

の色が明るい赤になるほど、前日比のマイナス幅が大きいことを示します。 

 

①この表示を使って各銘柄の取引も可能です。 

トレードチケットを表示するには、[売] または [買]の価格をクリックします。 

注文チケットを表示するには、色付きの前日比表示バー部分をクリックします。 

 

②ヒートマップの並べ替え 

ヒートマップビュー上の銘柄は、次の方法で並べ替えができます: 

・最も大きな比率で上昇した銘柄から最も大きな比率で下落した銘柄へ、順に表示します。 

・最も大きな比率で下落した銘柄から最も大きな比率で上昇した銘柄へ、順に表示します。 

・銘柄名をアルファベット順に並べ替えします。 

３つの並べ替えモードを切り替えるには、歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメ

ニューからオプションを選択します。または、歯車アイコンの横にあるバーをクリックして

ください。クリックする度に３つの並べ替えモードが順番に切り替わります。 

① 

 

② 
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銘柄の表示順 

 

 ボックスビューとリストビューでは、ウォッチリストに表示される銘柄の表示順序をご希望

に合わせて手動で変更していただけます。表示順を変更するには、次の手順に従ってくださ

い: 

①マウスポインターを移動させたい銘柄の上に置き、左クリックをして、左マウスボタンを

押し続けた状態にします。 

②銘柄を新たなポジションまでドラッグします。ボックスモードでは、ディーリングクオー

トウィンドウの半透明の外枠が表示され、金色の垂直バーが、ウィンドウが表示される新し

い場所を示します。リストモードでは、金色の水平バーが銘柄の移動先を示します。 

③マウスボタンを離すと、その銘柄が新しい位置に表示されます。 

  

ディーリングクオートウィンドウ 

ディーリングクオートウィンドウでは、成行注文を出す、その商品のチャートを開く、注文

を作成する注文チケットを表示するなど、商品の取引に関する情報と操作機能をご利用いた

だけます。 

 

 

①～③ 
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商品と直近値動き 

 

対象商品の名前が、常にタイトルバー左上に表示されます。商品名左側にある青色の上向き

矢印は直近価格がその前の価格より高かったことを示します。もし赤色の下向き矢印だった

場合は、直近価格がその前の価格を下回ったことを示します。 

 

ドロップダウンメニューと×ボタン 

 

 [X]をクリックして、ディーリングクオートウィンドウを閉じます。ドロップダウンメニュ

ーをクリックすると、利用可能な全オプションを表示します。 

  

 ・[i] マーケット情報 - このオプションは、マーケット情報ウィンドウを開きます。ここか

ら、 適応する口座でレバレッジと価格許容幅の変更をすることもできます。 

 ・チャートを開く- このオプションは、銘柄のチャートを新規ウィンドウに開きます。チャ

ートに関しての詳細情報は、チャートウィンドウのトピックをご覧ください。 

 ・ニュースボタン - ニュースヘッドラインのウィンドウを開きます。 
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売買ボタン 

 

[売] と[買]のボタンは、商品の直近の売値と買値をリアルタイムで更新して表示します。受

信した直近価格が直前価格より高かった場合、2 つのボタンはいずれも青色に光ります。反

対に、受け取った直近価格が直前価格よりも低かった場合は、赤色に光ります。 

注文方法については、「取引を行う」のトピックをご参照ください。 

 

数量 

 

取引を行いたい数量を、数量フィールドに入力します。 

FX 口座の場合、通貨ペアは 1000 単位で取引され、"K"の文字が"1000"を表します。例えば、

10,000 通貨単位の取引を行う場合、"10K" または "10000"のいずれでも認識可能です。 

またドロップダウンメニューを用いて、好きな取引単位を選択できます。各銘柄の最低・最

大取引数量は、マーケット情報ウィンドウで確認できます。 

取引を執行する方法については、「取引を行う」のトピックをご覧ください。 
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注文ボタン 

 

 [注文]ボタンをクリックすると注文チケットが開きます。商品の注文入力にはこのチケット

を使用します。 

異なるタイプの注文（「ご利用可能な注文タイプ」 のトピック参照）を行う方法については、

「取引を行う」 のトピックをご覧ください。 

 

当日安値 

 

当日の最安値が、ディーリングクオートウィンドウの左下に表示されます。 

 

当日高値 

 

当日の最高値が、ディーリングクオートウィンドウの右下に表示されます。 
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マーケット情報ウィンドウ 

  

気配値(ディーリングクオート)ウィンドウ、リストビュー内のウォッチリストや銘柄検索コ

ンポーネント内にある [i]ボタンをクリックして表示します。 

このウィンドウは最低/最大取引数量、空売り規制の有無など銘柄に関する情報を表示します。

口座によってはレバレッジの変更や、スリッページの許容幅の変更なども可能です。詳細は

「最適なレバレッジ」や、「スリッページの許容幅 」トピックでご覧いただけます。 

 [さらに表示]ボタンをクリックすると別のウィンドウが開き、銘柄の追加情報が表示されま

す。 

 

 

オープンポジション 

オープンポジションコンポーネントは、現在のオープンポジション全ての情報とコントロー

ルを表示します。オープンポジションの行をダブルクリックし、必要に応じてポジションを

修正、または決済します。 

情報コラムの表示順は、必要に応じてドラッグ＆ドロップで 変更できます。 

また、選択したコラムを表示または非表示に設定することも可能です。 
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ご利用可能な情報コラムは以下の通りです: 

 

<歯車ボタン> 

表示するコラムを設定するポップアップメニューを開きます。コラム見出しの横にあるチェ

ックボックスにチェックを入れると表示、チェックを外すと非表示になります。 

ポップアップメニューには、合算モードを個別ポジションモードに切り替えるオプションも

含まれています（この表の下部をご参照ください）。 

 

買/売 オープンポジションが売りか買いかを示します。 

数量 売買された商品数です。 

始値  ポジションを建てた時の価格です。 

現在値 商品の最新価格を表示します。この値はリアルタイムで更新されます。 

未確定損益 オープンポジションの現在の損益値です。この数値はリアルタイムで更新され

ます。負（損失）の値の前にはマイナス(-)のシンボルが付きます。例えば-10.0 とは 10 の

ポジションを損失していると意味です。 

必要証拠金 オープンポジションを建てておくために必要な証拠金の金額です。この値は 0 

– 30 秒毎に更新されます。コラム見出しに、前回の更新から経過した時間が表示されます。 

期限 銘柄の権利行使期間の期日です。 

＜空白列＞ 

このコラムにはタイトル見出しがありません。「閉じる」ボタンのみ表示されます。 

このボタンをクリックすると、ポジションの一部分または全てを決済することのできるディ

ールチケットが開きます。ポジションの決済に関しては、「ポジションを決済する」トピッ

クをご参照ください。 
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指値 指値注文がオープンポジションに設定されている場合の、指値注文のトリガー価格を

表示します。指値注文価格にマウスを置くと、注文数などが表示されます。 

逆指値 逆指値注文がオープンポジションに設定されている場合、逆指値注文のトリガー価

格を表示します。逆指値注文価格にマウスを置くと、注文数を表示したトールチップが表示

されます。 

XLS ファイルにエクスポート これはボタンコントロールで、コラムに情報は表示されませ

ん。このボタンをクリックするとダイアログウィンドウが開かれ、オープンポジションデー

タをエクセルの.xls ファイルとして保存していただけます。 

約定日 ポジションを建てた日付および時間を表示します。形式は DD/MM/YYYY - 

HH:MM:SS で、時間は 24 時間表記です。 

注文 ID オープンポジションに割り当てられた、独自の識別番号です。 

トレードに関するお問い合わせの際にお知らせください。 

状態 トレードの現在の状態を表示します。通常は「Open」となっています。 

通貨 オープンポジションのベース通貨を表示します。外国為替トレードでは、この第一通

貨（ベース通貨）が通貨ペアとして使用されます。 

通貨額  ポジションのエクスポージャーは始値を使用して算出されます。この値は更新され

ません。 

自動繰り越し このコラムでは、期限が近づいたポジションにチェックボックスが表示され

ます。 このチェックボックスにチェックを入力すると、期限が満了となるポジションを自動

的に次の限月に乗り換え、ポジションを繰り延べます。 

合算または個別ポジションモード 

同一銘柄に複数のポジションが建っている場合、合算または個別ポジションモードでご覧い

ただけます。初期設定は合算モードです。 

合算モード – 銘柄の全てのオープンポジションを合計した結果を表示します。 

個別オープンポジション – 銘柄の全てのオープンポジションを個別に表示します。同一銘柄

に複数のポジションがある場合でも合算はされません。 
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合算オープンポジションの行をクリックすると、行が展開して個別のポジションが表示され

ます。 行を再度クリックすると元に戻ります。 

  

注文リスト 

注文リストコンポーネントは、現在の未決済注文全ての情報とコントロールを表示します。

注文リストの行をダブルクリックし、注文を修正してください。 

情報コラムの表示順は、必要に応じてドラッグ＆ドロップで 変更できます。 

また、選択したコラムを表示または非表示に設定することも可能です。 

 

ご利用可能な情報コラムは以下の通りです: 

情報コラム  説明 

<歯車ボタン> 

表示するコラムを設定するポップアップメニューを開きます。コラム見出しの横にあるチェ

ックボックスにチェックを入れると表示、チェックを外すと非表示になります。 

銘柄 注文の商品名です。 

買/売 注文が売りか買いかを示します。 

数量 売買された商品数です。 

注文タイプ 注文の有効期間を表示します。 

GTD - Good Till Day: 取引日の取引終了時間（次のニューヨーク時間午後 5 時）まで有効

です。 

GTT - Good Till Time: ユーザーが指定した時間まで有効です。 
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GTC - Good Till Cancelled: 手動でキャンセルするまで有効です。 

注文価格 注文の執行を発動する価格です。 

現在価格 商品の最新価格を表示します。この値はリアルタイムで更新されます。 

乖離幅 トリガー価格で注文するために、現在の銘柄価格からポイント数を表示します。 

指値 新規指値注文に連携した指値注文に設定されたトリガー価格です。注文が設定されて

いない場合は空白になります。指値注文価格にマウスを置くと、トールチップに注文数が表

示されます。 

逆指値 新規逆指値注文に連携した逆指値注文に設定されたトリガー価格です。注文が設定

されていない場合は空白になります。逆指値注文価格にマウスを置くと、トールチップに注

文数が表示されます。 

XLS ファイルにエクスポート このボタンはコントロールで、コラムに情報は表示されませ

ん。このボタンをクリックするとダイアログウィンドウが開かれ、未決済注文データをエク

セルの.xls ファイルとして保存していただけます。 

注文日時 注文が最後に変更された日付および時間を表示します。注文の作成時から変更

されていない場合は、作成された日付および時間を表示します。形式は DD/MM/YYYY - 

HH:MM:SS で、時間は 24 時間表記です。 

注文 ID 注文に割り当てられた、独自の識別番号です。 

親注文 ID 未決済注文が他の注文に依存する場合、トリガーする注文の注文 ID を表示し

ます。 

ステータス 注文の現在の状態を表示します。 

通貨 未決済注文のベース通貨を表示します。 

外国為替トレードでは、この第一通貨（ベース通貨）が通貨ペアとして使用されます。 

 注文期限 銘柄の有効期間の期日です。 
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注文履歴 

注文略歴コンポーネントは、過去に決済した全ての注文の情報およびコントロールを表示し

ます。 

情報コラムの表示順は、必要に応じてドラッグ＆ドロップで 変更できます。 

また、選択したコラムを表示または非表示に設定することも可能です。 

 

ご利用可能な情報コラムは以下の通りです: 

 

情報コラム  説明 

<歯車 ボタン> 

表示するコラムを設定するポップアップメニューを開きます。コラム見出しの横にあるチェ

ックボックスにチェックを入れると表示、チェックを外すと非表示になります。 

銘柄 取引された金融商品の名称です。 

買/売 注文が売りか買いかを示します。 

数量 金融商品の取引額を表示します。 

指値/逆指値 注文タイプが逆指値か指値かを示します。 

有効期限 注文の有効期間を表示します。 

GTD - Good Till Day: 取引日の取引終了時間（次のニューヨーク時間午後 5 時）まで有効

です。 

GTT - Good Till Time: ユーザーが指定した時間まで有効です。 

GTC - Good Till Cancelled: 手動でキャンセルするまで有効です。 
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注文価格 注文をトリガーする銘柄価格です。 

通貨 注文銘柄のベース通貨を表示します。 

ステータス トレードの現在の状態を表示します。 

取引価格 注文がトリガーされると、注文が実行（約定）された価格を表示します。トリ

ガー前に注文がキャンセルされた場合、空白となります。 

発注日時 注文が作成された日付と時間を表示します。形式は DD/MM/YYYY - HH:MM:SS

で、時間は 24 時間表記です。 

注文更新日時 取引内容が最後に更新された日付と時間を表示します。形式は

DD/MM/YYYY - HH:MM:SS で、時間は 24 時間表記です。 

注文 ID 注文に割り当てられた、独自の識別番号です。 

XLS ファイルにエクスポート これはボタンコントロールで、コラムに情報は表示されませ

ん。このボタンをクリックするとダイアログウィンドウが開かれ、オープンポジションデー

タをエクセルの.xls ファイルとして保存できます。 

  

取引履歴 

取引履歴コンポーネントは、過去に決済した全てのポジションと現在の保有ポジションの情

報とコントロールを表示します。取引は各ポジションの新規建ておよび決済に分けてまとめ

られ、展開可能な行で表示されます。この行は初期設定では折り畳まれた状態です。 

このパネルの左上に [XLS にエクスポート]と[履歴の続きを表示] の二つのボタンがありま

す:。[XLS にエクスポート]ボタンをクリックすると保存ダイアログが開き、取引履歴をエク

セルの.xls ファイルとして保存できます。[履歴の続きを表示]ボタンをクリックすると新規

のウィンドウが開き、表示する取引履歴の開始日と終了日を選択できます。期間を選択して

[検索]ボタンをクリックすると、期間内の取引が全て表示されます。 

情報コラムの表示順は、必要に応じてドラッグ＆ドロップで 変更できます。 

また、選択したコラムを表示または非表示に設定することも可能です。 



 

Copyright © 2018 FOREX.com / GAIN Capital Japan Co., Ltd. 

無断での転載・改変・送付等を禁じます。                    Page 45 

 

Web 

 

ご利用可能な情報コラムは以下の通りです: 

 

情報コラム  説明 

<歯車ボタン> 

表示させるコラムを設定するポップアップメニューを開きます。コラム見出しの横にあるチ

ェックボックスにチェックを入れると表示、チェックを外すと非表示になります。 

各ポジションのコラムに表示される右向きの矢印で 、新規建てまたは決済取引のコラムを展

開、または折り畳んで表示できます。 

銘柄 取引された金融商品の名称です。  

買/売 売買区別（売りまたは買い）を示します。 

数量 金融商品の元の取引額を表示します。 

取引価格 取引が実行（約定）された金融商品の価格です。 

確定損益 取引で実際に得た損益額を、 口座にベース通貨で表示します。 

負（損失）の値の前にはマイナス(-)記号が付きます。例えば-10.0 は、10 のポジションの損

失であることを表します。 

タイプ この取引がポジションの決済または新規建てかを表します。 

取引日  取引が実行された日付と時間を表示します。形式は DD/MM/YYYY - 

HH:MM:SS で、時間は 24 時間表記です。 

最終更新 取引内容が最後に更新された日付と時間を表示します。形式は DD/MM/YYYY - 

HH:MM:SS で、時間は 24 時間表記です。 

注文 ID  成行注文 ID も含め、取引された注文には独自の識別番号が割り当てられます。  
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ニュースヘッドラインウィンドウ 

 

ニュースヘッドラインウィンドウは次の場所から開くことができます。 

①レイアウト管理コントロール - 「全ての銘柄」ニュースのヘッドラインを表示します。 

②ウォッチリストウィンドウ- 選択された銘柄に特定のニュースのヘッドラインを表示します。 

③オープンポジション - 選択されたオープンポジションの銘柄に特定したニュースのヘッド

ラインを表示します。 

ニュースのヘッドラインは、ニュースヘッドラインウィンドウが開かれた場所に応じて、特

定の銘柄または全ての銘柄に関連するリスト形式で表示されます。未読のニュースのヘッド

ラインは、左に点でマークされています。点はニュース記事が読まれた後に消えます。 

特定の記事を読む方法の詳細については、「ニュース記事を読む」をご参照ください。 
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リンクモード 

左下にあるボタンは、[リンク]ボタンです。ウォッチリストウィンドウ（リストビューのみ）

または銘柄検索 ウィンドウで選択された銘柄に、ニュースヘッドラインをロックするには 

[リンク]ボタンをクリックします。ボタンがハイライトされた色に変更され、リンクモード 

であることが示されます。リンクモードでは、銘柄検索やウォッチリスト（リストビューの

み）で選択してクリックした各銘柄に特定したニュースのヘッドラインが表示されます。 

リンクモードを終了するには、再び[リンク]ボタンをクリックします。  

 

トレードチケット 

トレードチケットは、即時決済（成行注文）の注文内容を入力する画面です。チケットの一

番上には、銘柄名とリアルタイムの売値と買値が表示されます。 
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トレードの詳細 

チケットのこのセクションで、取引内容を入力します。 操作方法は「取引を行う」 をご参照

ください。 

注意:価格欄では[買]を選択した場合は現在の買値、[売]を選択した場合は現在の売値が自動

的に更新されます。  

 

Stop ＆Limits 

このセクションはオプションです。注文を出す時に、付属注文として決済逆指値または決済

指値を設定する場合に使用します。このセクションを折り畳んで、トレードチケットのサイ

ズを小さくすることも出来ます。 その場合、次回トレードチケットを開いた時に、この設定

が適応されます。 
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 証拠金計算ツール 

証拠金計算ツールをクリックしてこのセクションを展開してください。展開すると、証拠金

計算ツールに取引開始に必要な証拠金の金額が表示されます。この金額は、トレードチケッ

トのセクション 1 に入力した情報に基づきます。取引情報が変更された場合は、証拠金計算

ツール内の[更新] ボタンをクリックし、最新の証拠金不足額を確認してください。 

トレードチケットの一番下は、いくつかボタンがあります。右側の[発注]ボタンを使って、

取引送信して実行します 。 

左側には[リンク]ボタンがあります。[リンク]ボタンをクリックすると、チケットはウォッチ

リストウィンドウ（リストビューのみ）または銘柄検索ウィンドウで選択した銘柄のみを対

象とするようにロックされます。ボタンがハイライトに変わり、リンクモードであることを

表します。この状態の時、銘柄検索またはウォッチリスト（リストビューのみ）ウィンドウ

で銘柄をクリックして選択すると、チケットはその銘柄を表示する状態に更新されます。 

左下にあるボタンは、[リンク]ボタンです。ウォッチリストウィンドウ（リストビューのみ）

または銘柄検索 ウィンドウで選択された銘柄に、ニュースヘッドラインをロックするには 

[リンク]ボタンをクリックします。ボタンがハイライトされた色に変更され、リンクモード 

であることが示されます。リンクモードでは、銘柄検索やウォッチリスト（リストビューの

み）で選択してクリックした各銘柄を表示するようにチケットが更新されます。 

 

[リンク]ボタンを再度クリックすると、リンクモードは解除されます。 

 

[リンク]ボタンの横には両建てチェックボックスがあります。これをチェックすると、両建

て取引として扱われます。これによって、複数の買い注文や売り注文を、同じ銘柄で両方向

のポジションを保持したまま行うことができます。新規の両建て取引は、いずれも同じ銘柄

で過去に作ったポジションに影響を与えません。 
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口座サマリー情報 

口座サマリー情報バーは、トレーディング画面の上に常に表示されます。ここで、使用証拠

金（マージン）と口座のサマリーを一目でご確認いただけます。このバーに表示される情報

については設定変更が可能です。「口座サマリー情報の設定」をご参照ください。 

 

選択された情報フィールドを左から順番に説明します。 

 

・口座の基本通貨 

・有効証拠金- 口座の時価評価総額。時価評価総額＝現金+（オープンポジションの）未実現

損益として計算されます。 

・口座残高- 口座の現金残高。 

・未確定損益 -  全オープンポジションの損益合計。 

買いポジション:P&L＝（現在の市場価格 － 参入価格）×ステークサイズ 

売りポジション:P&L＝（参入価格－現在の市場価格）×ステークサイズ 

 

・必要証拠金-口座のオープンポジションの受入証拠金として保有している口座資金の総額。

証拠金はポジションを建てるのに必要な金額です。 

・トレーディングリソース- 取引を行うのに利用可能な金額。 
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・証拠金維持率- 必要証拠金に対する時価評価総額をパーセンテージで表示します。200％を

超える場合は"> 200%"、下回る場合は実数値が表示されます。 

警告:オープンポジションの強制決済を回避するため、必ずこの数値はロスカット水準を上回

るようにしてください。 

 

Advantage  Trader Web の設定 

Advantage  Trader Web ユーザーインターフェースの外観は、お好みに合わせてカスタマ

イズすることができます。インターフェースのコンポーネントが含まれているウィンドウは

サイズ変更したり、インターフェース内の希望の位置に移動させることができます。新しい

ウィンドウレイアウトはサイズ変更や移動のたびに自動的に保存されます。次回ログインす

る際には、前回ログアウトの際に使用されていたインターフェースが表示されます。 

プラットフォーム全体の配色はカラーエディターを使用して編集することができます。「プ

ラットフォームのカラースキームを変更する」 をご参照ください。 

時間帯や表示フォントサイズなどの項目を設定するには、口座管理>ユーザー設定 オプショ

ンを使用します。 

ワークスペースメニューを使用すると、複数のレイアウトに名前を付けて保存し、必要に応

じてレイアウトを切り替えることができます。 

さらに、トレーディングプラットフォーム内のウィンドウは、全てタブ表示機能がサポート

されています。これによって一つのウィンドウに複数のコンポーネントを収納し、ウィンド

ウのキャプションバーのタブで切り替え表示が可能となります。 
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ウィンドウに新しいタブの追加 

ウィンドウにタブとして新しいコンポーネントを追加するには、移動するコンポーネントの

キャプションバーを左クリックします。マウスボタンを押したまま、コンポーネントを行先

のウィンドウのキャプションバーの既存するタブの横にドラッグします。新しいタブを配置

する場所を示す緑色の（+）が表示されます。マウスの左ボタンを離すと、コンポーネント

が新しいタブとしてウィンドウに追加されます。 

これで、適切なタブをクリックすることによって、同じウィンドウ内でコンポーネントを切

り替えることができます。ウィンドウのタブと配置順序内はトレーディングプラットフォー

ムからのログアウト時に自動的に保存されます。 

 

新しいウィンドウへのタブの移動 

ウィンドウに複数のタブがある場合は、ウィンドウの外にタブをドラッグしてユーザーイン

ターフェースでマウスの左ボタンを離すと、タブが新しいウィンドウで開かれます。 

 

ウィンドウからのタブの削除 

ウィンドウからコンポーネントタブを削除するには、タブ名の横にある[X]ボタンをクリック

します。これでタブが閉じられます。 
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本文書は取引ツールの一般的な使用方法を説明するために作成されており、いかなる類の投資判断や

具体的な取引の推奨も意図しておりません。お取引にあたっては、当社の定める約款や重要事項説明

書等、お取引前に合意が必要な文書をお読みの上、合意いただく必要があります。 

------------------------------------------------------------------------ 

FOREX.com  

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社  

住所:東京都中央区日本橋室町 4-4-10 東短室町ビル 3 階  

電話番号:0120-288-168 / 03-5205-6957 （受付時間 平日 9:00～18:00）  

メールアドレス:JPinfo@forex.com  

ホームページ:https://www.forex.com/jp/ 

金融商品取引業:関東財務局長(金商)第 291 号  

加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会 会員番号 1539   

 

【苦情相談窓口】  

ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 クライアントサービス  

電話:0120-288-168 / 03-5205-6957 （受付 平日 9:00-18:00）  

 

【指定紛争解決機関】  

 ＜外国為替証拠金取引＞  

 証券・金融商品あっせん相談センター 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

 電話:0120-64-5005            月曜－金曜(祝祭日を除く 9:00-17:00）   

 

【お取引に関する注意事項】  

•当社の外国為替証拠金取引（以下、「取引」）は、元本および収益が保証されているものではありま

せん。レバレッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、相場の変動によ

る価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合があります。取引に必要な

証拠金は、個人の場合は売買代金の 4％、法人の場合は金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの

為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額（＝法定レバレッジで計算した必要証拠金額）以上の

証拠金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条

第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。但し、リスク管理のため、特定の通

貨ペアには上記より高い証拠金率（＝低いレバレッジ）が適用されています（詳しくは当社 HP をご確

認ください）。  

mailto:JPinfo@forex.com
https://www.forex.com/jp/
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•当社の取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカット、注文形態、価格配信の停止・再

開により発注レートと約定レートが大きく乖離したり、停止時と再開時の配信価格にギャップが生じ

る等の理由で預託証拠金以上の損失が生じる可能性があります。  

•取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要説明事項」「顧客取引契約書」

等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、危険性等をご理解いただいた上で、ご自身

の判断と責任にてお取引ください。 各書類につきましては当社ウェブサイトのダウンロードセンター

をご確認ください。 

•取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプレッド）があります。

主要国政策金利の極端な変更や雇用統計など重要経済指標の発表前後、為替市場の流動性が著しく低

下した場合(年末年始・クリスマス時期など）や相場急変時(震災などの天変地異や戦争など)において

は、スプレッドが拡大することがあります。主要 10 通貨ペア(USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・

AUD/JPY・EUR/USD・GBP/USD・AUD/USD・CAD/JPY・CHF/JPY・NZD/JPY)の表示スプレッド

の適用は日本時間午前 8：00～翌午前 3：00 (米国冬時間の場合は午前 9：00～翌午前 4：00)となり

ます。午前 3：00～午前 8：00 (米国冬時間の場合は午前 4：00～午前 9：00)は表示スプレッドの適

用外となります。 

•市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワークの不具合、システム障害等、予期せぬ事象

の発生などにより、取引ができなくなることおよび損失が生じることがあります。 


