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1. 注文をする 

ダウンロード版取引システム 

メインメニュー内の「トラッキングトレード」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始める」をクリックします。 
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ブラウザ版取引システム 

メインメニュー内の「トラッキングトレード」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始める」をクリックします。 

1. 注文をする 



画面左上部の     をタップ後、「トラッキングトレード」-「OK」をタップし、 
 

「トラッキングトレードを始める」をタップします。 
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タブレット版アプリ 

画面上部に、青いバーが表示されていない場合 

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。 

1. 注文をする 
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iPhone版アプリ 

Android版アプリ 

メニュー内の「トラッキングトレード」から「トラッキングトレードを始める」をタップします。 

メニュー内の「トラッキングトレード」から「トラッキングトレードを始める」をタップします。 

1. 注文をする 
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1-2 注文を設定する 

1-2-1. ワンクリック注文で発注する 

ガチンコバトルで運用しているプレイヤーの設定をワン
クリックで発注することができます。 

※ガチンコバトルとは 

ワンクリック注文では、トラッキングトレードを運用して3ヵ月間の収益を競う「ガチンコバトル」
で運用しているプレイヤーの設定や、2016年8月10日～2019年11月30日までの収益率が高い設定
を簡単に運用することができます。 

設定内容が自動で反映されます。 

「登録」ボタンをクリックすると運用が開始されます。 

2016年8月１０日～2019年11月３０日まで運用して、
収益率の良い設定を簡単に発注することができます。 

1. 注文をする 



① ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

② 
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1-2 注文を設定する 

1-2-２. ランキング設定から発注する 

「トラッキングトレード」画面から「トラッキングトレード ランキング発注」をクリックします。 

⑭注文設定 
お客様側で自由に設定内容を決めていただけます。 
「1-2.注文設定をする」をご覧ください。 
（9ページ参照） 
 

1. 注文をする 
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①期間： 集計する損益の期間 
    （例）期間「1ヵ月」の場合、現在から1ヵ月前までの 
       値動きによって発生した損益のランキングを表示 
 

②通貨ペア： ランキングに表示させる通貨ペア 
 

③ポジション方向： ランキングに表示させる 
          売り・買いのポジション方向 
 

④新規注文可能額： 現時点でトラッキングトレードに使用できる金額 
 

⑤売買： 売り・買いどちらの設定か 
 

⑥注文間隔： 各ポジションの間隔（pips） 
       ※ポジションから次のターゲットレートまでの間隔 
 

⑦最大ポジション数： 保有できるポジション数の最大数 
 

⑧想定変動幅： 保有したポジションが損切りされるまでの値幅 
 

⑨決済損益（pips）： この設定のトラッキングトレードが 
            獲得している損益をpipsで表示 
 

⑩利食回数： この設定のトラッキングトレードが利食いした回数 
 

⑪損切回数： この設定のトラッキングトレードが損切りした回数 
 

⑫「選択」 ボタン： お好みの設定を選択するボタン 
 

⑬必要な新規注文可能額： 設定時における必要な金額        
 
 

 
 
       
 

 

1-2-２. ランキング設定から発注する 

「設定損益別ランキング」画面に記載されている項目を説明しています。 

1-2 注文を設定する 

1. 注文をする 
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1-2-3. 注文設定から発注する 

1-2 注文を設定する 

注文設定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。 
" ※「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」" 
 
対象資産 
新規注文可能額に記載されている金額までの数値を入力します。 
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。 
 
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。 
 
テンプレート表示 
全て入力しましたら「テンプレート表示」 ボタンをクリックします。 

1. 注文をする 
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1-2-3. 注文設定から発注する 

1-2 注文を設定する 

「テンプレート表示」ボタンをクリックするとシステムが自動的に最大ポジション数とポ
ジション間隔を算出します。設定内容に問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。
ご登録頂いた注文は「ターゲットレート照会」から確認できます。(11ページ記載) 

想定変動幅の設定は、「ボラティリティ参考期間（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、500pips（5
円幅）を入力しました。 

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1ロットまでの発注が可能と
なります。 

「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。 

1. 注文をする 
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注文の登録が完了しますと、第1ポジションが発注がされ、ポジション一覧に最初の 
ポジションが表示されます。併せて登録された条件は「ターゲットレート照会」から
確認できます。 

これで、トラッキングトレードの注文登録は完了です。 
あとは、ターゲットレートに沿って、システムが自動的に注文を繰り返していきます。 
（指値注文とは異なり、約定レートにスリッページが発生する可能性があります。） 

想定変動幅が上方向に移動した際のターゲット
レートが表示されています。 

現在運用している設定の想定変動幅内で
ターゲットレートが表示されています。 
 

想定変動幅が下方向に移動した際のターゲット
レートが表示されています。 

1. 注文をする 
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2. 注文設定を削除する 

トラッキングトレードの削除について 

トラッキングトレードを選択いただき「トラッキングトレードの照会・停止」をクリックします。 

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れます。 

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

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ターゲットレートは全て取消されます。 
また、トラッキングトレードによって保有したポジションは注文を削除すると自動で決済されな
くなるため、お客様側で手動による決済注文をしていただく必要がございます。 

2. 注文設定を削除する 
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3. 保有したポジションを手動で決済する 

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）で決済をする際には、以下の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、エラー表示画面の「OK」を選択し、改めて成行
決済（クイックトレード）を行って頂くと、決済が行えます。  

トラッキング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手動で決済した場合や、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、その時点で運用しているトラッキングトレードは
削除されます。 

 

トラッキングトレードの停止後、保有したポジションに対して、各端末より決済を行
うことができます。各取引ツールにおける操作手順は、次のページよりご確認いただ
けます。 
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ダウンロード版取引システム 

【 約定されたポジション 】 

約定されたポジション列を選択（クリック）して下さい。 

決済注文画面が表示されますので「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。 

3. 保有したポジションを手動で決済する 
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ブラウザ版取引システム 

約定されたポジションをクリックしてください。 

決済注文入力画面が表示されますので、レートボタンをクリックします。 

3. 保有したポジションを手動で決済する 
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タブレット版アプリ Android版アプリ 

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。 
下図の決済注文画面が表示されます。 

「決済」ボタ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。 

決済注文画面内の「注文」を選択し、
レートをタップします。 
 

決済注文画面内のレートをタップします。 

3. 保有したポジションを手動で決済する 
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iPhone版アプリ 

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。 

3. 保有したポジションを手動で決済する 
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4. 運用中の設定内容を確認する 
 

トラッキングトレードを選択いただき「トラッキングトレードの照会・停止」をクリックします。 

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れます。 

確認したいトラッキングトレードにチェックを入れ、「選択」ボタンをクリックします。 
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5.注意事項 

(1)  設定した値幅の範囲内で相場が動く場合は、利益確定の決済注文と繰り返しの新規注文が 
     継続します。 
     相場が利益方向に変動し、決済注文の約定によってポジションがゼロとなった場合は、決済 
     注文の約定と同時に新規注文が発注されます。また、損失方向へ設定した値幅の範囲を 
       超えて推移した場合、損決済注文の約定と 同時に新規注文が発注されます。 
 
(2)  為替相場の急変時や休日、また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、 ポジションがゼロとなる利益決済注文の約定レートと新規注文の 
   約定レートが乖離することがあります。 
 
(3)  損失方向への乖離では、新規注文と損決済注文が、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ポジション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の設定は停止されます。 
 
(5)  トラッキングトレードの設定を停止すると、当該トラッキングトレードにて約定済みのポジションに 
     かかる決済注文は 発注されません。  
 
(6)   トラッキングトレードでは、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 約定時毎（繰り返される注文を含む）に新規手数料と決済手数料 
       を合わせてお客様の口座資産から徴収 させて頂きます。 
 
(7)   トラッキングトレードで約定したポジションは通常のポジションと同様に、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の設定は停止 
        されます。 
 
(8)   トラッキングトレードにおける注文には、許容スリップの設定はございません。  
 
(9)   トラッキングトレードにおける新規および決済注文（利食い決済）は、ターゲットレート 
   以下（買いの場合）、またはターゲットレート 以上（売りの場合）となった時点で、ターゲット 
       レートで約定が行われますが、スリッページが発生する可能性があります。その為、約定 
     時点の配信レートと比べ不利な約定となり、お客様に損失が発生する場合があります。 
 
(10) トラッキングトレードにおける決済注文（損切り決済）は、ターゲットレート以上（買い決済の 
       場合）、またはターゲットレート以下（売り決済の場合）となった時点で、ターゲット レートで 
       約定が行われますが、スリッページが発生する可能性があります。その為、約定時点の 
       配信レートと比べ不利な約定となり、お客様の損失が拡大する場合があります。 
 
(11) トラッキングトレードのターゲットレートは変更はできません。  
 
(12) 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。  


