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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。 

 

  



4 

 

FX24概要 

動作環境：動作環境については、こちらよりご確認ください。 

  

http://www.invast.jp/fx24/service/manual/
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FX24アプリ機能一覧 

○：アプリで利用可能、×：アプリで利用不可 

ログイン・ログアウト 
ID、パスワードの記憶 ○ 

ログアウト時の画面を起動時に表示 × 

注文 

注文手法・機能 

クイック注文 ※決済注文同時発注は不可 ○ 

単一注文（成行・指値・逆指値）、ストリーミング、

OCO、If Done、If Done OCO 
○ 

トレール機能 ※FX24の注文機能として利用不可 × 

決済注文 
建玉の指定決済、成行決済、一括決済 ○ 

全決済 × 

注文期限 当日、週末、無期限、日時指定 ○ 

注文訂正 変更、取消 ○ 

注文設定・機能 

FIFO／両建て設定（クイック注文のみ） ○ 

通貨ペア設定 ○ 

注文数量設定 ○ 

レバレッジコースの初期設定 × 

チャート 

対象チャート Bid（売値）、Ask（買値） ○ 

足種別 
ティック、分足（1分・5分・30分）、時間足（1時

間）、日足、週足、月足 
○ 

テクニカル指標① 

移動平均線、EMA、ボリンジャーバンド、一目均衡

表、パラボリックSAR、エンベロープ、平均足、新

値足 

○ 

テクニカル指標② 
MACD、RSI、RCI、ストキャスティクス、乖離率、

DMI 
○ 

チャート設定・機能 

表示画面タイプ設定、テクニカル指標保存・読込、

パラメーター変更 
○ 

色変更 × 

価格表示 現在値、始値、終値、高値、安値 ○ 

プライス表示 
Bid（売値）、Ask（買値）、始値（Bid）、終値（Bid）、高値（Bid）、安値

（Ask）、レンジ差（高値-安値）、前日比（終値-Bid）、スプレッド（Ask-Bid） 
○ 

入出金 
即時入金、出金指示 × 

入出金履歴（過去4ヶ月以内） ○ 

取引履歴の照会 

建玉照会、ポジション照会、ポジション照会、注文照会（過去4ヶ月以内）、

約定照会（過去4ヶ月以内）、証拠金状況照会、証拠金額一覧 
○ 

スワップ履歴、帳票（報告書）の閲覧 × 

その他設定 

価格アラート設定（アプリ起動時のみ） ※メール通知不可 ○ 

レート自動更新間隔設定（更新なし・1秒・3秒・5秒・10秒・30秒・60秒） ○ 

メールアドレス変更、パスワード変更、メール通知設定、ご登録情報の確認・変更  × 
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ダウンロード・ログイン方法 

ダウンロード方法（無料） 

  

App Store または Playストアをタップします。 

 

 

検索ボックスに「FX24」（または「インヴァスト証券」）と入力・検索すると詳細ページに遷移しま

すので、インストールを行ってください。 

※iPhone アプリをインストールする際は、AppleID のパスワードを入力する必要があります。パスワ

ードが分からない方は、アップル社までお問い合わせください。（関連：Apple ID サポート パスワ

ード） 

 

iTunesからダウンロードする場合はこちら 

Google Playからダウンロードする場合はこちら 

 

 

インストールが完了すると、ホーム画面にアイコンが表示されます。 

タップするとログイン画面が表示されます。ログイン方法は、次ページをご覧ください。 

https://www.apple.com/jp/support/appleid/password/
https://www.apple.com/jp/support/appleid/password/
https://itunes.apple.com/jp/app/fx24/id468043822?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mobileit.invastFX24
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ログイン方法 

 

 

ホーム画面の「INV@ST」アイコンをタップします。 

 

 

FX24 アプリが起動します。 

「ログイン」をタップし、お取引ツール用 ID・パスワードを入力し、ログインします。ID・パスワー

ド入力時に、「ログイン IDを保存」「パスワードを保存」をそれぞれ選択しておくと、次回より ID・

パスワードを入力せずにログインすることができます。 

 

★Myページ用 ID・パスワードでは、ログインできません。 

★お取引ツール用 ID・パスワードは、My ページ「お客様情報の確認・変更」ログイン情報より、ご

取得ください。 

 

 

 

 

  

ご注意事項 

・ 初回ログイン時は利用規約画面が表示され、同意確認が必要です。（同意しないボタンをタップすると、未

ログイン状態としてログイン画面に戻ります。） 

・ 最新 OS は動作検証が完了するまでアプリが起動いたしませんので、ご注意ください。アップグレードを行

う前に本アプリの対応 OS を必ずご確認ください。 
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メインメニュー 

メインメニュー「レート一覧」 

FX24 アプリ起動時に表示される画面です。気配値や 4 本値等を確認できます。表示は、6 通貨ペア・

4 通貨ペア・2 通貨ペアの 3 表示切り替えが可能です。レートは自動更新ですが、更新ボタンを押し

て最新のレートを表示することもできます。 

※本画面は、ログイン前でも閲覧できます。 

 

↓6 通貨ペア表示    ↓4 通貨ペア表示   ↓2 通貨ペア表示 

 

 

タップすると表示画面、表示順を設定できます。 

レートを手動で更新します。 

レートを更新した時間を表示します。 

ログイン前 ······ 5 秒更新で固定されます。 

ログイン後 ······ 自動更新なし/1秒/3秒/5秒/10秒/30秒/60秒から設

定できます。初期設定は、1 秒更新です。 

通貨ペアを表示します。 

Bid（売値）を表示します。 

Ask（買値）を表示します。 

Ｈ：日の高値（Bid）を表示します。 

Ｌ：日の安値（Ask）を表示します。 

差：レンジ（高値－安値）を表示します。※ 

Ｃ：前日比（前日終値[Bid]－Bid）を表示します。※ 

※「差」と「C」は、2 通貨ペア表示時のみ 

 

  

※ログイン後 

取引したい通貨ペアを

タップすると、新規注文

画面に遷移します。 

（同時に、注文共通設定

の通貨ペアとして設定

保存されます。） 

 

① 表示設定ボタン -------  

② 更新ボタン ------------  

③ 更新時間 --------------  

 

 

 

④ 通貨ペア ------------  

⑤ Bid --------------------  

⑥ Ask --------------------  

⑦ レート情報エリア -----  

縦
ス
ラ
イ
ド 



9 

 

レート表示設定 

 

 

Ⓐ表示切替え 

レート一覧「設定」・「2 通貨」「4 通貨」「6 通貨」から表示したい通貨ペア数を選択し、「戻る」

をタップすると設定できます。 

 

Ⓑ表示順の設定 

レート一覧「設定」・「通貨ペア 表示順」をタップし、「≡」

を押したまま指を上下に動かすと、順序が入れ替わります。

「決定」をタップすると設定内容が保存され、前画面「戻る」

をタップすると設定できます。 
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メインメニュー「クイック注文」 

  

注文共通設定およびクイック注文の設定を行います。 

レートを手動で更新します。 

レートを更新した時間を表示します。 

タップした時点のレートでストリーミング注文を発注します。

レートは Bid（売値）または Ask（買値）を表示します。 

クイック注文を行う通貨ペアを表示します。 

Bid（売値）と Ask（買値）の差を表示します。 

Ｈ：当日の高値（Bid）を表示します。 

Ｌ：当日の安値（Ask）を表示します。 

差：レンジ（高値－安値）を表示します。 

Ｃ：前日比（前日終値[Bid]－Bid）を表示します。 

建玉数量：保有している建玉の数 

平均約定価格：建玉ごとの平均約定価格 

評価損益（pips換算）：建玉の損益（円換算および pips換算） 

タップした時点で、一方の建玉を成行で一括決済します。 

タップした時点で、両建玉を成行で一括決済します。 

タップして取引数量を入力します。 

「ON」にすると、一括決済および両一括決済を行えます。 

 

※クイック注文画面の各発注ボタンは、注文確認画面は表示せず、即座に発注します。 

※「一括決済」「両一括決済」は、一括決済及び両一括決済を有効を「ON」にする必要があります。 

初回ログイン時、クイック注文画面を表示す

ると、「クイック注文・FIFO注文利用同意」

が表示されます。「同意する」をタップする

とクイック注文で発注できるようになりま

す。 

 

① 注文設定ボタン --------------  

② 更新ボタン ------------------  

③ 更新時間 ---------------------  

④ 発注ボタン（売／買注文） --  

 

⑤ 通貨ペア ---------------------  

⑥ スプレッド ------------------  

⑦ レート情報エリア -----------  

 

 

 

⑧ 建玉状況 ---------------------  

 

 

⑨ 一括決済ボタン --------------  

⑩ 両一括決済ボタン -----------  

⑪ 取引数量入力欄 --------------  

⑫ 一括決済および両一括決済を有効 ----  

http://www.invast.jp/information/2014/06/27-2575.html
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注文共通設定／クイック注文設定 

 

注文共通設定 全注文共通設定です。通貨ペアごとの設定はできません。 

発注する通貨ペアを選択します。 

取引数量（初期値）を設定します。 

設定内容を保存して、前画面に戻ります。 

クイック注文設定 クイック注文のみ有効な注文設定です。 

「FIFO」は先入先出法で、反対売買を行うと決

済注文になります。「両建て」はすべて新規注文

で発注になります。 

一括決済および両一括決済の発注を常に有効に

します。 

「同意する」にすると、クイック注文を発注でき

ます。「同意しない」にすると、クイック注文は

発注できません。  

⑯ 決済順序 ----------------------------------  

 

 

⑰ 一括決済及び両一括決済を有効（初期値）  -----  

 

⑱ クイック注文・FIFO注文利用同意 -------  

⑬ 通貨ペア ----------------------------------  

⑭ 取引数量（初期値） ----------------------  

⑮ 戻るボタン -------------------------------  

ご注意事項 

取引数量を入力した後、注文共通設定／クイック注文設定ボタンをタップすると、通貨ペア・取引数量などの注

文内容が更新されます。発注の際は、必ず注文内容に誤りがないかご確認のうえ行ってください。 
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メインメニュー「チャート」 

 

① チャート設定ボタン --  

② 更新ボタン ----------  

③ 注文ボタン ----------  

④ 保存/読込ボタン -----  

⑤ チャートエリア ------  

 

 

 

⑥ テクニカルエリア ----  

⑦ 現在値ラベル --------  

⑧ 価格ラベル ----------  

 

⑨ 日時ラベル ----------  

 

⑩ レート情報エリア ----   

  

チャートおよびテクニカル指標の設定を行います。 

データを手動で更新します。 

チャートで表示している通貨ペアの新規注文画面を表示します。 

チャート設定で行った設定を保存・読込できます。 

足種別（ティック、分足、時間足、日足、週足、月足）やトレンド系の

テクニカル指標を表示します。ティックはラインチャートを表示し、テ

ィック以外はローソク足を表示します。 

オシレータ系のテクニカル指標を表示します。 

現在値をラベル表示します。 

タップすると、価格をラベル表示します。（2 回タップすると、非表示に

なります。） 

タップすると日時をラベル表示します。（2 回タップすると、非表示にな

ります。） 

現：現在値を表示します。 

始：当日の始値（Bid）を表示します。 

終：前日の終値（Bid）を表示します。 

Ｈ：当日の高値（Bid）を表示します。 

Ｌ：当日の安値（Ask）を表示します。 

本体を横向きにすると横画面表示になり、ワイドにチャートを

見ることができます。（画面の自動回転をオフにしているとワイ

ドチャートになりません。） 

チャートエリア 

テクニカルエリア 

レート情報エリア 
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チャート設定（通貨ペア・足種・テクニカル指標） 

通貨ペア・足種の変更 

 

「設定」より、「通貨ペア」「足種別」「対象レート」を設定できます。 

 

テクニカル指標の追加・変更 

 

1. 「設定」より、チャートとテクニカル数の組み合わせを選択します。 

2. 「チャートエリア」「テクニカルエリア」の各タブごとに、表示したいテクニカルとパラメータ

ーを選択エリアに合わせ、「決定」をタップすると設定が完了します。 

 

通貨ペア・種別 
通貨ペア、足種別（※）、Bid／Askの選択 

※ティック・1 分足・5 分足・30 分足・1 時間足・日足・週足・月足 

チャートエリア 

チャートエリアに表示するテクニカル指標とパラメータの選択 

※移動平均線・EMA・ボリンジャーバンド・一目均衡表・パラボリック SAR・エンベロープ・

平均足・新値足 

テクニカルエリア 

1～3 

テクニカルエリアに表示するテクニカル指標とパラメータの選択 

※MACD・RSI・RCI・ストキャスティクス・乖離率・DMI 

※最大３つまで表示可能 

選択エリアに合わせます。 

選択エリアに合わせます。 
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メインメニュー「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。 

 

① 検索 ---------------  

② ニュースエリア ---  

 

 

③ 前へ ---------------  

④ 次へ ---------------  

⑤ 戻るボタン --------  

 

ニュースの検索 

※iPhone と Androidで検索画面の形式が異なります。 

 

・iPhone 

「検索」をタップし、「日付（From）」「日付（To）」各タブごとに切り

替えて、検索したい年月日を選択エリアに合わせ、「決定」をタップすると

設定できます。 

・Android 

「検索」をタップし、「日付（From）」「日付（To）」それぞれタップし、

検索したい年月日を選択し、「決定」をタップすると設定できます。  

ニュースを日付検索できます。（From／Toを指定します。） 

検索期間内のニュースタイトルの一覧を表示します。タイトルをタップ

すると、本文に遷移します。 

※タイトルのみのニュースもあります。 

新しい日付のニュースを表示します。 

古い日付のニュースを表示します。 

ニュースエリアに戻ります。 

 

縦
ス
ラ
イ
ド 

検索結果やページ数が多いときなどページを 

速くご覧になりたい場合は、スクロールがより 

早く行える「高速スライダー」が便利です。 

少し溜めるように長押ししてから一気にスク 

ロールすると、高速スライダーが表示されます。 
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メインメニュー「ホーム」 

注文・取引履歴の確認、クイック注文以外の新規・決済注文の発注、その他情報や設定などを使うこ

とができます。 

 

◆照会 

「建玉照会」「ポジション照会」「注文照会」「約定照会」「証拠金状況照会」「入出金履歴」「証拠金額

一覧」を確認できます。 

 

◆注文 

「新規注文」「個別決済」「複数選択決済」「注文変更取消」が行えます。 

 

◆情報・設定 

「お知らせ」「ホームページ」「FAQ」「お問い合わせ」「各種設定」を確認できます。 

※「ホームページ」「FAQ」「お問い合わせ」は、アプリを中断し、Webブラウザで開きます。 

※「ホームページ」「FAQ」「お問い合わせ」「各種設定」は、ログイン前でも確認・設定できます。 
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新規注文 

新規注文「クイック注文」 

ログイン後、「クイック注文」をタップします。通貨ペアの変更や決済順序（FIFO・両建て設定）など

は、注文共通設定／クイック注文設定で行ってください。 

※ログインが必要です。 

 

 

① 取引数量を指定します。 

② ON にします。 

③ 発注ボタン（売注文）をタップすると、「売注文」を発注します。 

④ 発注ボタン（買注文）をタップすると、「買注文」を発注します。 

※レバレッジは、個人：25 倍コース、法人：高レバコース固定です。

変更できません。 

 

発注（タップして手を離した）時点の価格と、その注文を当社で受注（当社

サーバに注文が到着）した時点の価格が、（１）同価格またはお客様にとっ

て有利な価格の場合は、発注時点の表示価格で約定します。（２）不利な価

格の場合は、約定いたしません。 

 

 

約定すると、建玉状況

が点灯し、建玉状況に

反映されます。 

 

 

約定しない場合は、ポ

ップアップウィンドウ

でお知らせし、注文取

消（失効）されます。

  

通貨ペアの変更等はこちらから 

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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新規注文の表示方法（クイック注文を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

「ホーム」・「新規注文」より、「単一」「ストリーミング」「OCO」「If Done」「If Done OCO」を行え

ます。（レート情報をタップしても、新規注文画面を表示できます。） 

初期画面は「単一」を表示します。他の注文手法に変えるには、通貨ペアや注文手法を選択してくだ

さい。 
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新規注文「単一」－成行・指値・逆指値 

「ホーム」・「新規注文」をタップします。 

 

 

① 通貨ペアを選択します。 

② 単一を選択します。 

③ 売買を選択します。 

④ 成行・指値・逆指値を選択します。 

⑤ 指値または逆指値を入力します。 

［買］指値 ：Bid（売値）よりも高い価格 

逆指値：Bid（売値）よりも安い価格 

［売］指値 ：Ask（買値）よりも安い価格 

逆指値：Ask（買値）よりも高い価格 

⑥ レバレッジを選択します。 

⑦ 取引数量を入力します。 

⑧ 注文期限を選択します。 

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（1 分単位） 

⑨ 「確認」をタップし、注文確認画面に進みます。 

⑩ 「注文実行」をタップすると、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。 

※「キャンセル」をタップすると、注文実行せず前画面に戻ります。 

⑪ 取引番号を表示します。 

⑫ 注文照会に進みます。 

⑬ 「再発注」をタップすると、新規注文画面を表示します。 

⑭ 「ホーム」を表示します。 

 

※通貨ペア、取引数量は、注文共通設定で初期設定が可能です。 

 

  

注文共通設定 
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・指値注文と逆指値注文 注意点について 

 

「指値注文」「逆指値注文」どちらも価格を指定し、発注する注文手法となります。 

現在値に対して発注したい価格によって、「指値注文」と「逆指値注文」を使い分けてください。 

 

 

＜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」 

 

        ・逆指値注文 

         「逆指値価格以上で買う、逆指値価格以下で売る」 

 

 

＜指値注文と逆指値注文の指定価格イメージ＞ 

[ 買逆指値 ] 

102.51 以上の価格 

[ 売指値 ]  

102.51 以上の価格 

[ 買指値 ] 

102.49 以下の価格 

[ 売逆指値 ] 

102.49 以下の価格 

 

 

※【FX24】の「指値注文」「逆指値注文」は、現在値と同値で発注することはできません。1pip 以上

乖離した価格を設定してください。 

 

 

 

  

現在値 102.50 
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新規注文「ストリーミング」 

「ホーム」・「新規注文」より新規注文画面を開き、注文手法「ストリーミング」を選択します。 

 

 

① 通貨ペアを選択します。 

② ストリーミングを選択します。 

③ レバレッジコースを選択します。 

初期は、個人：25 倍コース、法人：高レバコースを表示します。 

④ 取引数量を指定します。 

⑤ 注文許可を ON にします。 

⑥ 発注ボタン（売）をタップすると、「売注文」を発注します。 

⑦ 発注ボタン（買）をタップすると、「買注文」を発注します。 

 

発注（タップして手を離した）時点の価格と、その注文を当社で受注（当社

サーバに注文が到着）した時点の価格が、（１）同価格またはお客様にとっ

て有利な価格の場合は、発注時点の表示価格で約定します。（２）不利な価

格の場合は、約定いたしません。 

約定の有無は必ず「注文照会」または「約定照会」をご確認くださ

い。 

 

⑧ 取引番号を表示します。 

⑨ 注文照会に進みます。 

⑩ 「再発注」をタップすると、新規注文画面を表示します。 

⑪ 「ホーム」を表示します。 

 

 

 

 

 

※注文照会では、「約定済」「取消済」の注文を検索ください。 

※通貨ペア、取引数量、注文許可は、注文共通設定で初期設定が可能です。 

 

  

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。 

注文共通設定 
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新規注文「OCO」 

「ホーム」・「新規注文」より新規注文画面を開き、注文手法「OCO」を選択します。 

① 通貨ペアを選択します。 

② OCOを選択します。 

③ レバレッジを選択します。 

 

↓OCO1を指定します。 

④ 売買を選択します。 

⑤ 指値・逆指値を選択します。（成行は行えません。） 

⑥ 指値または逆指値価格を指定します。 

⑦ 取引数量を指定します。 

⑧ 注文期限を指定します。 

 

↓OCO2を指定します。 

⑨ 売買を選択します。 

⑩ 指値・逆指値を選択します。 

⑪ 指値または逆指値価格を指定します。 

⑫ OCO1 で指定した取引枚数が指定されます。 

（変更できません。） 

⑬ OCO1 で指定した注文期限が指定されます。 

（変更できません。） 

⑭ 「確認」をタップし、注文確認画面に進みます。 

 

 

 

 

⑮ 「注文実行」をタップすると、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。 

⑯ OCO1／OCO2 の注文内容を切り替えます。 
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新規注文「If Done」 

「ホーム」・「新規注文」より新規注文画面を開き、注文手法「If Done」を選択します。

① 通貨ペアを選択します。 

② 「If Done」を選択します。 

 

↓If注文（新規）を指定します。 

③ 売買を選択します。 

④ 指値または逆指値を選択します。（成行は行えません。） 

⑤ 指値または逆指値価格を指定します。 

⑥ レバレッジを選択します。 

⑦ 取引数量を指定します。 

⑧ 注文期限を指定します。 

 

↓Done注文（決済）を指定します。 

⑨ 自動的に、If注文で指定した執行条件の反対売買が指定されます。 

 （変更できません。） 

⑩ 指値または逆指値を選択します。 

⑪ 指値または逆指値価格を指定します。 

⑫ 決済枚数を指定します。 

⑬ 注文期限を指定します。 

⑭ 「確認」をタップし、注文確認画面に進みます。 

 

 

 

 

 

⑮ 注文実行」をタップすると、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。 

⑯ If／Done の注文内容を切り替えます。 
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新規注文「If Done OCO」 

「ホーム」・「新規注文」より新規注文画面を開き、注文手法「If Done OCO」を選択します。

① 通貨ペアを選択します。 

② 「If Done」を選択します。 

 

↓If注文（新規）を指定します。 

③ 売買を選択します。 

④ 指値または逆指値を選択します。（成行は行えません。） 

⑤ 指値または逆指値価格を指定します。 

⑥ レバレッジを選択します。 

⑦ 取引数量を指定します。 

⑧ 注文期限を指定します。 

 

↓DoneOCO1（決済）を指定します。 

⑨ 自動的に、If注文で指定した執行条件の反対売買が指定されます。 

 （変更できません。） 

⑩ 指値が指定されます。 

⑪ 指値価格を指定します。 

⑫ 決済枚数を指定します。 

⑬ 注文期限を指定します。 

 

↓DoneOCO2（決済）を指定します。 

⑭ 自動的に、If注文で指定した執行条件の反対売買が指定されます。 

 （変更できません。） 

⑮ 逆指値が指定されます。 

⑯ 逆指値価格を指定します。 

⑰ 自動的に、DoneOCO2 で指定した決済枚数が指定されます。 

（変更できません） 

⑱ 自動的に、DoneOCO2 で指定した注文期限が指定されます。 

（変更できません） 

⑲ 「確認」をタップし、注文確認画面に進みます。 
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⑳ 注文実行」をタップすると、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。 

○21  If／DoneOCO1／DoneOCO2 の注文内容

を切り替えます。 

 

  

○21  ○21  
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決済注文 

クイック注文にて「先入先出法」「一括決済」「両一括決済」を行うか、または、「ホーム」・「個別決済」

「複数選択決済」より建玉を指定して決済することができます。 

※ログインが必要です。 

 

クイック注文 

FIFO 

（先入先出
さきいれさきだし

法
ほう

） 

クイック注文（FIFO設定時）にて行える決済方法です。 

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ことができ

ます。FIFO設定についてはこちら 

一括決済 
クイック注文にて行える決済方法です。 

同通貨ペアの「片側の建玉」のみを一括で決済することができます。 

両一括決済 
クイック注文にて行える決済方法です。 

同通貨ペアを一括で決済することができます。 

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。 

複数選択決済 
保有している通貨ペアの「売建玉」「買建玉」ごとに、複数の建玉をまと

めて決済することができます。 

全決済 ※本アプリでは、全決済注文は行えません。 
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決済注文「クイック注文」先入先出 

 

 

1. 「クイック注文」をタップし、「設定」よりクイック注文設定で「FIFO」に設定します。 

2. 「取引数量」を確認のうえ、保有している建玉と反対の注文側の発注ボタンをタップすると、決

済注文が発注します。 

※注文数量が建玉数量以上の場合、残りは新規注文となります。 

FIFO 注文により一部決済を行った場合、当該建玉に事前に発注されていた指値または逆指値の決済

注文（複合注文を含む）は、自動的にキャンセルされます。 

※約定すると、建玉状況が点灯し、建玉状況に反映されます。 

※約定しない場合は、ポップアップウィンドウでお知らせし、注文取消（失効）されます。 

 

 

  

取引数量を確認 

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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決済注文「クイック注文」一括決済・両一括決済 

 

↓一括決済                 ↓両一括決済 

  

1. 「クイック注文」をタップし、「一括決済および両一括決済を有効」を ON にします。 

2. 「取引数量」を確認のうえ、「一括決済」または「両一括決済」をタップすると、決済注文が発

注します。 

※成行注文で発注されます。 

※当該建玉に事前に発注されていた決済注文は、自動的にキャンセルされます。 

※約定すると、建玉状況が点灯し、建玉状況に反映されます。 

 

  

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。 

取引数量を確認 取引数量を確認 
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決済注文「個別決済」 

 

1. 「ホーム」・「個別決済」（または、「照会」・「建玉照会」）より、建玉照会画面を開きます。 

2. 決済したい建玉をタップすると、サブメニューを表示します。 

3. 「成行決済」または「決済注文」をタップすると、決済注文画面に遷移します。 

「成行決済」をタップした場合は、「成行決済実行」をタップした時点で決済されます。 

「決済注文」をタップした場合は、決済注文画面に進みます。注文方法は、新規注文の注文方法

をご参照ください。（決済時の注文手法は、単一、OCO、ストリーミングから選択できます。） 

 

決済ボタンが押せない時 

未発注残 0 の建玉は選択（タップ）できません。 

決済ボタンが押せない時は、すでに決済注文が

発注されていますので、「ホーム」・「注文照会」

より未約定注文を確認のうえ、変更・取消を行

ってください。 

なお、注文照会の初期表示は、過去 1 ヶ月の未

約定注文を表示し、1 ヶ月超の注文は表示され

ないため、未約定注文が発注されていないよう

に見えることがあります。注文照会画面で該当

の注文が見当たらない時は、「検索」から注文日

を指定して探してください。  

縦
ス
ラ
イ
ド 
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決済注文「複数選択決済」 

 

1. 「ホーム」・「複数選択決済」（または、「照会」・「ポジション照会」）より、ポジション照会画面を

開きます。 

2. 決済したい通貨ペア（売買別）をタップすると、サブメニューを表示します。 

3. 「決済注文」をタップすると、決済建玉の選択画面に遷移します。 

4. 決済したい建玉をタップ（選択すると点灯します）し、「決済注文」をタップすると、決済注文画

面に遷移します。注文方法は、新規注文の注文方法をご参照ください。（決済時の注文手法は、単

一、OCO、ストリーミングから選択できます。） 

※決済数量には、選択した建玉の合計数量が自動的に入力されます。（変更できません。） 

 

建玉を選択できない（点灯しない）時 

未発注残 0 の建玉は選択（タップ）できません。 

決済ボタンが押せない時は、すでに決済注文が発注されていますので、

「ホーム」・「注文照会」より未約定注文を確認のうえ、変更・取消を行

ってください。 

 

なお、注文照会では過去の未約定注文が表示されます。 

注文照会画面で該当の注文が見当たらない時は、「検索」から注文日を

指定して探してください。 
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注文変更・取消 

未約定注文や待機中の注文の変更・取消が行えます。 

※ログインが必要です。 

 

1. 「ホーム」・「注文変更・取消」（または、「ホーム」・「注文照会」）より、注文照会画面を開きます。 

2. 変更・削除したい注文をタップすると、サブメニューを表示します。該当の注文が見たらない場

合は「検索」より探します。（関連：注文照会「各注文の検索について」） 

3. 「注文変更」または「注文取消」から注文の変更・取消が行えます。 

※成行注文、ストリーミング注文は変更・取消出来ません。 

 

注文変更画面 

↓新規注文   ↓決済注文 

変更できる項目 

 新規注文 ----価格・レバレッジ・期限 

 決済注文 ----価格・期限 

 

変更したい箇所を入力し、「確認」をタップしてください。 

※同時変更可能です。 

  

未約定注文を表示。 

注文・待機中の注文はここで探します。 



31 

照会 

「ホーム」・「照会」より、「建玉照会」「ポジション照会」「注文照会」「約定照会」「証拠金状況照会」

「入出金履歴」「証拠金額一覧」を確認できます。 

※ログインが必要です。 

 

 

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。 

 

「ホーム」・「約定照会」を開きます。建玉をタップすると詳細を表示します。建玉照会から、個別決

済を行うことも可能です。  
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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。 

 

「照会」・「ポジション照会」を開きます。建玉をタップすると詳細を表示します。ポジション照会か

ら、複数選択決済を行うことも可能です。 
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照会「注文照会」 

注文履歴を確認できます。 

※本アプリから取得できる注文履歴は、注文状況が「有効」または「待機中」の注文は全履歴、その

他は過去 4 ヶ月分です。それ以前のデータは、ブラウザ版（パソコン）よりご確認ください。 

 

「ホーム」・「注文照会」を開きます。注文をタップすると詳細を表示します。注文照会から注文変更・

取消を行うことも可能です。 

 

各注文の検索について 

注文照会画面では未約定注文を表示します。 

注文照会画面の「検索」から注文履歴を 

検索することもできます。 

 

・Done注文やストリーミング注文 

2 次注文（Done 注文や DoneOCO注文）は注文

状況を「待機中」に、ストリーミング注文は「全

て」または「約定済」にして検索ください。 

 

・土日等に発注した注文 

取引時間外（土日など）に行った注文は、注文日を翌取引日にして検索ください。 

照会「約定照会」 

注文が約定した履歴を確認できます。 

※本アプリから取得できる約定履歴は、過去 4 ヶ月分です。それ以前のデータは、ブラウザ版（パソ

コン）よりご確認ください。 

未約定注文を表示。 

「検索」から注文履歴を検索することもできます。 
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「ホーム」・「約定照会」を開きます。注文をタップすると詳細を表示します。 

 

  

過去 2 週間の約定履歴を表示。 

その他の注文は、検索から探してください。 
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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。 

 

「ホーム」・「証拠金状況照会」を開きます。最新の状況を確認するには、更新ボタンを押してくだ

さい。 

 

Ⓐ 有効証拠金額 証拠金預託額と評価損益の合計金額。 

Ⓑ 証拠金預託額 お客様が当社に預けられている証拠金残高。 

Ⓒ 出金予定額  お客様の出金先銀行口座へ振り込まれる予定の金額。 

Ⓓ 出金指示額 お客様が出金指示された金額。 

Ⓔ 評価損益相当額 現在のレ―トから算出された、建玉に対する損益。 

Ⓕ スワップ付与予定額 確定したスワップポイントが証拠金預託額に反映されるまでの間(日次処理時間

更新ボタン 
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帯)に金額が表示されます。 

Ⓖ 未収手数料 当社ではこの項目は常に 0 円となります。 

☆ 前日証拠金不足額 

個人口座： 

前日取引終了時点で確定した証拠金不足額。午前 2 時までに、当不足金額以上の

入金（出金指示取消含む）または、全建玉の決済により証拠金不足を解消してく

ださい。解消されない場合、午前 2 時以降任意の時間に全建玉が強制決済となり

ます。 

 

法人口座：常に 0 円と表示されます。 

Ⓗ 総必要証拠金額 必要証拠金額と発注証拠金額の合計金額。 

Ⓘ 必要証拠金額 現在保有している建玉を維持するために必要な金額。 

Ⓙ 発注証拠金額 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。 

Ⓚ 発注可能額 新たに新規注文を発注することができる金額。余力金額。 

Ⓛ 実効証拠金額 有効証拠金額から発注証拠金額を差し引いた金額。 

Ⓜ 出金可能額 現在出金指示することができる金額。 

Ⓝ 有効比率① 

Ⓛ実効証拠金額÷Ⓘ必要証拠金額×100 

個人口座：50％以下になるとロスカット（新規未約定注文取消）となります。  

法人口座：100％以下になるとロスカット（新規未約定注文取消）となります。  

Ⓞ 有効比率② 

Ⓐ有効証拠金額÷Ⓘ必要証拠金額×100 

個人口座：50％以下になるとロスカット（強制決済）となります。  

法人口座：100％以下になるとロスカット（強制決済）となります。 

※急激な為替変動時には、アラート通知が送信されることなく、新規未約定注文

取消（ロスカット①）または、強制決済（ロスカット②）になる場合がありま

す。 

Ⓟ アラート基準額 アラート通知が送信される基準となる金額。 

Ⓠ ロスカット基準額 

ロスカットの基準となる金額。 

実行証拠金額 ≦ ロスカット基準額となると、新規未約定注文取消（ロスカット

①）となります。 

有効証拠金額 ≦ ロスカット基準額となると、強制決済（ロスカット②）となり

ます。 
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照会「入出金履歴」 

入出金履歴を確認することができます。 

※本アプリから取得できる入出金履歴は、過去 4 ヶ月分です。それ以前のデータは、ブラウザ版（パ

ソコン）よりご確認ください。 

 

「ホーム」・「入出金履歴」を開き、「検索」をタップして「摘要」「受渡日（From）」「受渡日（To）」

を指定ください。 

 

 為替差損益 ---  

 手数料 --------  

 スワップ ------  

 振込出金 ------  

 振込入金 ------  

 振替出金 ------  

 振替入金 ------  

 その他 --------  

 

  

建玉を決済後、確定した実現損益。 

この項目は常に 0 円です。 

確定したスワップポイント損益。 

出金先金融機関への出金が完了した金額。 

当社にお振込いただいた金額。 

FX24 口座から他サービスへ振り替えた金額。 

他サービスから、FX24 口座に振り替えた金額。 

キャンペーン等のキャッシュバック金額。 

過去 1 週間の入出金履歴を表示。 

1 週間以前の履歴は、検索から探してください。 

縦
ス
ラ
イ
ド 



38 

照会「必要証拠金額一覧」 

 

「ホーム」・「証拠金額一覧」を開きます。レバレッジコースごとの証拠金額一覧（当日分）を確認

できます。 

※初期は、個人：レバレッジ 25 倍コース、法人：高レバコースを表示します。その他のコースは、下

記方法で「検索」ボタンからご確認ください。 

 

レバレッジコースの変更 

※iPhone と Androidで検索画面の形式が異なります。 

 

・iPhone 

「検索」をタップし、表示したいレバレッジを選択エリアに合わせ、

「決定」をタップすると設定できます。 

 

・Android 

「検索」をタップし、表示したいレバレッジコースを選択します。タ

ップした時点で設定内容を保存して、前画面を表示します。 

キャンセルは、android 本体のバックボタンを押下すると設定内容を

保存せず、前画面に戻ります。（機種によって、ボタンデザインや位

置は様々です。）  

個人：レバレッジ 25 倍コース、法人：高レバコースを表示。 

その他のコースは、検索から探してください。 
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情報・設定 

「ホーム」・「情報・設定」より、「お知らせ」「ホームページ」「FAQ」「お問い合わせ」「各種設定」を

確認できます。 

 

 

情報・設定「お知らせ」 

 

「ホーム」・「お知らせ」を開きます。お知らせタイトルをタップすると詳細を表示します。 

※ログインが必要です。  
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情報・設定「ホームページ」「FAQ」「お問い合わせ」 

 

      

 

「ホーム」・「ホームページ」「FAQ」「お問い合わせ」より、当社ホームページ、FAQ、お問い合わせ

の各ページにリンクします。 

※ログイン前でも確認・設定できます。 

※アプリを中断し、Web ブラウザで開きます。 

 

その他のマーケット情報  

ディーラーズ・バトル 24 はこちら 

為替相場予報はこちら 

※ブックマークしてご利用ください。 

  

ホームページ 

（ホームページ総合トップ」） 

FAQ 

（よくあるご質問） 

お問合せ 

（ホームページ「お問い合わせ」） 

http://www.invast.jp/blog/battle/
http://www.triauto.jp/marketblog/


41 

情報・設定「各種設定」価格アラート 

気配値が指定した価格に達すると、指定のサウンド・バイブレーションでお知らせします。 

 

「ホーム」・「各種設定」・「価格アラート」を開き、①～⑧を指定し、⑨「保存」をタップすると、価

格アラートを設定できます。 

※本アプリ起動時のみの機能になります。ログアウトすると、本機能は利用できません。 

※メール通知はございません。 

 

① 設定番号を指定します。最大 5 つまで設定できます。 

② 通貨ペアを指定します。 

③ アラートの有無を設定します。 

有：本機能がオンになります。 

無：設定のみを保存し、本機能はオフのままです。 

④ 売値（買気配値）または買値（売気配値）を指定します。 

⑤ 上限または下限を指定します。 

 上限：⑥で設定した気配値が、指定価格を上回ると、アラートが機能するように設定します。 

 下限：⑥で設定した気配値が、指定価格を下回ると、アラートが機能するように設定します。 

⑥ 価格を指定します。 

⑦ サウンドの有無、タイプを指定します。 

⑧ バイブの有無を指定します。 

⑨ 設定を保存します。 

※指定価格に達し、アラートをお知らせすると、アラート機能はオフになります。 

※自動更新時間毎に価格を監視します。自動更新設定されていない場合、アラートは機能しません。 
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情報・設定「各種設定」共通設定 

レート情報を取得する更新間隔を変更できます。 

 

「ホーム」・「各種設定」・「共通設定」より、更新間隔を設定できます。 

※ログイン前は、設定内容に関わらず 5 秒更新固定です。 
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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安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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逆指値とは 

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。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

買い逆指値注文は、提示されている価格よりも高い価格で発注します。 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

売り逆指値注文は、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安い価格を、逆指値の価格に高い価格

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、逆指値の価格に安い価格で発注します。 
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