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本操作・利用ガイドで使用している取引ツールの画像はイメージであり、実際の取引ツール画面とは

異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 
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動作環境 

最新の動作環境につきましてはホームページよりご確認ください。 

※ WiFi、無線LANをご利用の場合、通信環境が不安定となり正常に動作しない可能性があります。

※ ウィルスセキュリティソフトの設定等により、ファイアーウォール・プロキシの制限を受ける場合がありま

す。

※ Macintosh（MAC）ではご利用いただけません
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ログイン方法 

インヴァスト証券ホームページより「My ページ」にログインしていただき、「Myページ」右側に表

示される「くりっく 365お取引ログイン」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★口座開設状況によって、ログインボタンの位置が異なります。  

 

★ 

ホームページ↓ 

Myページログイン↓ 

くりっく 365お取引ログイン

↓ 

くりっく 365 

ブラウザ版 HOME画面↓ 
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HOME画面 

くりっく 365ブラウザ版取引ツールにログインして最初に表示される画面が、「HOME画面」です。 

HOME画面では、主に次を確認することができます。 

・ レート 

・ ニュース配信 

・ 注文パネル（新規・単一注文のみ） 

・ 証拠金状況 

・ 簡易チャート 

・ ポジション状況 

・ 各種お知らせ 

 
 

  

プライスボードエリア 

中央パネルエリア 

ポジション状況エリア お知らせエリア 
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・プライスボードエリア 

  
 

新規・決済注文の発注、注文変更・取消、入出金、注文・建玉照会の表

示、報告書の閲覧、チャートなどマーケット情報の表示、各種設定・変

更等、各メニューに切り替えることができます。 

グローバルインフォ（株）提供のマーケットニュースを表示します。 

ニュースタイトルをクリックすると、ニュース詳細を表示します。（→関

連：マーケット情報「ニュース」） 

為替ボードの表示通貨ペアや項目をカスタマイズしたり、取引ツールか

ら切り離して別画面で表示することができます。（→関連：為替ボード設

定） 

通貨ペアごとの買気配・売気配・始値・高値・安値・前日清算値等を表

示します。（→関連：為替ボードの見方） 

  
現在の手数料コースを表示します。 

Myページ（会員様用ページ）にログインします。 

リッチクライアント版お取引ツールをダウンロードできます。クリック

するとダウンロード方法の詳細をご案内します。（→関連：リッチクライ

アントダウンロード） 

文字サイズを変更できます。※初期設定は【大】です。 

取引ツールをログアウト（終了）し、お取引ツールに直接ログインする

画面を表示します。  

① 

②
③
④ 

⑤          ⑥     ⑦    ⑧   ⑨ 

① メニューバー  ------  

 

 

 

② ニュースバー  -----   

 

③ 為替ボード設定/為替

ボードを別画面で開

く ------------------------  

④ 為替ボード  --------  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 現在の手数料  ----  

⑥ Myページ ---------  

⑦ リッチクライアントダウンロード  

 

 

⑧ 文字サイズ  --------  

⑨ ログアウト  --------  

気配値上でクリックすると、⑩注文パネル

の商品欄、⑬チャートの通貨ペアが同一通

貨ペアになります。 
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・中央パネルエリア 

 
 

新規注文（単一注文）を発注できます。※決済注文は、注文パネルから行

えません。 

注文パネルの表示/非表示を切り替えられます。 

※注文パネルを非表示にすると、同じ段の⑫証拠金状況、⑬簡易チャート

も非表示になります。 

発注可能額、有効証拠金額、有効比率、発注証拠金額、必要証拠金額、ア

ラート基準額、ロスカット基準額を表示します。より詳しい証拠金状況は、

「照会」で確認できます。（→関連：照会） 

簡易チャートを表示します。 

通貨ペアを切り替える時は、④為替ボードの表示したい通貨ペアの気配値

をクリックするか、⑩注文パネルの商品を選択すると切り替えられます。 

※黄色：移動平均線（期間 15）、 緑色：移動平均線（期間 45） 

 

・ポジション状況エリア／お知らせエリア 

 

現在保有しているポジション状況の確認や決済注文の発注ができます。ポ

ジション状況を更新するには、更新ボタンをクリックしてください。 

ポジション状況を更新します。 

インヴァスト証券からのお知らせ、東京金融取引所からのお知らせ、取引

所システムからのお知らせを確認できます。お知らせタイトルをクリック

すると、詳細を確認できます。  

⑩ 注文パネル -------------   

 

⑪ 注文パネル表示/非表示 --   

 

 

⑫ 証拠金状況 -------------   

 

 

⑬ 簡易チャート -----------   

 

 

 

    

⑩          ⑫               ⑬ 

⑪ 

 ⑮   ⑯ 

⑭ 

⑭ ポジション状況 ------   

 

⑮ 更新 ----------------   

⑯ お知らせ ------------   
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為替ボード設定 

表示したい通貨ペアや表示項目、並び順を変更できます。「カスタマイズ」にチェックし、表示したい

通貨ペア・項目に☑を入れ、「更新」をクリックします。 

① 「為替ボード設定」をクリックします。 

② 「カスタマイズ」を選択します。 

③ 表示したい通貨ペアに☑を入れます。 

表示順位を変えるには、↓↑で行えます。 

④ 表示したい項目に☑を入れます。 

  表示順位を変えるには、↓↑で行えます。 

⑤ 「更新」をクリックすると設定が完了します。 

 

 

 

 

 

・為替ボードの見方 

 

表示気配値での「売注文」の約定可能枚数 

お客様が「売れる」価格。この価格で売買が行われます。 

お客様が「買える」価格。この価格で売買が行われます。 

表示気配値での「買注文」の約定可能枚数 

取引所において直近に約定（取引が成立）した価格 

当日の取引で、最初に約定（取引が成立）した価格 

当日の取引で、約定（取引が成立）した最も高い価格 

当日の取引で、約定（取引が成立）した最も安い価格 

取引所において当日約定（取引が成立）した枚数 

前営業日の取引終了後、取引所で決められた価格。（この価格により証

拠金不足額などを計算します） 

 

 

  

① 

 

② 

③     ④     

⑤ 

① 買気配数量 -----------   

② 買気配（値） ---------   

③ 売気配（値） ---------   

④ 売気配数量 -----------   

⑤ 直近約定値 -----------   

⑥ 始 値 ----------------   

⑦ 高 値 ----------------   

⑧ 安 値 ----------------   

⑨ 出来高 ---------------   

⑩ 前日清算値 -----------   

①  ②      ③   ④   ⑤    ⑥   ⑦  ⑧  ⑨  ⑩ 

為替ボードの「⑤直近約定値」「⑥始値」「⑦高値」「⑧安値」は、注文が成立した価格（約定値）を表示して

おり、売買の区別はありません。「高値」は売気配（お客様側の買値）、「安値」は買気配（お客様側の売値）

が多いため、例えば、「高値」を確認して売注文が約定しているだろうと思っても、買気配は到達していない

場合があります。  
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新規注文 

新規注文「単一」－指値・成行・トリガ・トリガ（指値） 

 
 

① 「新規注文」をクリックします。 

② 「単一」をクリックします。 

③ 通貨ペアを選択します。 

④ 売買を選択します。 

⑤ 執行条件を選択します。 

⑥ トリガ価格（逆指値）を入力します。 

※トリガまたはトリガ（指値）選択時のみ 

⑦ 指値価格を入力します。 

※指値またはトリガ（指値）選択時のみ 

⑧ トレール機能の有無を選択します。 

※トリガ選択時のみ 

⑨ トレール値幅を指定します。 

※トリガ（トレール有）を選択時のみ 

⑩ レバレッジを選択します。 

※「証拠金額一覧」で、通貨ペア・レバレッ

ジごとに、今週の証拠金額を表示します。 

⑪ 発注枚数を入力します。 

※「発注可能枚数」で、お客様の発注可能額

に対して発注できる取引枚数を確認できま

す。 

⑫ 注文期限を指定します。 

当日：当日の取引時間終了まで発注 

週末：当該週末の取引時間終了まで発注 

無期限：無期限で発注 

日時指定：指定する年月日と時刻まで発注

（時刻は 1分単位） 

入力例） 2014年 5月 1日 18時 

日付【20140501】時刻【1800】 

※成行は「当日」のみ、トリガ（指値）注

文は「当日」か「週末」のみ 

⑬ 「確認」をクリックし、注文確認画面に進み

ます。 

 

次ページにつづく
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⑭ 「注文実行」をクリックすると、新規注文を発注します。 

※必ず注文内容を確認してください。 

⑮ 「戻る」をクリックすると、1つ前の注文画面に戻ります。 

 

 
⑯ 発注内容を表示します。詳細は、注文照会で確認してください。 

 

トレール機能を利用した発注 

Ⓐ  -- 「トリガ」を選択します。 

 ※他の執行条件では利用できません。 

Ⓑ ---- トリガ価格（逆指値）を入力します。 

Ⓒ ---- トレール機能「有」を選択します。 

Ⓓ ---- トレール値幅を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑭ ⑮ 

⑯ 

Ⓐ 

Ⓑ 
 

Ⓒ
Ⓓ 

※トレール値幅は、現在値とトリガ価格

の差以上の値を指定ください。 

◆トレール最小値幅 

0.05 

英ポンド/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、NZドル/円、ポーランドズロチ/円 

0.025 

米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、南アランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円 

0.0005 

ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/加ドル、ユーロ/英ポンド、英ポンド/スイ

スフラン、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル 

誤った指値、トリガ価格を指定していると、即時に約定する可

能性があるため、赤字で警告文が表示されます。 

※そのまま⑭注文実行をクリックすると発注します。 
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指値価格とトリガ価格（逆指値）の間違えやすい注文 

 

価格を指定して発注する「指値注文」や「トリガ注文」は入力された価格によっては、思わぬ価格で

約定してしまうということがあります。 

価格を入力する際は十分ご注意ください。 

 

 

例 気配値が 102.00円のとき、102.50円まで上がるようなら買うつもりで 102.50円の買指値注文

を入れた。すると、すぐに約定してしまった。 

 

102.50円の買い指値は、「102.50円以下で買う」という意味。本来意図した注文にするならば、102.50

円の「買トリガ注文」（102.50円以上で買う）にするべきだった。 

 

指値価格とトリガ価格を誤り、気配値より高く（低く）入力すると、思わぬ価格で約定する恐れがあ

ります。注文の際は、指値価格とトリガ価格の違いを十分確認したうえで価格を指定してください。 

 

＜注文の意味＞ 

 ・指値注文 

「指値価格以下で買う、指値価格以上で売る」 

 ・トリガ注文（逆指値注文） 

「トリガ価格以上で買う、トリガ価格以下で売る」 

※トリガ注文は、指定した価格に達した時点で「成行注文」となるため、 

必ずしも指定した価格で約定するとは限りません。 

 

 

＜指値注文とトリガ注文の指定価格イメージ＞ 

＜買トリガ＞ 

102.50以上の価格 

＜売指値＞ 

102.50以上の価格 

＜買指値＞ 

102.50以下の価格 

＜売トリガ＞ 

102.50以下の価格 

 

 

 

  

現在値 102.50 
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トレール機能とは 

 

相場の動きに応じて、トリガ価格が自動的に追随（トレール）していく仕組みです。相場変動のたび

にトリガ注文を出し直すといった面倒な作業が無くなる便利な機能です。 

 

トレール機能を利用すると、現在値とトリガ価格の差が指定したトレール値幅以上となった場合にト

レール値幅を保つトリガ価格に自動的に変更されます。 

 

現在値が変更されたトリガ価格に到達すると、成行注文として約定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレールは、トレール最小値幅毎に変動します。ただし、急激な相場変動時にトレール最小値幅毎に

変動しない場合があります。予めご了承ください。 
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新規注文「If Done」 

 
 

① 「新規注文」をクリックします。 

② 「If Done」をクリックします。 

③ 通貨ペアを選択します。 

④ 売買を選択します。 

↓新規（If）注文を指定します。 

⑤ 執行条件を選択します。 

※成行は行えません。 

⑥ トリガ価格（逆指値）を入力します。 

※トリガまたはトリガ（指値）選択時のみ 

⑦ 指値価格を入力します。 

⑧ レバレッジを選択します。 

⑨ 発注枚数を入力します。 

※「発注可能枚数」をご確認ください。 

⑩ 注文期限を指定します。 

当日：当日の取引時間終了まで発注 

週末：当該週末の取引時間終了まで発注 

無期限：無期限で発注 

日時指定：指定する年月日と時刻まで発注

（時刻は 1分単位） 

入力例） 2014年 5月 1日 18時 

日付【20140501】時刻【1800】 

※成行は「当日」のみ、トリガ（指値）注文

は「当日」か「週末」のみ 

↓決済（Done）注文を指定します。 

⑪ 執行条件を選択します。 

⑫ トリガ価格（逆指値）を入力します。 

⑬ 指値価格を入力します。 

⑭ 発注枚数を入力します。 

⑮ 注文期限を指定します。 

⑯ 「確認」をクリックし、注文確認画面に進み

ます。 

 

次ページにつづく
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⑰ 「注文実行」をクリックすると、新規注文を発注します。 

※必ず注文内容を確認してください。 

⑱ 「戻る」をクリックすると、1つ前の注文画面に戻ります。 

 

 
⑲ 発注内容を表示します。詳細は、注文照会で確認してください。 

 

 

  

⑰ ⑱ 

⑲ 

誤った指値、トリガ価格を指定していると、即時に約定する可能

性があるため、赤字で警告文が表示されます。 

※そのまま⑰注文実行をクリックすると発注します。 
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新規注文「OCO」 

 
 

① 「新規注文」をクリックします。 

② 「OCO」をクリックします。 

③ 通貨ペアを選択します。 

④ 売買を選択します。 

↓OCO1を指定します。 

⑤ 指値価格を入力します。 

⑥ レバレッジを選択します。 

⑦ 発注枚数を入力します。 

※「発注可能枚数」をご確認ください。 

⑧ 注文期限を指定します。 

当日：当日の取引時間終了まで発注 

週末：当該週末の取引時間終了まで発注 

無期限：無期限で発注 

日時指定：指定する年月日と時刻まで発注

（時刻は 1分単位） 

入力例） 2014年 5月 12日 18時 

日付【20140501】時刻【1800】 

※成行は「当日」、トリガ（指値）注文は「当

日」か「週末」のみ 

 

 

 

 

↓OCO2を指定します。 

⑨ 価格（逆指値）を入力します。 

※トリガまたはトリガ（指値）選択時のみ 

⑩ 「確認」をクリックし、注文確認画面に進み

ます。 

 

次ページにつづく
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⑪ 「注文実行」をクリックすると、新規注文を発注します。 

※必ず注文内容を確認してください。 

⑫ 「戻る」をクリックすると、1つ前の注文画面に戻ります。 

 

 
⑬ 発注内容を表示します。詳細は、注文照会で確認してください。 

 

 

  

誤った指値、トリガ価格を指定していると、即時に約定する可

能性があるため、赤字で警告文が表示されます。 

※そのまま⑪注文実行をクリックすると発注します。 
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新規注文「If Done OCO」 

 
 

① 「新規注文」をクリックします。 

② 「If Done OCO」をクリックします。 

③ 通貨ペアを選択します。 

④ 売買を選択します。 

↓新規（If）注文を指定します。 

⑤ 執行条件を選択します。 

※成行は行えません。 

⑥ トリガ価格（逆指値）を入力します。 

※トリガまたはトリガ（指値）選択時のみ 

⑦ 指値価格を入力します。 

※指値またはトリガ（指値）選択時のみ 

⑧ レバレッジを選択します。 

⑨ 発注枚数を入力します。 

⑩ 注文期限を指定します。 

当日：当日の取引時間終了まで発注 

週末：当該週末の取引時間終了まで発注 

無期限：無期限で発注 

日時指定：指定する年月日と時刻まで発注

（時刻は 1分単位） 

入力例） 2014年 5月 1日 18時 

日付【20140501】時刻【1800】 

※成行は「当日」、トリガ（指値）注文は「当

日」か「週末」のみ 

↓決済（DoneOCO1）注文を指定します。 

⑪ 指値価格を入力します。 

⑫ 発注枚数を入力します。 

⑬ 注文期限を指定します。 

※⑩If 注文の注文期限よりも短い期間には

指定できません。 

↓決済（DoneOCO2）注文を指定します。 

⑭ トリガ価格（逆指値）を入力します。 

⑮ 「確認」をクリックし、注文確認画面に進み

ます。 

次ページにつづく
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⑯ 「注文実行」をクリックすると、新規注文を発注します。 

※必ず注文内容を確認してください。 

⑰ 「戻る」をクリックすると、1つ前の注文画面に戻ります。 

 

 
⑱ 発注内容を表示します。詳細は、注文照会で確認してください。 

 

  

誤った指値、トリガ価格を指定していると、即時に約

定する可能性があるため、赤字で警告文が表示されま

す。 

※そのまま 1注文実行をクリックすると発注します。 
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新規注文「ストリーミング」 

 
 

① 「新規注文」をクリックします。 

② 「ストリーミング」をクリックします。 

③ 通貨ペアを選択します。 

④ レバレッジを選択します。 

⑤ 発注枚数を入力します。 

⑥ 売り価格パネルをクリックすると、「売注文」を発注します。 

⑦ 買い価格パネルをクリックすると、「買注文」を発注します。 

※注文確認画面は表示されずに発注します。 

※価格はリアルタイムで更新されます。 

 

 

  

 

価格の上をクリック 

すると即座に発注します!! 

ご注意事項 

・ 注文確認画面が表示されない注文です。誤って発注しないようご注意ください。 

・ 「売」「買」をお間違えにならないようにご注意ください。 
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ストリーミング発注をすると、上記の画面を表示します。注文一覧が表示されるまで、しばらくお待

ちください。 

 

 
⑧ 発注内容を表示します。詳細は、注文照会・約定照会で確認してください。 

取引所で受け付けた価格が指定した価格を含め、それより有利な価格であれば約定し、不利な価格で

あれば失効します。注文が成立しない場合もありますので、必ず「注文照会」または「約定照会」で

約定の有無をご確認ください。 
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新規注文「連続注文」 

 

① 「新規注文」をクリックします。 

② 「連続注文」をクリックします。 

③ 連続注文の「親」としたい注文のチェックボックスにチェックを入れます。 

④ 注文種類「単一」または「OCO」いずれかをクリックします。 

 

次ページにつづく 

 

 

※一番初めに発注した親注文を含み 10階層まで。 

※親注文を取り消すと全ての子注文が取り消されます。 

※親注文が約定した際に発注される子注文については、発注時に発注証拠金

のチェックがおこなわれます。その為、発注証拠金不足となる場合には、そ

れらのすべての子注文が取り消されます。 

※親注文が新規注文の場合、子注文をその決済注文として発注することが可

能です 
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⑤ 「新規」または「決済」を選択します。 

⑥ 「親建玉」または「既存建玉」を選択します。 

「既存建玉」を選択した場合は、「建玉検索」

をクリックし、決済対象建玉の「発注数量」

を指定し、「選択」をクリックします。 

※決済選択時のみ 

⑦ 通貨ペアを選択します。 

⑧ 売買を選択します。 

⑨ 発注枚数を入力します。 

⑩ 執行条件を選択します。 

⑪ トリガ価格（逆指値）を入力します。 

※トリガまたはトリガ（指値）選択時のみ 

⑫ 指値価格を入力します。 

※指値またはトリガ（指値）選択時のみ 

⑬ トレール機能の有無を選択します。 

※トリガ選択時のみ 

⑭ トレール値幅を入力します。 

※トリガ（トレール有）を選択時のみ 

⑮ レバレッジを選択します。 

⑯ 注文期限を指定します。 

当日：当日の取引時間終了まで発注 

週末：当該週末の取引時間終了まで発注 

無期限：無期限で発注 

日時指定：指定する年月日と時刻まで発注

（時刻は 1分単位） 

入力例） 2014年 5月 1日 18時 

日付【20140501】時刻【1800】 

※成行は「当日」、トリガ（指値）注文は

「当日」か「週末」のみ 

⑰ 「確認」をクリックし、注文確認画面に進み

ます。 

⑱ 「戻る」をクリックすると、1つ前の注文画

面に戻ります。 

 

次ページにつづく
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⑲ 「注文実行」をクリックすると、新規注文を発注します。 

※必ず注文内容を確認してください。 

⑳ 「戻る」をクリックすると、1つ前の注文画面に戻ります。 

 

 
○21発注内容を表示します。詳細は、注文照会で確認してください。 

 

  

⑲ ⑳ 

○21  
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決済注文 

個別決済 

個別の建玉を指定して、決済することができます。 

※建玉を指定せず、反対売買により古い建玉から順に決済する先入れ先出しは行えま

せん。 

一括決済 
保有している通貨ペアの「売建玉」「買建玉」ごとに、まとめて決済することができま

す。 

建玉整理 

両建てとなっている同枚数の売り建玉と買い建玉を、現在の気配値でそれぞれ決済す

るのではなく、建玉同士で相殺することができます。 

※売買手数料はかかりません。 

全決済 
保有しているすべての建玉を一度に決済することができます。 

※未約定で取消し可能な注文はすべて取消して発注します。 

 

決済注文「個別決済」 

 
1. 「決済注文」・「個別決済」より建玉照会画面を開きます。 

2. 決済したい建玉に発注数量を入力します。入力は直接入力か、「自動入力」をクリックしてくださ

い。 

※通貨ペアと売買が同じ建玉は、複数入力し、同時に決済することができます。 

※すでに決済注文が発注されていると、注文を取消さない限り、発注数量は入力できません。 

3. 注文の種類「単一」「OCO」「ストリーミング」を選択すると、注文画面を表示します。注文の入

力方法は新規注文をご参照ください。  

※絞り込み検索が可能です。 

 

全建玉発注済： 

全ての建玉に対して、既に決済注文が発注されて

いる状態です。 

一部未発注： 

一部の建玉に対して、決済注文が発注されている

状態です。 

全建玉未発注： 

決済注文が発注されていない状態です。 
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決済注文「一括決済」 

 

1. 「決済注文」・「一括決済」よりポジション照会画面を開きます。 

2. 「一括決済」をクリックすると、対象の通貨ペア・売買が絞り込まれ、発注数量は、未発注残が

全て自動入力された状態で建玉照会画面が開きます。決済したくない建玉があれば、該当の発注

数量を空欄にしてください。 

3. 注文の種類「単一」「OCO」「ストリーミング」を選択すると、注文画面を表示します。注文の入

力方法は新規注文をご参照ください。 

  

決済しない建玉は、発注数量を空欄にしてく

ださい。 
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決済注文「建玉整理」 

 

1. 「決済注文」・「建玉整理」より建玉照会画面を開きます。 

2. 「建玉整理」をクリックすると、決済側建玉一覧を開きます。新規側建玉内容と照らしながら、

相殺したい建玉の建玉発注数量を入力し、「確認」をクリックします。 

3. 建玉整理損益相当額を確認し、「実行」をクリックすると、買建玉と売建玉を仲値で同時に決済し

ます。 

※注文実行後の金額は、建玉整理損益相当額と異なる場合があります。 

※建玉整理の受付時間は、取引開始から取引終了時間の 15分前までとなります。(クリスマスや年末

年始などの受付時間は取引所により変更する場合があります。) 
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決済注文「全決済」 

 

1. 「決済注文」・「全決済」よりポジション状況画面を開きます。 

2. 「全決済注文実行」をクリックし、確認画面に「OK」をクリックすると、保有している建玉をす

べて決済します。 

 

※取引時間外（プレオープン時間、非取引日を含む）の建玉を保有している場合は、全決済注文を発

注できません。 

※取引時間外の新規注文を発注している場合は、取引開始後に注文が取消されます。 

※全決済注文で発注した注文（新規注文の取消を含む）の変更・取消はできません。 

※全決済注文が約定するまでは、新たな注文を発注できません。  
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注文変更・取消 

 

注文変更・取消「注文変更」 

 
「注文変更・取消」・「注文変更」より注文変更画面を開きます。 

変更したい注文の左側・変更欄をクリックしてください。 

 

※以下の注文は変更できません。注文取消後、再度発注を行ってください。 

トリガ（指値）注文、トレール注文、If Done注文、OCO注文、If Done OCO注文 

※成行注文、ストリーミング注文は、取消・変更はできません。 

 

 
「価格」「発注数量」「レバレッジ」「注文期限」いずれかを変更できます。変更したい箇所を入力し、

「確認」をクリックしてください。 

 

※価格と発注数量は、同時に変更可能です。 

※レバレッジと期限は、他の項目と同時に変更できません。 

 

 
変更内容を確認し、「変更実行」をクリックすると注文が変更されます。 
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注文変更・取消「注文取消」 

 
「注文変更・取消」・「注文取消」より注文取消画面を開きます。 

取消したい注文の左側・取消欄に☑を入れ、確認ボタンを押してください。 

 

※非取引日の通貨ペアの注文取消は、注文状況が「有効」の場合、取消実行後すぐには取消とならず、

取引開始後に取消されます。「待機中」の場合はすぐに取消となります。 

 

 
取消内容を確認し、「取消実行」をクリックすると、注文が取り消されます。 
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入出金・振替 

Myページ「入出金・振替」即時入金  

お客様の入金手続きをスムーズかつスピーディーに行うために、『即時入金サービス』を提供してお

ります。 24 時間いつでもほぼリアルタイムでお振込（入金）可能で、夜間も祝祭日もご入金いただ

けます。 

 
 

ご利用方法 

1. My ページ「くりっく 365」・「入出金・振替」・「即時入金」より即時入金画面を開きます。

即時入金利用規約に同意してからご利用ください。 

即時入金画面は、ブラウザ版「入出金・振替」・「即時入金」・「即時入金（Myページへ）」か

らも開くことができます。 

2. 金融機関を選択し入金額を入力後「確認ボタン」をクリックしてください。 

内容を確認のうえ「実行」をクリックすると、ご指定の金融機関のネットバンキング画面が立ち

上がります。各金融機関の定める方法に従いお手続きください。 
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ご利用可能な金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜注意事項＞ 

提携金融機関のインターネットサービスの振込完了画面では、以下のボタンを必ず押してくださ

い。 押さずに終了すると入金処理がリアルタイムに反映されません。 

・みずほ銀行 －「 ログアウト（加盟店のサイトへ）」 

・三井住友銀行 －「 加盟店へ通知 」 

・三菱東京UFJ銀行 －「 加盟店画面へ戻る 」 ・楽天銀行 －「 支払実行 」 

・ジャパンネット銀行 －「 振込 」      ・住信SBIネット銀行 －「 確定 」 

・ゆうちょ銀行 －「 決済手続きを完了させる 」 
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Myページ「入出金・振替」振込入金 

 
 

振込入金の方法 

1. My ページ「くりっく 365」・「入出金・振替」・「振込入金」より、当社指定の振込口座（お

客様専用口座）、振込入金先を確認のうえ、銀行窓口、ATM等よりお振込ください。 

2. 当社にて入金確認後、取引ツールへ反映いたします。（当日の銀行受付時間内の場合、約 60～90

分ほどで反映いたします。） 

3. Myページ「入出金履歴」より入金額をご確認ください。 

4. お取引を開始いただけます。 

※ 振込入金先は「くりっく 365」が指定されているとは限りません。くりっく 365以外のサービス

が指定されている場合は、設定を変更いただくか、指定サービスより資金振替や出金が必要とな

ります。ご注意ください。 

※ お客様のお取引ツールへの反映は、当社にて入金を確認し、入金処理を行った時点となります。

当日中に入金反映が必要な場合は、15時までに当社にて着金確認できるようにお手続きください。

それ以降の入金に関しては翌銀行営業日以降の入金扱いとなります。 

※ 振込手数料はお客様のご負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 

・ 振込名義人は「くりっく 365」口座の口座名義人と同一名義の名でお振込ください。ご家族の氏名で

あっても入金扱いできません。 

・ ご本人名義以外でお振込みされた場合には入金できません。ご本人名義が入っていても、会社名等の

他名義が入っている場合は、他人名義扱いとなります。その場合は、お客様ご自身で必ず組戻しの手

続きをしていただくことになりますので、ご注意ください。 

・ 組戻しの手続きの方法はご利用金融機関によって異なりますが、銀行窓口で行う必要ある場合もござ

いますので、くれぐれもご注意くださいますようお願いいたします。 

・ 振込名義人相違等の入金手続き間違いや、銀行の事務処理等の遅れにより発生するリスクは、すべて

お客様が負うものといたします。ご了承ください。 
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Myページ「入出金・振替」資金振替 

「シストレ 24」「トライオート FX」「FX24」「くりっく 365」「くりっく株 365※」取引口座間で

ご資金の振替手続きが行えます。 

 

 
 

ご利用方法 

1. My ページ「くりっく 365」・「入出金・振替」・「他サービスへの資金振替」で振替画面を開

きます。 

2. 振替出金元、振替入金先の取引口座を選択し「次へ」をクリックしてください。 

3. 振替依頼画面にて表示された出金可能額の範囲で金額を入力してください。 

4. 確認画面で出金タイプ（振替）と振替金額をご確認のうえ「実行」をクリックしてください。 

 

■「くりっく 365」の振替可能額について 

振替可能額は、振替指示をした営業日の清算時に確定いたします。そのため、振替指示額を振替可能

額が下回り、指示された金額を全額振替できない場合があります。この場合、確定後の「振替可能額」

の範囲内で FX24、シストレ 24、トライオート FX取引口座へ振替いたします。 
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振替スケジュール 

資金振替のスケジュールは以下のとおりです。 

振替出金元取引口座により反映のタイミング等が異なりますので、ご注意ください。 

振替出金元取引口座 反映タイミング 上限回数 

くりっく 365 

（くりっく 365→シストレ 24・ 

トライオート FX・FX24・株 365へ振替） 

振替指示をした営業日の翌銀行営

業日（午前 8時ごろ） 

1営業日 1回 

（振替・出金の両方を 

合わせて 1日 1回） 

シストレ 24 

（シストレ 24→くりっく 365・ 

トライオート FX・FX24・株 365へ振替） 

即時 なし 

トライオート FX 

（トライオート FX→くりっく 365・

FX24・シストレ 24・株 365へ振替） 

即時 なし 

FX24 

（FX24→くりっく 365・シストレ 24・

トライオート FX・株 365へ振替） 

即時 なし 

 

※「くりっく 365」から他サービスに資金を振り替えるには、「1営業日」かかります。 

※他サービスから「くりっく 365」へ振り戻す（新たに振替する）場合は、即時に行われます（祝日

も可）。 

※「くりっく株 365」口座への資金振替は可能ですが、「くりっく株 365」口座からの資金振替はで

きません。他サービスへ資金移動をご希望の場合は、一度出金いただく必要がございます。ご注意く

ださい。 

 

確認方法 

くりっく 365 の資金振替後の確認（履歴確認）は、振替予定日時以降「My ページ」から行ってくだ

さい。 

「入出金・振替」＞「入出金履歴」＞適用「振替」 

 

ご利用時間 

システムメンテナンス時間以外 

「Myページ」、「くりっく 365」、「シストレ 24」、「FX24」、「トライオート FX」、「くりっ

く株 365」のいずれでシステムメンテナンスを実施している場合は、ご利用いただけません。 

通常メンテナンス以外の時間においても、取引時間の変更や臨時システムメンテナンス、金融機関の

利用時間外等によりご利用できない場合があります。 
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Myページ「入出金・振替」出金 

 
 

出金方法 

1. My ページ「くりっく 365」・「入出金・振替」「出金」より出金指示画面を開き、出金額を入

力ください。 

2. 口座開設時にお客様よりご指定いただいた振込指定口座へお振込させていただきます。 

※ 出金時にかかる振込手数料は当社で負担いたします。 

※ お振込のタイミングにつきましては、下記をご参照ください。 

 

出金依頼受付時間 

 
日・月曜日 火～木曜日 金曜日 土曜日 

通常期間※1 
日曜日 午前8時～ 

火曜日 午前6時55分 

午前 7時 55分～ 

翌午前 6時 55分 

午前 7時 55分～ 

翌午前 6時 

午前 8時～ 

日曜日 午前 0時 

米国サマー 

タイム期間※1 

日曜日 午前8時～ 

火曜日午前5時55分 

午前 6時 55分～ 

翌午前 5時 55分 

午前 6時 55分～ 

翌午前 5時 

午前 7時～ 

日曜日午前 0時 

出金時間※2 
火曜日 

午前 10時以降 

翌営業日 

午前 10時以降 

月曜日 

午前 10時以降 

火曜日 

午前 10時以降 

※1通常期間：11月第一日曜日の翌日～3月第二日曜の前日、 

米国サマータイム期間：3月第二日曜～11月第一日曜 

※2出金時間については、国内金融期間の営業日により変更のある場合があります。 
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Myページ「入出金・振替」入出金・振替履歴 

期間等を選択することで入出金履歴を確認することができます。 

 
 

※ 検索可能期間は、過去 4 ヶ月分となります。4 ヶ月以前の履歴は、ブラウザ版お取引画面「入出

金振替」＞「入出金履歴」にて過去 15ヶ月分を確認することができます。 
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照会 

照会「証拠金状況照会」 

口座全体の証拠金状況を確認できます。 

 
 

証拠金預託額（Ａ） お客様が当社に預けられている証拠金残高。 

有効証拠金額（Ｂ） 証拠金預託額から、評価損益等を加算した金額。 

（ Ａ + Ｋ + Ｌ － Ｍ ） 

発注可能額（Ｃ） 新規注文を発注することができる金額。（ Ｂ － Ｉ － Ｊ ） 

出金可能額（Ｄ） 出金指示することができる金額。下記の計算のうち小さい金額以下を出金指

示いただけます。 

（ Ａ － Ｆ － Ｍ ）もしくは、 

（ Ａ － Ｉ － Ｊ ＋ Ｌ －Ｆ － Ｍ ） 

ただし、（ Ｋ ）＜ 0 の場合は上記計算式の右式に（ Ｋ ）を加算します。 

入出金予定額（Ｅ） 当社ではこの項目は常に０円になります。 

出金指示額（Ｆ） 現在、出金指示されている金額。 

前日証拠金不足額（Ｇ） 前日取引終了時点で確定した証拠金不足額。 

証拠金不足が確定すると、証拠金不足額以上のご入金が必要です。 

翌日午前 2時までに、当社でご入金の確認ができない場合は、午前 2時以降

の当社任意の時間に全ての建玉を強制決済いたします。 

有効比率（Ｈ） 有効証拠金額を必要証拠金額で割った比率。アラート・ロスカットルールの

目安になります。（ Ｂ ÷ Ｉ ×100） 

有効比率が 80％以下になると、お客様の意思にかかわらず、すべての建玉を 

強制決済いたします。 

必要証拠金額（Ｉ） 現在保有している建玉を維持するために必要な金額。 
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発注証拠金額（Ｊ） 現在発注中の注文に必要な金額。約定すると「必要証拠金額」となります。 

決済損益相当額（Ｋ） 現在保有している建玉の評価損益とスワップポイント損益の合計金額。 

※手数料相当額は含まず 

決済損益予定額（Ｌ） 決済により確定した実現損益（為替差損益±スワップポイント損益）。決済日

（決済した日の 2営業日後、アジア通貨は 7営業日後）を迎えると、証拠金

預託額に反映されます。 

未払手数料（内、手数

料未収金額）（Ｍ） 

当日分の手数料の累計額と手数料未収金額の合計で、1 日の取引終了時に証

拠金預託額から差し引かれます。 

※税込（証拠金残高不足により未徴収となっている手数料の合計。） 

 

 

照会「資産状況照会」 

1日の取引終了時点の資産状況を確認できます。 

 
「照会」・「資産状況照会」を開き、対象日付を入力し「検索/更新」をクリックすると、取引日ごとに

１日の取引終了時点の資産状況が確認できます。 
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照会「注文照会」 

最大 15ヶ月分の注文履歴を確認できます。 

 
「照会」・「注文照会」より、注文の履歴を確認できます。 

※初回画面は、未約定注文が表示されます。お探しの注文は下記方法で検索してください。 

 

特定の注文を検索する 

 
「注文状況」「商品」「売買」「注文日（yyyymmdd形式）」「表示件数」「表示対象」を入力、「検索/

更新」をクリックすると、その期間の注文履歴が表示されます。 

 

◆注文状況 

待機中 ：IfDone注文の Done注文や連続注文の子注文など、一次注文の約定後に発注される注

文もしくは、取引所の注文受付時間外で指示が待機中の注文 

注文中  ：取引所へ注文を登録中 変更中：取引所へ変更注文を登録中 

取消中  ：取引所へ取消注文を登録中 有効：現在発注中の注文（取引所が注文を受付済） 

未約定  ：取消済および約定済以外のすべての注文 

約定済  ：発注した枚数全てが約定した注文 取消済：取消が完了した注文 

トレール中 ：トレール発動中の注文  

注文受付番号をクリックすると、その注文の

詳細情報が確認できます。 
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照会「約定照会」 

最大 15ヶ月分の約定した注文履歴を確認できます。15ヶ月以前の約定履歴は、「報告書」・「取引報告

書」「取引残高報告書」「年間損益明細書」でご確認ください。 

 
「照会」・「約定照会」より、約定した注文履歴を確認できます。 

※初回画面は、当日から１週間前までの約定注文が表示されます。お探しの注文は下記方法で検索し

てください。 

 

特定の注文を検索する 

 
「約定日（yyyymmdd形式）」「注文日（yyyymmdd形式）」「商品」「売買」「表示件数」「表示対象」

を入力、「検索/更新」をクリックすると、その期間の約定履歴が表示されます。 

 

  

表示しているページ内の損益状

況を表示します。 
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照会「建玉照会」 

現在保有している個々の建玉の約定価格や損益状況を確認できます。 

 
 

照会「ポジション照会」 

現在保有している建玉の平均約定価格や損益状況を、通貨ペアごとにまとめて確認できます。 
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照会「シミュレーション」 

仮想レートを設定し、現在保有している建玉に対しての評価損益の変化がシミュレーションできます。

また、仮想建玉が作成でき、その場合の口座状況のシミュレーションも可能です。 

 
 

仮想レートを設定し、評価損益をシミュレーションする 

 
「評価レート」に仮想レートを入力し、「結果表示」をクリックすると、現在と仮想レートでの評価

損益等をシミュレーションできます。 

 

現在 ：現在の口座状況 

結果 ： 仮想レート・仮想建玉設定後の口座状況 

増減 ： 現在レートと仮想レートでの増減 

 

  

仮想レートを入力します。 
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仮想建玉により評価損益をシミュレーションする 

「仮想建玉作成」をクリックし、商品、売買、約定価格を入力して「作成」をクリックして、仮想建

玉を作成します。仮想建玉が作成できると、仮想建玉が表示され、結果、増減の欄も更新されます。 

 

 

  



45 

照会「手数料照会」 

現在の手数料グループが確認できます。 

「照会」・「手数料照会」を開きます。該当手数料グループが黄色帯で表示されます。 

・ボリュームディスカウントについて

月間取引枚数（新規・決済、それぞれの約定枚数をカウント）に応じて、下記のお取引手数料が摘要

されます。

2019 年10月現在 

1枚あたり（税込） 通常 

ボリュームディスカウント 

（月間取引枚数計） 

1,000枚以上 3,000枚以上 

通常片道手数料 330 円 88 円 0円 

※ 手数料はすべて税込みとなります。

※ 割引手数料の適用は、条件を満たした翌々営業日から当月の最終営業日までとなります。

※ 月内最終営業日及または、その前営業日に取引枚数が上記条件を満たした場合、手数料の割引は

適用されません。

※ 累計取引枚数は月毎に計算し、翌月には繰り越されません。
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報告書 

各種取引報告書を確認、ダウンロードすることができます。 

「報告書」より「取引報告書（日次）」「取引残高報告書（四半期）「年間損益報告書（確定申告用）」

等を閲覧、PDF出力できます。 

・報告書の種類

取引報告書兼取引残高報告書

・ 1 日に 1 回発行（当日約定や入出金がある場合にのみ発行されます。）

・ 口座状況、取引明細、入出金明細、建玉残高を記載した報告書です。

取引残高報告書

・ 四半期(3 月、6 月、9 月、12 月末締め）に 1 回発行

・ 口座状況、取引明細、入出金明細、建玉残高を記載した報告書です。

年間損益計算書

・ 1 年に１回（1 月中旬から下旬頃）発行

・ 確定申告用の報告書です。

・ 確定申告の際は、「年間損益報告書」に記載されている「差引損益金合計」を申告してくだ

さい。

・2010 年以前の旧システムで作成された報告書は、「報告書（過去分）」よりご確認ください。

クリックすると PDF

で出力されます。
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マーケット情報

マーケット情報「チャート」

「マーケット情報」・「チャート」よりチャートを表示できます。チャートは JAVA を起動する必要

があります。ダイアログが表示されたら「ファイルを開く」をクリックしてください。

※JAVAが起動せずチャートが表示されない場合は、JAVAの最新版をダウンロードしたり、互換表示

設定で「invast.jp」を保存したり、信頼済みサイトに「https://ts.fx.invast.jp」を設定するなどをお

試しください。ウィルスセキュリティーソフトによって遮断されている場合もございます。
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・チャートの切り替え

① 足種 ---------  ローソク、ライン、バーから選択できます。

② 時間軸 ------  Tick・1分・5分・30分・時間・日足・週足・月足から選択できます。

③ 通貨ペア ----  通貨ペアを切り替えられます。

④ BID/ASK ---  BID（買気配＝売値）、ASK（売気配＝買値）を切り替えられます。

※約定値は表示できません。

・各種チャート設定

「設定（テクニカル）」より、色の変更、テクニカル指標の表示が行えます。 
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・背景色・ローソク足・罫線等の色変更

「設定（テクニカル）」・「共通設定」よりチャート共通設定画面を開きます。 

チャート画面全体の背景色やローソク足、罫線等の色変更を行えます。

・表示足本数の変更

「設定（テクニカル）」・「基本設定」よりチャート基本設定画面を開きます。本数を 25本～200

本まで設定できます。 
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・テクニカル指標（インジケーター）の設定 

 
「設定（テクニカル）」・「インジケーター1」・「インジケーター2」よりインジケーター設定画面

を開きます。 

表示したいテクニカル指標に☑を入れてください。色変更やパラメーターの変更も行えます。 

※「インジケータ 1」は全項目チェック可能、「インジケータ 2」は最大３つまでです。 
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・トレンドラインの描画と削除 

 

「チャート」・「モード」・「ヒストリカル」にした後、チャート上で右クリックし、「トレンドラ

イン描画」をクリックすると、トレンドラインを描画できるようになります。トレンドラインを削除

したい時は、チャート上で右クリックし、「トレンドライン取消（１つ前の状態に戻ります。）」ま

たは「全トレンドラインのクリア」から行えます。 

 

・ヒストリカル：自動更新されません。 

・リアルタイム：自動更新されます 
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・分割表示 

「ウィンドウ」・「レイアウト」より分割表示したい画面枚数を選択してください。 

 

・データの保存・印刷 

 
「チャート」・「CSVとして保存」「画像として保存」「印刷」より表示しているチャートデータを

保存・印刷することができます。 

・CSVとして保存 CSV形式で保存します。 

・画像として保存 画像としてデータ保存します。 

・印刷 ----------- チャート画面を印刷します。 
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マーケット情報「ニュース」 

グローバルインフォ（株）提供のマーケットニュースを閲覧できます。 

 

「マーケット情報」・「ニュース」を開きます。ニュースタイトルをクリックすると、ウィンドウ下

部に詳細を表示します。 

※タイトルのみのニュースもあります。 

  



 

54 

 

マーケット情報「相場表」 

取引日ごとの各通貨ペアの始値・高値・安値・直近約定値・清算価格・スワップポイント・出来高の

履歴を確認できます。 

 
「マーケット情報」・「相場表」を開き、通貨ペアや日付を指定、検索してください。 

※当日分は表示できません。 

 

① 日付 --------------  

② 商品 --------------  

③ 始値 --------------  

④ 高値 --------------  

⑤ 安値 --------------  

⑥ 直近約定値 -------  

⑦ 清算価格 ---------  

⑧ スワップポイント  

⑨ 出来高 -----------  

 

「③始値」「④高値」「⑤安値」「⑥直近約定値」は、注文が成立した価格（約定値）を表示してお

り、売買の区別はありません。「高値」は売気配（お客様側の買値）、「安値」は買気配（お客様側

の売値）が多いため、例えば、「高値」を確認して売り注文が約定しているだろうと思っても、買気

配は到達していない場合があります。 

  

取引日を表します。 

通貨ペアを表します。 

該当取引日で、最初に約定（取引が成立）した価格。 

該当取引日で、約定（取引が成立）した最も高い価格。 

該当取引日で、約定（取引が成立）した最も安い価格。 

該当取引日で、取引所において最後に約定（取引が成立）した価格。 

該当取引終了後、東京金融取引所で決められた価格。 

該当取引日分の 1枚当たりのスワップポイント額。 

東京金融取引所において該当取引日に約定（取引が成立）した枚数。 
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マーケット情報「証拠金額一覧」 

各通貨ペアのレバレッジごとに現在適用の証拠金額、過去の証拠金額を確認できます。 

 

 
「マーケット情報」・「証拠金額一覧」を開き、日付を指定、検索してください。 

※トルコリラ/円、メキシコペソ/円は、上場延期中のため、現在お取引できません。 

※韓国ウォン/円、中国人民元/円、インドルピー/円は、2013年 12月 1日より休場のため、お取引

できません。 
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マーケット情報「運用カレンダー」 

決済日（決済し確定した損益が証拠金預託額に反映される日）や、1 枚あたりのスワップポイント額

を確認できます。 

 
「マーケット情報」・「運用カレンダー」を開き、通貨ペアや日付を指定、検索してください。 

※当日以降のスワップポイントは確認できません。 

 

・運用カレンダーの見方 

 
 

①スワップポイント額を確認する 

  例：2014年 4月 29日に付与されるスワップポイントを確認したい。 

→2014年 4月 29日のドル円 1枚あたりのスワップポイントは 4円です。（付与日数は 1日分で

す。）スワップポイントが有効証拠金に反映されるのは、翌取引日の 5月 1日になります。（証

拠金預託額には決済しない限り反映されませんのでご注意ください。） 
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②決済した損益の出金指示できる日（証拠金預託額に反映する日）を確認する 

  例：2014年 4月 29日にドル円の建玉を利益決済し、その金額を出金指示できる日を確認したい 

→2014年 4月 29日の決済日は 2014年 5月 1日なので、4月 29日に決済した利益（決済損益

予定額を指します。）は 5月 1日の取引開始時間以降に出金指示できるようになります。 

 

設定 

Myページ「お客様情報の確認・変更」 

お客様のご登録情報や Myページパスワードの変更、メールアドレス変更ができます。 

 

 
 

Myページ「お客様情報の確認・変更」を開きます。登録情報の変更は、各登録内容の右側にある「変

更する」から行えます。登録情報を変更すると、ご利用中の全てのサービスのご登録情報が変更され

ます。複数の口座をお持ちのお客様は、ご注意ください。 

 

※変更申請中は、手続きが完了するまで「申請中」と表示されます。 

※氏名・住所を変更する場合は、新しい本人確認書類を弊社宛てにご提出ください。  
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設定「パスワード変更」 

取引ツール用パスワードの変更ができます。 

 

 
「設定」・「パスワード変更」を開き、現在の取引ツール用パスワード、新しいパスワード（確認用含

む）を入力し、「実行」をクリックするとパスワードが変更できます。 

新しいパスワードは、確認用を含めた２箇所に必ずご入力ください。（6文字以上 13文字以内） 

 

※Myページ用パスワードとは異なります。 

※取引ツール用パスワードは、リッチクライアント版・スマートフォンアプリなど、直接お取引ツー

ルにログインする際に使用するパスワードです。 
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設定「為替ヒットメール」 

売気配・買気配が指定した価格に達すると、メールでその旨お知らせします。 

 
「設定」・「為替ヒットメール」を開き、第一・第二メールアドレスの「送る」「送らない」を選択、ヒ

ット価格を入力し、「更新」をクリックすると設定できます。 

 

売ヒット価格には、現在値よりも高い価格を入力します。 

買ヒット価格には、現在値よりも安い価格を入力します。 

 

※指定した価格に達し、メールが配信されると設定はクリアされます。 

※第二メールアドレスは、ご登録されていない場合には表示されません。 
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設定「メール配信設定」 

 

 
「設定」・「メール配信設定」を開き、各配信メールごとに、第一・第二メールアドレスそれぞれに「送

る」「送らない」を選択、「更新」をクリックすると設定できます。 

 

① 約定通知 --------------  

 

② 繰越注文不可通知 -----  

③ 取引所受付不可 -------  

 

④ 入金完了通知 ---------  

⑤ 出金指示完了通知 -----  

 

⑥ 証拠金不足通知 -------  

⑦ アラート通知 ---------  

 

 

 

⑧ ロスカット通知 -------  

 

 

⑨ 強制決済通知 ---------  

⑩ メールアドレス変更通知 -  

⑪ トレール開始通知メ－ル -  

⑫ 連続注文失効通知 -----   

注文が成立すると送信されるメール。約定時間・約定価格等の約定内

容をお知らせします。 

取引終了後に注文が取り消される旨をお知らせするメール。 

発注した注文が、注文受付可能幅外（プライスリミットオーバー）な

どで受付られなかった際にお知らせするメール。 

ご入金が取引ツールに反映されると送られるメール。 

出金指示が正常に受付けられた際にお知らせするメール。 

※お客様の銀行口座への入金完了ではありません。 

取引終了後、「証拠金不足」が確定した際にお知らせするメール。 

有効比率の低下を警告するメール。有効比率がアラート基準以下とな

ると送信されます。 

※急激な相場変動時には、アラートメールが通知されることなくロス

カットになる場合もありますのでご注意ください。 

ロスカットされた際にお知らせするメール。有効比率がロスカット基

準以下になり、すべての建玉が強制決済（ロスカット）された際に送

られます。 

証拠金不足により強制決済された際にお知らせするメール。 

メールアドレスを変更された際にお知らせするメール。 

トレールが発動した際にお知らせするメール。 

注文中の連続注文の親注文が失効となった場合等、連続注文として発

注している子注文が取り消された際にお知らせするメール。 
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設定「メール配信設定」為替ニュースメール設定 

トレードツールに配信されるニュースを、ご登録メールアドレスでご覧いただけます。 

「設定」・「メール配信設定」・「為替ニュースメール設定」」を開き、第一・第二メールアドレスそれぞ

れに「送る」「送らない」を選択、「更新」をクリックすると設定できます。 

 

※平均、数分に 1回程度ニュースメールが配信されます。 

※第二メールアドレスは、ご登録されていない場合には表示されません。  
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ヘルプ 

弊社ホームページや Myページの各ページにリンクします。 

 
 

 

 

      
 

 

     
※Myページにログインしている状態で「FAQ」や「お問合せ」をクリックすると、既に開いている

Myページの画面が切り替わるため、見た目には画面が切り替わっていないように見えることがありま

す。 

 

・その他のマーケット情報 ※下記をブックマークしてご利用ください。 

ディーラーズ・バトル 24はこちら 

為替相場予報はこちら  

ホームページ 

（ホームページ「くりっく 365トップ」） 

FAQ 

（Myページ「よくあるご質問」） 

操作マニュアル 

（くりっく 365ツール紹介/操作マニュア

 

お問合せ 

（Myページ「サポートに問い合わせる」） 

http://www.invast.jp/blog/battle/
http://www.triauto.jp/marketblog/
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リッチクライアントダウンロード 

高機能ツール・リッチクライアント版のご利用方法です。リッチクライアント版は、お客様のパソコ

ンにダウンロードしてご利用 

 

ダウンロード・インストール方法 

 

「リッチクライアントダウンロード」・「ダウンロード」・「リッチクライアントダウンロード」より、

ダウンロードが開始されます。画面の指示に従いダウンロード・インストールしてください。 
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ログイン方法 

リッチクライアントのログイン方法は 2通りあります。下記いずれかの方法でログインしてください。 

 

・デスクトップアイコンからログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お取引ツール用ログイン ID・パスワードを入力。Myページ用とは異なりますのでご注意ください。 

 

 

 

・くりっく 365お取引画面からログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ID・パスワードの入力は必要ありません。 

  

デスクトッ
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注文手法の説明 

指値とは 

売買注文を出すときに「いくら以下なら買いたい、いくら以上なら売りたい」というように価格を指

定する注文です。 

買い注文の例 

現在米ドル/円の価格が 90円。 

「今の価格よりも割安な 89 円以下に

なったら買いたい」と考えた場合。 

通常、買い指値注文は、提示されている価格より低い価格で発注します。 

売り注文の例 

現在米ドル/円の価格が 89円。 

「今の価格より割高な 90 円以上で売

りたい」と考えた場合 

通常、売り指値注文は、提示されている価格よりも高い価格で発注します。 
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トリガとは

売買注文を出すときに指値注文とは逆に「いくら以上なら買いたい、いくら以下なら売りたい」とい

うように価格を指定する注文です。逆指値注文とも呼ばれます。

買い注文の例 

現在米ドル/円の価格が 89円。 

「90円以上になったら買いたい」と考

えた場合 

買いトリガ注文は、提示されている価格よりも高い価格で発注します。 

売り注文の例 

現在米ドル/円の価格が 90円。 

「89円以下になったら売りたい」と考

えた場合 

売りトリガ注文は、提示されている価格よりも安い価格で発注します。 
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OCO注文とは 

2 つの注文を同時に発注し、どちらか一方が約定すると自動的にもう一方の注文が取り消される注文

です。 

買い注文の例 

現在米ドル/円の価格が 90円。 

「売り建玉の決済注文として、89円以

下になったら買い決済したいが、91円

以上に上昇した場合も決済したい」と

考えた場合 

買い注文では指値の価格に提示されている価格よりも低い価格を、トリガの価格に高い価格

で発注します。 

売り注文の例 

現在米ドル/円の価格が 90円。 

「買い建玉の決済注文として、91円以

上になったら売り決済したいが、89円

以下に下がった場合も決済したい」と

考えた場合 

売り注文では指値の価格に提示されているよりも高い価格を、トリガの価格に低い価格で発注します。 
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【商号/登録番号】 

インヴァスト証券株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-21

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 26号

【加入協会】

一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本証券業協会

   （2019 年10 月） 
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