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1-1　注文の設定画面を表示させる

「コントロール」画面内の「トラッキングトレード」を選択（クリック）してください。

「トラッキングトレード」のメニューが表示されますので、メニュー内の「トラッキングトレード(登録)」を
選択（クリック）してください。

　
「トラッキングトレード」ボタンを選択（クリック）
頂き、設定画面を開きます。

1．注文をする 

ブラウザ版 

 
左画面に記載されている方法をお試し頂いても、注文 

設定画面が表示されない場合は、下記操作をお試し 

ください。  

  ・ ご使用のブラウザの「ツール」をクリックして頂きます。 

   次に、ツールにございます「ポップアップブロック」を 

   クリックして頂き、「ポップアップブロックを無効にする」を 

   選択して頂くとポップアップブロックが解除されます。 

※お使いのパソコンにグーグル等のツールバーが 

    表示されている場合、各ツールバーにも ポップアップ 

    ブロックの設定がございますので、併せてご確認下さい 

    ますようお願い申し上げます。 
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1．注文をする 
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メインメニュー内の「etc その他」　をクリックしますと「トラッキングトレード」画面が
表示されますので「トラッキングトレード」をクリックし、設定画面を開きます。

ダウンロード版 

※「etc その他」ボタンがメニュー内にで確認できない場合、メニューバー右端にある    

     マークを数回クリックいただくと、メニュー項目が左へ流れ、「etc その他」 

  ボタンが確認できます。 
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1．注文をする 
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青いバーを表示頂いたら、画面内左上部の　　　　　　　をタップ後、「その他」-「OK」をタップし、
「トラッキングトレード」をタップし、設定画面を開きます。
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タブレット版 

1．注文をする 

①画面左上部にある    マークをタップします。 

②青いバーが表示されます。 

画面上部に、青いバーが表示されていない場合 
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メニュー内の「その他」　をタップ後、「OK」をタップし、「トラッキングトレード」
をタップし、設定画面を開きます。

メニュー内の「その他」　をタップ後、「OK」をタップし、「トラッキングトレード」
をタップし、設定画面を開きます。

 
　

1．注文をする 
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Android版 

iPhone版 
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 1-2.　注文を設定する

注文設定画面内の各項目についてご案内します。

　　通貨ペア
　　　取引する通貨ペアを選択します。

　　ボラティリティ参考期間
　　　選択した期間の想定変動幅をシステムが自動で算出します。
　　　期間は、１カ月、２カ月、３カ月、半年、１年、のいずれかを選択できます。
　　　尚、入力は任意なので、不要な際は空欄を選択します。

　　想定変動幅
　　　システムが自動で算出した変動幅が表示、もしくは自身で変動幅を入力します。
　　　100＝１円　　例）158．8＝１円58．8銭

　　ポジション方向
　　　新規注文の買い・売りを選択します。

　　対象資産
　　　トラッキングトレードで設定する対象資産は注文の条件を算出する為のものであり、
　　　お客様の損失を限定するものではありません。

　　新規注文可能額
　　　新規注文で使用できる資金額が表示されます。※自動で入力されています。

　　計算
　　　全て入力しましたら計算をクリックします。

 　　　※「安く買って、高く売る」ことを想定する際は「買い」
 　　　　　「高く売って、安く買う」ことを想定される際は「売り」

1．注文をする 

1．注文をする 
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1-3　注文内容を確認する

「計算」ボタンをクリックしますと、最大ポジション数・ポジション間隔が割り出されますので、内容確認後
よろしければ「登録」ボタンをクリックします。ご登録頂いた注文は「注文中明細」に表示されます。

　
「登録」ボタンを選択いただきますと、登録完了
画面が表示されます。

　　　　
※「登録」のボタンは、2箇所ご用意しており
　　ますが、どちらでも登録いただけます。
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1．注文をする 

注文可能ロット数内で設定可能です。 

１注文あたりの注文ロット数を変更することが

できます。 

※左の設定例ですと、最大2ロットまでの発注

が可能となります。 

変動幅の設定は、「参考期間（選択式）」を選択

する事により、過去の実績 から「想定変動幅」

の参考値をシステムが自動算出します。また、

任意のpips(数値を入力することも可能です。 

※左の設定例ですと、任意の数値として、

50pipsを入力しました。 
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注文の登録が完了しますと、第1ポジションがクイックＯＣＯ注文で発注がされますので、
ポジション一覧にポジションが表示されます。また、併せて登録された条件で、ＩＦＤＯ
（イフダンオーシーオー）注文が待機決済注文として発注されます。

　

7 

ここまでで、トラッキングトレードの注文登録は完了です。 

あとは、相場動向に準じて、新規発注および決済を自動

的にシステムが繰り返しいくものとなります。 

1．注文をする 
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　　　2-1.　トラッキングトレードの削除について

「コントロール」画面から「トラッキングトレード」を選択、「トラッキングトレード（データ照会）」を
選択します。

「データ照会」画面より「トラッキングトレード（データ照会）」ボタンを選択します。

現在登録されている、実行中のトラッキングトレードのすべての登録内容が一覧で表示さえｒます。

削除したいトラッキングトレードにチェックをご入力頂き、「選択」ボタンをクリックします。

2．注文設定を削除する 

2．注文設定を削除する 

8 



0822-Ｒ03

現在登録しているトラッキングトレードの詳細が表示されます。
当該画面内の「削除」ボタンを選択します。
確認画面内で「OK」ボタンを選択し、削除完了です。

2．注文設定を削除する 

                      注文設定の削除について 
 

・トラッキングトレードを削除すると、当該トラッキングトレードの注文中のIFDO注文は取消されますが、トラッ

キングトレードにて約定済みの建玉にかかる決済OCO注文は取消されません。 

・iPhoneアプリからトラッキングトレードの取消しはできません。 

9 
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　　　2-2.　トラッキングトレードの削除について

　 1.注文の設定画面を表示します。

　※各端末における設定画面の表示方法は、【2.注文方法について（ページ3）】をご参照下さい。

設定を取消（削除）する場合は、改めて、新規設定画面を開いていただき、現在設定している
「通貨ペア」および「ポジション方向」を選択いただき、「計算」ボタンを選択ください。
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2．注文設定を削除する 

                      注文設定の削除について 
 

・トラッキングトレードを削除すると、当該トラッキングトレードの注文中のIFDO注文は取消されますが、

トラッキングトレードにて約定済みの建玉にかかる決済OCO注文は取消されません。 

・iPhoneアプリからトラッキングトレードの取消しはできません。 
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　　　3-1　トラッキングトレードで建てたポジションをトラッキングトレードを
使わずに決済する

トラッキングトレードで建てたポジションをトラッキングトレードを使わずに、成行注文
（クイックトレード）で、決済をする際は、まずはじめに、以下警告画面が表示されます。

上記メッセージが表示されましたら、1回決済注文画面を閉じて頂き、改めて成行決済
 （クイックトレード）を行って頂くと、決済が可能です。 

 
 

保有したポジションに対して、各端末より成行決済（クイックトレード）を行うことができます。
その際は、成行決済（クイックトレード）注文画面内の「指値取消」項目にチェックを入力後、
決済注文を行ってください。各取引ツールにおける操作手順は、次ページよりご確認頂けます。

            成行決済（クイックトレード）に関するご注意  

 
トラッキングトレードで約定した建玉をトラッキングトレードに依らずに決済した場合、 

また新規注文可能額が不足したことにより新規注文が成立しなかった場合は、 

その時点で当該トラッキングトレードは削除されます。 
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トラッキングトレードを使わずに決済する 

3．トラッキングトレードで建てたポジションを 

11 



0822-Ｒ03

成行決済（クイックトレード）注文

約定された注文

約定された注文（ポジション）列を選択（クリック）下さい。
　

決済注文画面が表示されますので「指値取消」項目にチェックを入れていただき
、「決済」ボタンを選択します。

ブラウザ版 

12 

トラッキングトレードを使わずに決済する 
3．トラッキングトレードで建てたポジションを 
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約定された注文

約定された注文（ポジション）列を選択（クリック）下さい。

決済注文画面が表示されますので「他注文取消」項目にチェックを入れていただき
「注文確認」ボタンを選択します。
　
次画面の「決済」ボタンを選択（クリック）いただきます。

ダウンロード版 
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トラッキングトレードを使わずに決済する 
3．トラッキングトレードで建てたポジションを 
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約定された注文 約定された注文

「決済」ボタンをタップいただきます。 約定された注文（ポジション）をタップいただきます。
下図の決済注文画面が表示されます。 下図の決済注文画面が表示されます。

決済注文画面内の「注文中取消」項目の「する」を 決済注文画面内の「注文中取消」項目の「する」を
選択し、レートをタップします。 選択し、レートをタップします。

14 

タブレット版 Android版 

保有ポジションが複数あった場合において、一括決済は出来ません。ポジション毎の決済が必

要となりますので、予めご了承下さい。 

トラッキングトレードを使わずに決済する 
3．トラッキングトレードで建てたポジションを 
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約定された注文 決済注文画面内の「注文中取消」項目の「オン」を
選択し、レートをタップします。

ポジションをタップいただきます。
右図の決済注文画面が表示されます。

12 

15 

iPhone版 

保有ポジションが複数あった場合において、一括決済は出来ません。ポジション毎の決済が

必要となりますので、予めご了承下さい。 

3．トラッキングトレードで建てたポジションを 
トラッキングトレードを使わずに決済する 
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運用中のトラッキングトレードの設定内容を確認をする。

トラッキングトレードデータ照会画面内で、設定内容を確認できます。
 

　 設定内容を確認したい場合などは、トラッキングトレード設定画面にて「.同通貨ペア」
「同ポジション方向」をご入力いただき、新規で設定登録をされますと、以下の確認画面が

　 表示されます。
この確認画面において、現在設定されている内容をご確認いただくことが可能です。

また、「トラッキングトレードデータ照会」画面より該当トラッキングトレードにチェックを入力後、
「選択」ボタンをクリックすることで、以下画面が表示されます。
※「2.注文設定を削除する」　8ページ参照

　　　

12 
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設定内容を確認する  

4．運用中のトラッキングトレードの 
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5．注意事項 

トラッキングトレードは、設定された条件にしたがって複数の注文（新規注文と決済OCO注文）が繰り

返し発注される取引方法です。 
 

（１）トラッキングトレード登録時には、クイックOCO注文（新規注文＝クイックトレード、決済注文＝

OCO注文）が発注されますが、それ以降の設定された値幅の範囲内で段階的に発注される複数の

注文はIFDO注文（新規注文＝指値注文、決済注文＝OCO注文）となります。 
  

（２）相場が設定した値幅の範囲内で動く場合は、利益確定の決済約定と繰り返しの新規注文の発

注が継続します。 

相場が設定した値幅を利益方向に値幅の範囲を超えて推移した場合、建玉がゼロとなる決済約定

と同時にクイックOCO注文が発注され、そのレートから最も離れた指値注文が取り消されます。 

（ただし、為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合、新規のク

イックOCO注文を基準とした新たなトラッキングトレードとなり、乖離した指値注文はすべて取り消さ

れます。） 

相場が設定した値幅を損失方向に値幅の範囲を超えて推移した場合、損決済の約定と同時にクイッ

クOCO注文が発注されます。 
  

（３）為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合、利益方向への

乖離では、建玉がゼロとなる指値決済の約定レートと新規クイックOCO注文の約定レートが乖離する

ことがあります。 

損失方向への乖離では、新規クイック注文と逆指値の損決済注文が、相場急変直後や休日明けや

メンテナンス明けの価格で同時に約定することにより、少なくともスプレッド分の損失が発生すること

があります。 
  

（４）トラッキングトレードで約定した建玉をトラッキングトレードに依らずに決済した場合、また新規注

文可能額が不足したことにより新規注文が成立しなかった場合は、それ以降の当該注文に対応する

繰り返し注文は発注されません。 
  

（５）トラッキングトレードを削除すると、当該トラッキングトレードの注文中のIFDO注文は取消されま

すが、トラッキングトレードにて約定済みの建玉にかかる決済OCO注文は取消されません。 
  

（６）トラッキングトレードで新規約定した取引には、新規手数料と決済手数料の取引手数料が発生し

ます。取引手数料は新規注文約定毎（繰り返される注文も含みます）に新規手数料と決済手数料を

合わせてお客様の証拠金から徴収させて頂きます。 
  

（７）トラッキングトレードで約定した建玉は通常の建玉と同様に、計算上の損失が一定の水準を超え

た場合のロスカットルールや、証拠金判定による強制決済の対象となります。また、ロスカットや強制

決済が執行されると全てのトラッキングトレードは取り消されます。 
  

※以上の説明はすべてトラッキングトレードによって発注される注文と建玉のみを対象とします。 

※トラッキングトレードにおけるクイックトレードは、許容スリップを超えて約定する場合があります。 

※トラッキングトレードで設定する対象資産は注文の条件を算出する為のものであり、お客様の損失

を限定するものではありません。 

17 


