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パワートレーダーは、豊富な投資情報とスピーディな注文機能を備えた「リアルタイム・トレーディ
ングツール」です。株式の取引に必要な機能を集約し、高機能かつ使いやすい、プロレベルの投
資環境をご提供します。 さあ、パワートレーダーで新たな投資のステージへ踏み出してみましょう。

※当資料に掲載している画面は実際と異なる場合があります。 また、 サービス内容や画面デザイン等は、 予告なしに変更される

場合があります。



1 基本操作

パワートレーダーの基本機能やメニューバー、

各ウインドウの操作方法についてご説明いたします。

パワートレーダーを上手に活用いただくために、

基本的な操作には慣れておきましょう。



1-1 操作開始／終了

パワートレーダーの利用申込みが終わったら、さっそくログインしてみましょう。
マーケットとダイレクトにつながる、リアルタイム・トレーディングツールの世界をすぐに実感できます。

パワートレーダーの開始

ログイン後トップ画面からの利用開始方法

パワートレーダーの利用申込後、「パワートレーダーお申込み／ログイン」 画面に表示されるログインボタンより利用を開始します。

イージートレードログイン後トップ画面のボタンからも直接アクセスできます。

メニューバーの終了ボタンよりパワートレーダーを終了できます。 ベースウィンドウ （パワートレーダー全体を表示しているウィ

ンドウ） を閉じることでもサービスを終了することができます。

1

３

２

1 ２

４

ログイン後トップ画面のボタンをクリック パワートレーダーログイン画面の
ログインボタンをクリック

メニューバーの「×」をクリックします 確認アラートの「はい」をクリック

起動画面が表示されます パワートレーダーが起動しました

パワートレーダーの終了

サービス時間　平日 7 ： 00 ～ 26 ： 00 （翌午前 2 ： 00）
※休日もパワートレーダーのご利用は可能ですが、 サポート対象外とさせていただきます。

起動時にネットワークに関するアラートが表示される場合

   

プロキシサーバ経由でご利用の場合は、初回起

動時にネットワーク接続に関するアラートが表示

されます。この場合は、接続方法の変更が必要と

なりますので、設定メニュー＞設定をクリックし、

設定画面(右図)で「プロキシサーバを利用する」にチェックを入れ、設定メニュー＞再

接続をクリックしてください。なお、パワートレーダーでは直接接続を推奨しており、プロ

キシサーバ経由の接続は動作を保証いたしませんのでご注意ください。

３



1-2 主な機能
取引に必要な機能をコンパクトに集約し、瞬時の判断をサポート。
パワートレーダーはハイレベルな機能と使いやすさで、投資家の要求に応えます。

自動更新について

パワートレーダーは一部の画面を除き、各画

面のデータが自動更新されます。銘柄登録リ

スト画面や銘柄詳細画面などでは自動更新さ

れる際、数値が反転して表示（リバース）され、

更新をわかりやすくお知らせしています。なお、設定メニュー＞設定（右図）にて、リバ

ース表示を停止することも可能です。

●銘柄登録リスト

大 2,000 銘柄を 50 銘柄ずつ 40

シートに分類して、 効率的に銘柄を

管理できます　⇒Ｐ13

●インフォメーションビュー

（約定通知サービス）

注文が約定した場合、 自動的に通知

メッセージを表示します　⇒Ｐ28

●リミットマインダー （株価通知サービス）

株価や騰落率などについて希望条件を設

定し、 条件に達すると通知します　⇒Ｐ26

●指標リスト

日経平均や TOPIX などの各種

指標を確認できます　⇒Ｐ25

●ニュース

マーケット概況や銘柄情報などを随時配

信します　⇒Ｐ21

●事象リスト

ストップ高や新高値更新など、 個

別銘柄のトピックをお知らせします

⇒Ｐ25

●チャート

個別銘柄のチャートを表示できま

す。 チャートの種類や分析ツール

が豊富です　⇒Ｐ18

●銘柄詳細

個別銘柄の株価、 気配、 日中足

チャート、 歩値などを確認できます

⇒Ｐ17

４



1-3 メニューバー
各種設定からお取引まで、さまざまな操作をメニューバーで行います。
事前に各メニューの機能をしっかり覚えておきましょう。

アクティブウインドウを

選択します

②ウィンドウ選択

●情報／注文

銘柄詳細やチャートなどの

情報画面、 また現物株や

信用取引の注文画面をす

ぐに表示できます。 銘柄

コードを指定すると当該銘

柄の画面を表示します

●お取引

パワートレーダーからの売

買注文や残高照会を行うこ

とができます

●ニュース

ニュースを表示します

●タブメニュー

各種指数やマーケット情報、 ランキングなど、

よく使われる画面へのボタンが表示されます

●先物 ・ＯＰ

先物リストやオプション

ビューを表示します

●銘柄登録

銘柄登録リスト画面を表示

します

●マイページ

ベースウインドウに配置す

る各情報ウインドウのレイ

アウトを変更できます。 プ

リセットレイアウトへの変更

のほか、 新規にレイアウト

を作成することも可能です

●ツール

チャートやマーケットティッカー

など情報系ツールを表示します

５

ニュースタイル
銘柄コードでの画面の呼出しや、 よく使われる画面のボタン化など、 操作性が改善されたメニューです。

●受信状態 （情報系）

①

情報サーバとの通信

状態を 4 段階で表

示します

約定通知サーバとの

通信状態を 4 段階

で表示します

パワートレーダーか

らの注文が可能な状

態であるかを表示し

ます

●受信状態 （約定通知系）

●お取引画面への接続状態

接続

ロック 解除切断

①

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
情報サーバへの再接

続やシステム設定の

確認 ・ 変更ができます

③設定

画面に表示する文字

サイズを変更すること

ができます

④文字

株価や騰落率などが

指定条件に達すると、

アイコンが点滅してお

知らせします

⑤リミットマインダー通知インジ　
　 ケータ

⑥インフォメーション通知
　 インジケータ

注文が約定すると、

アイコンが点滅して

お知らせします

⑦ロック

ウインドウレイアウトを

ロックまたは解除します

⑧印刷

全体またはウインド

ウ単位で画面を印刷

できます

⑨ヘルプ

操作方法や表示内

容についてのヘル

プを表示します

⑩終了

パワートレーダーを

終了します



●設定

情報サーバへの再接続やシ

ステム設定の確認 ・ 変更が

できます

●印刷

ベースウインドウ全体また

は個別ウインドウ単位で印

刷することができます

●終了

パワートレーダーを終了します

●ヘルプ

パワートレーダーの操作方法や表示内

容についてのヘルプを確認できます

●文字

画面に表示する文字サイズを変

更することができます

●ロック

ウインドウレイアウトをロッ

クまたは解除します

●受信状態 （情報系）

情報サーバとの通信

状態を 4 段階で表

示します

約定通知サーバとの

通信状態を 4 段階

で表示します

パワートレーダーか

らの注文が可能な状

態であるかを表示し

ます

●受信状態 （約定通知系）

●お取引画面への接続状態

株価や騰落率などが指定条件

に達すると、 アイコンが点滅

してお知らせします

●インフォメーション通知インジケータ

●リミットマインダー通知インジケータ

注文が約定すると、 アイコンが点滅してお

知らせします

ロック

接続

切断

解除

●マイページ

ベースウインドウに配置す

る各情報ウインドウのレイ

アウトを変更できます。 プ

リセットレイアウトへの変更

のほか、 新規にレイアウト

を作成することも可能です

●ウインドウ追加

各情報ウインドウを新たに

追加することができます。

新規レイアウト作成の際

は、 ここからウインドウを追

加して配置します

●お取引

パワートレーダーからの売

買注文や残高照会を行うこ

とができます

●ウインドウ一覧

現在表示されているウイン

ドウの一覧を表示します。

複数の画面が重なった場合

などに背面になった画面を

呼び出すことができます

６

クラシックスタイル
従来よりご利用いただいているパワートレーダーの標準メニューです。



1-4 ウインドウレイアウト
表示するウインドウの種類やレイアウトは自由にカスタマイズできます。
ご自分の投資スタイルに最適なレイアウトを考えてみましょう。

レイアウトの変更（プリセットレイアウトを使う）

「マイページ」のプリセットレイアウトから
 変更したいレイアウトを選択します

レイアウトが変更されました

マイページメニューに初期登録されているプリセットレイアウト （6 パターン） を変更します。

※マーケットビュー 2 に変更した例

※チャート一覧の作成例

プリセット

レイアウト

レイアウトの作成

プリセットレイアウト例

●フルボード

40 銘柄の複数気配を一覧表示します。

数多くの銘柄の注文状態をウォッチしたい場合に便利です。

サンプルページからのダウンロード

●マーケットビュー 2

マーケットの状況をウォッチしながら、 注目の銘柄を探した

い時に適したレイアウトです。

【表示ウインドウ】

銘柄登録リスト

銘柄詳細 （板） ×20

【表示ウインドウ】

銘柄詳細 8

指標リスト

マネービュー

ランキング

ニュース

事象リスト

マーケットティッカー

サンプルページ一覧からレイアウトを
選択し、ダウンロードをクリックします

マイページメニューのサンプルペ
ージ ＞新規作成を選択します

マイページメニューにレイア
ウトが追加されました

オリジナルのレイアウトを新規作成することができます。作成方法はサンプルページのレイアウトを選択してダウンロー

ドする方法とウインドウの表示やレイアウトをすべて自由に設定する方法があります。

新規作成するレイアウトをサンプルページ（5パターン）から選択する方法です。

1 ２

1 ２ ３

※プリセットレイアウトを変更し、 上書き保存または終了した

場合は、 元のレイアウトに戻すことはできません。

７



サンプルページのレイアウト例

●チャート一覧

日中足から月足まで複数のチャートを一覧表示できます。

●マーケットウォッチ

50 銘柄を一覧監視。 指標リストや各情報も配置しています。

【表示ウインドウ】

銘柄登録リスト

チャート ×9

【表示ウインドウ】

銘柄登録リスト

指標リスト

チャート

マネービュー

ランキング ×3

マーケットティッカー

ベースウインドウ上に表示するウインドウの種類やレイアウトを自由に設定し、オリジナルレイアウトを作成する方法です。

※既存レイアウトをベースに、 レイアウトを一部変更して利用することも可能です。

※レイアウトの変更は終了時に自動保存されます。

オリジナルレイアウトの作成

マイページの名前を入力しますマイページメニューの「マイページ
の新規作成」を選択します

ウインドウ追加メニューから自由
にウインドウを追加します

1 ２ ３

複数ウインドウの一括表示

同じウインドウを複数配置する際に一括指定できる便利な機能です。 オリジナルレイアウトの作成時に役立ちます。

表示するウインドウの列と行数を
指定します

複数ウインドウの一括表示が可能
なウインドウを表示し、右クリックメ
ニューから複数表示を選択します

複数ウインドウが追加され
ました

1 ２ ３

※複数ウインドウの一括表示が可能

なウインドウは、 銘柄詳細 1～ 5、

7、8、板、チャート （ミニチャートを含む）

となります。

●各ウインドウの 大表示ウインドウ数

ウィンドウ名称

銘柄詳細 ２１

１

1１

１

１

１

１

１

１

先物リスト

チャート ( ミニチャートを含む )

マネービュー

リミットマインダー

ニュース本文

マーケットティッカー

歩値 （Time＆Sales）

銘柄登録リスト

１

１

１

２

２

３

４

４

指標リスト

オプションビュー

マーケットビュー

ランキング

ニュース

事象リスト

銘柄個別

オプションカルク ・ マトリクス

大表示数 大表示数ウィンドウ名称

８



1-5 右クリックメニュー／ドラッグ＆ドロップ

●売買連携

選択した銘柄の売買注文や残高照会などが素早く行えます。 注文画

面への銘柄情報の受渡しも可能です

パワートレーダーをさらに便利にする2つの機能。
上手に活用してスピーディなウインドウ連携をマスターしましょう。

右クリックメニュー
各ウインドウ上でマウスを右クリックすることで、 関連するさまざまな機能を簡単に呼び出せます。

マウス操作により、 一方のウインドウの情報をもう一方のウインドウへ簡単に移すことができる機能です。

ドラッグ＆ドロップ

銘柄登録リストの右クリックメニュー例

ランキングから銘柄登録リストへの登録1

銘柄登録リストから買い注文へのデータ連携２

●銘柄編集

リストに登録した銘柄のコピーや銘柄の挿入、 削除などが行えます

●銘柄一括登録

リストに登録する銘柄を市場や業種分類などから検索し、 一括登録

できます

●印刷 ・ スクリーンコピー

「印刷」 は選択したウインドウを印刷する場合に選択します。 「スクリー

ンコピー」 はウインドウをキャプチャーし、 他のソフトへの貼付けでき

るよう画像データとして保持します

●ウィンドウの追加

選択した銘柄の詳細情報やチャートなど、 関連情報を新規ウインドウ

で表示します

ランキングの上位データを複数選択し、 マウスの左ボタンを

クリックしたまま銘柄登録リスト上にスライド （ドラッグ） しま

す。 登録したい位置でマウスのクリックを外す （ドロップ） と

一括登録できます。

買い注文画面を表示している状態で銘柄登録リストの銘柄を

選択し、 マウスの左ボタンをクリックしたまま買い注文画面

上にスライド （ドラッグ） します。 買い注文画面でマウスの

クリックを外す （ドロップ） と銘柄情報 （コード ・ 市場） の受

け渡しができます。

ドラッグ＆ドロップの使い方

●相関分析機能

選択した銘柄と似ている株 （相関）、 似ていない株 （逆相関） の上位

12 銘柄をチャートに一覧表示します。

▼

ベースウィンドウ

銘柄詳細

先物リスト

マーケットビュー

リミットマインダー

事象リスト

銘柄個別

銘柄登録リスト

オプションビュー

チャート （ミニチャートを含む）

ランキング

ニュース本文 （関連銘柄）

マーケットティッカー

対象ウィンドウ

９



1-6 連動キー

連動元ウインドウで銘柄を選択すると、連動キーを設定したウインドウの情報が更新される機能です。
連動させたいウインドウには、あらかじめ連動キーを設定しておきましょう。

連動キーの設定方法
連動キーの設定が可能なウインドウで連動キーボタンをクリックし、ＯＮ（連動あり） に設定します。

連動キーの使用例
銘柄登録リストを連携元に、 銘柄詳細、 チャート、 ニュースを連携先として設定した場合の例です。

連携先ウインドウの情報が同時に連動して切り替わります

連携先ウィンドウの連動キーボタンをＯＮにした状態で、
銘柄登録リストの銘柄をダブルクリックします

1

２

連携元のみ

銘柄登録リスト ( リスト／ボード形式 )

オプションビュー

先物リスト

指標リスト

マーケットビュー

ランキング

リミットマインダー

ニュース本文

銘柄個別

銘柄詳細

チャート

ミニチャート

ニュース

事象リスト

マーケットティッカー

インフォメーションビュー

連携元／連携先

連動キーボタンをクリックします

ＯＮ ＯＦＦ

▼
▼

▼

●連動キー設定可能画面

１０



２ 印刷設定で印刷モードや印刷の向きを指定します

1-7 画面の印刷

ベースウインドウ全体、または、個別ウインドウ単位で画面を印刷できます。

印刷方法
メニューバーの印刷ボタンから印刷できます。 全体を印刷する場合はウインドウが選択されていない状態で、 個別ウインド

ウを印刷する場合はウインドウが選択されている状態で、 印刷ボタンをクリックします。

※[Ctrl+P] キーでの印刷も可能です。

※個別ウインドウを印刷する場合は、 該当ウインドウで右クリック＞印刷

　 を選択しても印刷可能です。

※ベースウインドウ全体を印刷した場合のイメージです。

印刷されました３

メニューバーの印刷ボタンをクリックします1

●印刷可能ウインドウ

銘柄登録リスト ○ ○

銘柄詳細 ○ ○

オプションビュー ○ ○

オプションカルク・マトリクス ○ ○

先物リスト ○ ○

指標リスト ○ ○

銘柄個別 ○ ○

チャート ○ ○

ミニチャート ○ ○

マーケットビュー ○ ○

マネービュー ○ ○

ランキング ○ ○

リミットマインダー ○ ○

ニュース ○ ○

ニュース本文 ○ ○

ニュース検索 ○ ○

事象リスト ○ ○

マーケットティッカー ○ ×

インフォメーションビュー ○ ×

歩値 ○ ○

売買連携画面 ○ ○

ウインドウ名称

操作方法

印刷ボタンまたは
ショートカットキー

右クリック
メニュー
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2 投資情報

銘柄詳細情報や多機能チャートなど、

パワートレーダーの優れた特徴である

リアルタイムの情報サービスについてご説明します。

充実した情報を銘柄分析にご活用ください。

※当資料に掲載している画面は実際と異なる場合があります。 また、 サービス内容や画面デザイン等は、 予告なしに変更される

場合があります。



●銘柄登録リスト

国内上場株式、 先物、 オプション、 指数を 大

2,000 銘柄 （1 シート 50 銘柄 ×40 シート） まで

登録可能です

●ニュースアイコン

登録された銘柄のニュースを受信する

とアイコンが点灯します。

アイコンをクリックするとニュース本文

を確認できます

●市況アイコン

登録された銘柄で以下の事象が発生

するとアイコンが点灯します。

アイコンをクリックすると銘柄詳細 1 が

表示されます

・ 年初来高 （安） 値更新

・ 上場来高 （安） 値更新

・ 売買停止

・ ストップ高 （安）

●各種マーケットデータ

株価、 気配、 売買高、 売買代金など、

さまざまなマーケットデータを自動更

新で一覧表示。 当日の値動きが直感

的にわかる 「ビジュアル騰落率」 も便

利です

※登録銘柄リストの項目タイトル上で右クリックし、

「再表示＞スモールティック銘柄」を選択すると

スモールティック対象銘柄（ＳＴ）の列が表示されます。

●表示タイプの切替

リスト形式からボード形式への切替えができます。

ボード 1 は銘柄詳細の板、 ボード 2 は銘柄詳細

の 7 で表示されます

便利な機能

●ツールチップ

見出し項目上にマウスカーソルを合わ

せると、 ツールチップ （項目の説明）

が表示されます。

●ソート機能

見出し項目をクリックすると、 「昇順

（青）」⇒「降順 （赤）」⇒「ソート解除」

の順でデータの並び替えができます。

●メモ機能

リスト形式ではメモ欄に半角 100 文字

までのメモを入力することができます。

最大 2,000 銘柄までリストに登録可能。
目的に合わせて効率的に銘柄を管理できます。

2-１ 銘柄登録リスト
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コード入力

銘柄の登録方法
直接入力から一括登録まで、 さまざまな登録方法があります。

（1銘柄ずつ銘柄コードを入力して登録する方法です。）

銘柄コード表示部分をクリックし、
銘柄コードを入力します

[Enter]キーを押すと登録が完了します1

1

２

銘柄検索（銘柄名の一部をキーワードとして入力し、検索結果から登録する方法です。）

２銘柄コード表示部分にキーワードの一
部を入力し、[Enter]キーを押します

キーワードにヒットした銘柄が表示され
たら登録したい市場をクリックします

３ 登録が完了しました

1

銘柄一括登録（市場や業種で銘柄を検索し、検索された銘柄を一括登録する方法です。)

２銘柄登録リスト上で右クリックし、
銘柄一括登録を選択します

４ 登録開始位置、シート名を決定
します

市場や業種を選び、銘柄選択ボタンを
クリック

５ 登録が完了しました

３ 選択した銘柄が表示されたら
登録ボタンをクリックします
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＜エクスポート＞

※メモを対象にする場合は 「メモを対象にする」 を選択してからエクスポートを行ってください。

３ エクスポートが完了しました

確認アラートで「はい」をクリック
するとインポートが完了します

右クリックで削除 シートクリアで削除

銘柄の削除方法
個別銘柄単位で削除する方法とシート内の銘柄を一括削除 （シートクリア） する方法があります。

削除する銘柄上で右クリックし、
銘柄削除を選択します

確認アラートで
「はい」をクリックする
と削除が完了します

1 ２ 1

２

ドラッグ＆ドロップ（ランキングや指標リストなどドラッグ可能なウインドウから、ドラッグ＆ドロップで登録する方法です。）

1 ２ランキングや指標リストから登録したい銘柄を
ドラッグします

銘柄登録リスト上（未登録の行）でドロップすると
登録が完了します

CSV エクスポート／インポート
（登録されている銘柄について、銘柄コードとメモを対象にCSVファイルの書き出しや読み込みかできます。）

1 ２対象とするシートのタブ上で右クリック
し、エクスポートの対象を選択します

保存先を指定します

▼

＜インポート＞

３1 ２対象とするシートのタブ上で右クリック
し、インポートの対象を選択します

インポートファイルを指定します

削除するシートのタブ
上で右クリックし、シー
トクリアを選択します

確認アラートで「はい」
をクリックすると一括
削除が完了します
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※名証を東証とマザーズの間に移動した例です。

移動するシートのタブをドラッグし、赤い矢印を
移動したい位置に合わせてドロップします

シートの移動

シートの編集
シートの移動やコピー、 名称の変更ができます。

見出し項目の編集
見出し項目の移動や表示／非表示の切替えができます。

移動が完了しました1 ２

※市場をコードと銘柄名の間に移動した例です。

移動が完了しました２

名称を変更するシートのタブ上で右
クリックし、名称変更を選択します

シート名を入力し[Enter]キー
をクリックして確定します

シートの名称変更

1

移動する項目をドラッグし、青いラインを移動
したい位置に合わせてドロップします

1

２ シート名が変更されました３

対象の項目上で右クリックし、各動作を選択します

項目の非表示／再表示／初期化

項目の移動

選択した項目を非表示にします

選択した項目を再表示します

移動したり、 非表示にした項目を

初期の状態に戻します
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2-２ 銘柄詳細

個別銘柄の売買情報やチャート、ニュースなどが一覧できる画面です。
8 種類の表示パターンから選択できます。

●銘柄コード入力

銘柄コードの入力またはキーワード

検索で銘柄を指定します

●価格情報

現値、 騰落率、 売買高

など、 現在の売買情報

が表示されます

●複数気配

複数気配情報を表示し

ます

●個別ニュース

銘柄に関連するニュース

を直近 5 本分表示しま

す。 右クリックで本文を

表示できます

●ミニ日中足チャート

1 分足の自動更新チャー

トです。 矢印が直近値

を表示します

●歩値 （Time&Sales）

直近の歩値 （約定値）

を表示します。 過去分

（前営業日まで） の表

示も可能です

●見出しエリア

前日比に応じて、プラスは赤、マイナスは青、

それ以外はグレーで表示します

●連動キーボタン

ボタンをクリックして連動キーの対象

ウインドウに設定できます

銘柄個別情報

銘柄詳細ウインドウ上で右クリックし、 「銘

柄個別」 を選択すると、 企業情報や株価

指標、 業績データなどを確認できます

銘柄詳細の表示パターン例

●銘柄詳細 4

価格情報＋複数気配＋ミニチャート

＋歩値を表示したパターンです

●板

価格情報＋複数気配をコンパクトに

表示したパターンです
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2-３ チャート

多彩なチャートを豊富な足種と組み合わせて自由に表示できます。
トレンドラインや転換点の表示など分析ツールも充実。

ローソク＋移動平均

新値足 足種別と選択可能チャート

一目均衡表 ライン

チャート種別・足種別
4 種類のメインチャートを豊富な足種別と組み合わせて表示できます。

15 種類の足種を切替えて表示できます。
チャート種別と足種別の選択可能な組み合わせは下記の通りです。

●銘柄コード入力

銘柄コードの入力またはキーワード

検索で銘柄を指定します

●ツールバー

アドオンチャートやツー

ル設定の ON/OFF をボ

タンで表示します

●サイドチャートエリア

価格帯別売買高チャート

を表示できます

●サブチャートエリア

大15種類のサブチャー

トを表示できます

●メインチャートエリア

国 内 上 場 株 式、 指 数、

先物、 オプションを対象

に 4 種 類 の 自 動 更 新

チャートを表示できます。

直近値の位置が矢印で表

示され、 前日比に応じて、

プラスは赤、 マイナスは

青、 それ以外は白で表示

されます

●アドオンチャート

メインチャート上に以下の

チャートを表示できます

・ VWAP （売買高加重平

均価格）

・ 移動平均

・ ボリンジャー ・ バンド

・ 移動平均エンベローブ

・ パラボリック

●見出しエリア

前日比に応じて、プラスは赤、マイナスは青、

それ以外はグレーで表示します

●連動キーボタン

ボタンをクリックして連動キーの対象

ウインドウに設定できます

日足

ローソク＋
移動平均

一目
均衡表

ライン

新値足

360日

ローソク＋
移動平均

一目
均衡表

ライン

週足

ローソク＋
移動平均

一目
均衡表

ライン

新値足

360週

月足

ローソク＋
移動平均

一目
均衡表

ライン

新値足

120ヶ月

Tick by Tick

Tick by Tick

2日

TICK

TICK

2日

1、2、3、4、5、6、
10、15、20、30分足

10日

チ
ャ
ー
ト

大
表
示

期
間
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ツールバー

アドオンチャートや各種ツールの ON/OFF などをボタン化して表示しています。

各ツールボタンや期間指定の表示は自由に設定することができます。

表示色設定
チャートの表示色、 背景色、 グリッドライ

ン、 目盛りなどの表示色を自由に設定で

きます。 チャート上で右クリックまたはツー

ルバーで 「表示色設定」 を選択すると設

定画面を表示できます。

4本値データ出力
チャートデータの 4 本値を CSV ファイルに書き出すことができます。

出力されるデータは 4 本値＋売買高となります。

チャートの表示期間を指定できます

変更する項目を選択後、 表示色を選択

し、 OK をクリックします

●設定

各種設定画面を呼び出せます

チャート設定

表示色設定

ツールバー設定

●アドオンチャート

メインチャート上に表示するア

ドオンチャートの ON/OFF を指

定できます

VWAP チャート

移動平均チャート

ボリンジャーバンド

移動平均エンベローブ

パラボリック

●ツール

チャート分析用の各種ツールボタンの ON/OFF を指定できます

ローソク幅拡大

トレンドライン描画

ルーペ

数値読取り

不連続要因発生

マーク

ローソク幅縮小

トレンドライン選択

クロスカーソル

前日終値ライン

対数モード

全データ表示

トレンドライン削除

転換点

現値ラベル

自動スクロール

モード

チャート上で右クリックし、4本
値データ出力を選択します

保存先を指定します

CSVファイルの出力が完了
しました

1 ２

３
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チャートの設定
現在表示しているチャートについて、 メインチャートやサブ／サイドチャートの詳細設定を行うことができます。

●アドオンチャート

メインチャート上に表示するアドオ

ンチャートの表示／非表示を選択

します

●取得データ数

チャートのデータ取得期間やデー

タ数を指定できます

●サイド／サブチャート

サイド／サブチャートエリアに表示

するチャートの表示／非表示を選

択します

●詳細設定

各チャートについての詳細設定を

行うことができます

設定を変更した後は、 OK を

クリックして確定します
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2-4 ニュース

マーケットの最新情報や銘柄情報など、多彩なニュースを配信。
関連銘柄のリンクも表示され、他の情報画面との連携もスムーズです。

ニュースジャンル

ニュースの配信元 ニュースの種類

●銘柄コード検索

銘柄コード入力またはキーワード

検索で銘柄を指定すると、 銘柄に

関連したニュースが検索されます

別ウインドウで過去 93 日分のニュー

スを確認できます

●業種 ・ ニュースジャンル検索

業種やニュースジャンルによる検

索ができます。 ニュースジャンル

検索は銘柄コードや業種と組み合

わせた検索も可能です

※ニュースジャンルについては下

記に掲載

●ニュース

銘柄の指定がない場合、 直近の

ニュースの見出しが 大 40 本表

示されます。 見出しをダブルクリッ

クするとニュース本文が表示され

ます

※ニュース配信元や種類について

は下記に掲載

●ニュース本文

ニュース本文およびニュースに関

連するサイトへのリンク、 関連銘

柄リンクが表示されます

URL をクリックすると、 関連サ

イトを表示できます

銘柄コードをクリックすると、 連

動キーを設定したウインドウの

情報が更新されます

日経 QUICK ニュース社が配信するリアルタイムのマーケット概況ニュースです。一日に約30本のニュースが配信されます

日本経済新聞社、ＮＱＮ社 （日経 QUICK ニュース社）、QUICK が配信するリアルタイム企業・産業ニュースです。

プレスリリース、 新事業 ・ 新商品情報、 5％ルール報告などが配信されます

個別銘柄に関するリアルタイムのニュースです。株価格付け、アナリストレポートの要約、ＩＰＯ関連情報などが配信されます。

日経 QUICK ニュース社が配信する各市場の銘柄の値動きに関するニュースです。一日に約 30 本、 配信後 5 分以上

経過したディレイのニュースが配信されます。ディレイのニュースはニュース見出しの先頭に 「#」 マークが表示されます

< 日経 >

< 発表 >

< NQN >

<QUICK>

日本経済新聞社が配信するニュース

プレスリリース （企業発表ニュース）

日経 QUICK ニュース社が配信するニュース

QUICK が配信するニュース

◆

◇

◎

フラッシュニュース （本文なし）

詳細ニュース （本文あり）

プレスリリース

２１

各企業の決算速報がリアルタイムで配信されます。 

マーケット

ビジネス

銘柄解説

個別銘柄

決算速報



2-５ 相関分析機能

気になる銘柄を登録し、その銘柄と値動きが「似ている株」、「似ていない株」をチャートから
簡単に検索することができます。

※当画面は自動更新の

　 対象外です。

基準となる銘柄と相関係数の高い上位 12 銘柄をチャートに

一覧表示します。 基準銘柄には、 株式、 先物、 指数を指

定できます

基準となる銘柄のコードを入力します。 他の

画面から右クリックメニューや連動キーで登録

することもできます

チャート左下に相関係数の値を表示します。

R= 1.000 （相関が高い ： 似ている） ～ -1.000 （相関が低い ：

似ていない）

「この銘柄を基準に再問合せ」 を選択すると、 右クリックした

銘柄を基準銘柄として登録し、 再問合せします

●右クリックメニュー

「相関リストコピー」 を選択すると、 相関係数の上位または

下位 50 銘柄のコードのリストをクリップボードにコピーします

「チャート色パターン」 では、 背景色を 「黒」 か 「白」 から

選択できます

似ている株／似ていない株の切替や対象とす

るデータ （1 分足 3 日間、 日足 25 日分） の

指定ができます
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2-6 マーケットビュー

当日の株価や為替のトピックをスピーディに入手。
個別銘柄の最新売買動向もウォッチできます。

●モーニングナビゲーション

●特別買い気配銘柄一覧

情報一覧

左のツリーメニューを非表示とし、 プルダウン

メニューでコンテンツを切替えることが可能です米国市況や今日の株価材料等を掲載した

「モーニングナビゲーション」 をはじめ、

為替情報（フォレックスナビゲーション）、

指標情報、新高値 （安値） ・ ストップ高

（安） 銘柄の情報など、マーケットの

新情報を提供します

内容説明情報タイトル

欧州市場終値、 米国市場終値、 NY ダウのチャート、 NQN 社 （日経 QUICK ニュース社） が
配信する 「今日の株価材料」 を表示します

NY ダウ等の米国主要指標のチャート、 NQN 社 （日経 QUICK ニュース社） が配信する 「米国
市況サマリー」 を表示します

対円クロスレート、 対ドルレート、 及び各レートのチャート （1 分足／日足／週足）、 為替の概
況を表示します。 通貨一覧の通貨名を左クリックすることでチャートを切替えることができます

モーニングナビゲーション

米国市況サマリー

フォレックスナビゲーション

フォレックスチャート

指標一覧

市況概況

投資部門別動向

逆日歩

株不足

規制 ・ 日々公表

二市場残－証金残

ドル／円、ユーロ／円、ユーロ／ドル、対円クロスレート、対ドルレート、及び各レートのチャー
ト （日足／週足） を表示します

東証に関する指標、 及び主要指標の相対比較チャート （日足） を表示します

東証 ・ 名証に関する指標、 及び各市場の銘柄の値上り／値下りのグラフを表示します

二市場 （東京、 名古屋の各取引所一部、 二部、 及び JASDAQ 合計）、 JASDAQ 市場の総
合証券の投資部門別動向を表示します

日証金 （東証） / 中証金 （名証） の各証券金融会社における、 逆日歩のついた銘柄を一覧
表示します

日証金 （東証） / 中証金 （名証） の各証券金融会社における株不足の銘柄を一覧表示
します

東証 / 名証は、 信用取引の過度の利用を未然に防ぐため一定のガイドラインを設け、 当該基
準に該当した銘柄については、 毎日信用取引残高を公表しています

証券金融会社の全体残情報 ( 個別銘柄の残高情報を累計したもの ) です

更新タイミング

午前 8 ： 00 までに全データを更新

午前 8 ： 00 までに全データを更新

問合せ時点の 新情報

当日の 20 時頃にその日の速報が表示され、 翌日 11 時半頃
に確報に更新
※3 月末、 9 月末は、 更新が大幅に遅れることがあります

問合せ時点の 新情報

毎営業日 16 時から 17 時頃の間に 新公表情報に更新

問合せ時点の 新情報

問合せ時点の 新情報
東証 ： 15 分毎に更新
名証 ： 大引け後の 1 日 1 回更新

原則として毎週第 4 営業日の夕方に更新

1 日 1 回 （11 時半頃） 更新
※3 月末、 9 月末は、 更新が大幅に遅れることがあります

当日申込分 ( 速報データ ) は 20 時頃、 前取引日申込分 ( 確
報データ ) は、 12 時頃に更新

週末ベースの信用取引残高 ( 東京、 名古屋の合計 ) を表示します

新高値、 新安値を更新した銘柄の一覧を更新した時刻の降順で表示します

・ 合計残高、 一般信用取引残高、 制度信用取引残高
　毎週第 2 営業日　16:30 ～ 17:00
・ 評価損益率、 信用倍率
　毎週第 3 営業日　15 ： 00 ～ 16 ： 00 に更新

問合せ時点の 新情報

２３

二市場残－信用残

新高／安値銘柄一覧

ストップ高値、 ストップ安値を更新した銘柄の一覧を時刻の降順で表示します 問合せ時点の 新情報ストップ高／安値銘柄一覧

特別売気配、 特別買気配となった銘柄の一覧を更新した時刻の降順で表示します 問合せ時点の 新情報特別売／買気配銘柄一覧

更新ボタンをクリックすると、 新の情報に更新さ

れます （モーニングナビゲーションを除く）

銘柄コードをクリックすると、 連動キーを設定した

ウインドウが連動して更新されます



2-7 ランキング

各種ランキングをリアルタイムでチェック。
銘柄リストへの登録や注文連携も簡単にできます。

情報一覧

保存したいランキングを選択し、
エクスポートボタンをクリックします

CSVファイルの保存先を指定し
ます

1 ２ エクスポートが完了しました３

左のツリーメニューを非表示とし、 プルダウンメ

ニューでコンテンツを切替えることが可能です値上り （値下り） 率、 売買高、

売買代金、信用買残（売残）など、

さまざまなランキングを自動更新

で表示します

※信用系は自動更新されません

※整理銘柄、 監理銘柄、 外国

株式、 優先証券は対象外です

市場名を銘柄登録リストへドラック

＆ドロップすると、 すべての銘柄

を登録することができます

表示された銘柄は、 銘柄登録リ

ストへの登録や各情報ウインドウ

への連携 （ドラッグ＆ドロップ）、

右クリックメニューからの売買連

携が可能です

●エクスポート

選択したランキングに表示されている銘柄の銘柄コードを CSV ファイルで書き出します。

情報タイトル

値上り率／値下り率／

売買高／売買代金

TICK 回数

売買高急増

売買代金急増

信用売残／買残／信用倍率

業種別指数

内容説明

騰落率の値上り／値下り、 売買高、 売買代金の市場別ランキ
ングが表示されます

取引が成立した回数が多い順にランキングを表示します

前取引日までの直近 5 日間の売買高の移動平均との乖離率が
高い順にランキングを表示します

前取引日までの直近 5 日間の売買代金の移動平均との乖離率
が高い順にランキングを表示します

前週末時点の信用売残／買残について、 残高の増減ランキン
グを表示します。 信用倍率は買残株数／売残株数で求めた倍
率の高低をランキングとして表示します

東証 1 部における業種別株価指数の騰落率を昇順と降順で表
示します

更新タイミング

自動更新
（当日分と前取引日の切り替えは午前 9 ： 00）

毎週第 2 営業日の 17 時頃
（信用倍率は 19 時頃）

自動更新
（当日分と前取引日の切り替えは午前 9 ： 00）

２４



2-８ その他の情報画面

取引の判断材料となる為替や先物等の情報も充実しています。

※パワートレーダー起動

後 に 受 信 し た デ ー タ の

み表示されます。

指標リスト
日経平均や TOPIX、 業種別指数などを 1 シートあたり 20

銘柄、 大 60 銘柄 （20 銘柄 ×3 シート） まで登録可能

なリストです。 銘柄コード入力欄で右クリックし、 銘柄検索

を選択すると登録可能な指数が表示されます。

オプションビュー
日経平均オプション （1 限月～ 15 限月） の価格を一覧で

きるウィンドウです。 右クリックメニューより、 取引種別 （日

通し、 日中、 夜間） の切り替えができます。 

先物リスト
先物の銘柄を 1 シートあたり 20 銘柄、 大 60 銘柄 （20

銘柄 ×3 シート） まで登録可能なリストです。 銘柄コード

入力欄で右クリックし銘柄検索を選択すると、 登録可能な

銘柄が表示されます。 また、 右クリックメニューの 「先物

簡易登録」 より、 先物、 指数の銘柄群をリストへ登録する

ことができます。 

事象リスト
国内市場で発生した、事象 （新高 （安） 値、 高 （安） 値、

ストップ高 （安）、 売買停止） を表示します。 右クリックメ

ニューの 「表示事象」 より、 表示対象とする事象を選択で

きます。

ミニチャート
1 分足から月足まで 5 パターンのミニチャートを表示できま

す。 右クリックメニューの足種別から足種の変更ができます。

マネービュー
外国為替の売 ・ 買気配値 （1 分更新） を表示します。 通

貨欄をクリックすると 11 通貨ペアのプルダウンメニューが

表示され、 表示を変更できます。

２５



2-9 リミットマインダー（株価通知サービス）

現値、騰落率、売買高などの監視条件を設定すると、条件達成時にお知らせします。

※第 1 条件、 第 2 条件のいずれか一方のみでも設定可能です。

※上限 1 （2）、下限 1 （2） のいずれか一方のみでも設定可能です。

※上限 1 （2）、 下限 1 （2） の両方を設定した場合、 いずれか一

　 方が条件を達成すると達成が通知され、 他方の条件は監視対象

　 外になります。 未達成の条件で監視を続行したい場合は、 達成

 　した条件を削除してください。

※第 1 条件、 第 2 条件の両方を設定した場合、 第 1 条件が優先し

　 て監視され、 第 2 条件は 「待機中」 となります。 第 1 条件と第

 　2 条件を同時に監視することはありません。

監視条件を個別に設定する方法です。

個別指定

リミットマインダー

監視条件設定方法

銘柄コードを入力します 監視対象を選択します1 ２ 上限（下限）値を設定します３ 設定が完了し、
監視状態に入りました

４

●監視値

選択された監視対象の

値を表示します

※「#」 は監視外であるこ

とを示します

●監視対象

監視する対象をプル

ダウンメニューから

選択します

●状況 1

第 1 条件の監視状況を表示します

【監視中】

第 1 条件で監視中であることを示します

【再設定中】

第 1 条件を再設定中のため、監視は行っ

ていないことを示します

※条件設定後、 銘柄コードを変更した場

合などに表示されます。 監視を再開した

い場合はインジケータをクリックし、 ス

テータスを監視中に変更してください。

●状況 2

第 2 条件の監視状況を表示します

【監視中】

第 2 条件で監視中であることを示します

【再設定中】

第 2 条件を再設定中のため、 監視は

行っていないことを示します

【待機中】

第 1 条件の達成待ちであることを示しま

す。 第 1 条件を達成すると、 自動的に

「監視中」 に変わります

●上限 1 ・ 下限 1

第 1 条件の上限／下限値

を表示します

●上限 2 ・ 下限 2

第 2 条件の上限／下限値

を表示します

●通知

通知方法設定画面を

起動します 

２６



監視対象や基準値、監視範囲をあら

かじめ指定することにより、監視に

必要な条件を自動設定できる機能で

す。右クリックメニューの「監視条

件簡易設定」より設定します。

条件達成後、インジケータが点滅しま

す。点滅は左クリックで止まります。 

条件達成後、リミットマインダー画面の状況インジケータの色が変わります。

メッセージの表示や通知音で条件達成を通知することが可能です。

「設定」ボタンから通知方法の設定を行います。

条件達成時にシステム音やご指定の WAV ファイルの

音で通知します　　　　　　　　　　　　　 

監視条件簡易設定

達成通知

条件が達成された場合は、 メニューバーやリミットマインダー画面のインジケータでお知らせします。 （達成通知はパワート

レーダーを起動中の場合のみ行います。）

●インジケータ（メニューバー）

その他の通知

●状況インジケータ（リミットマインダー画面）

インジケータでの通知

●通知メッセージ

条件達成のメッセージが表示されます

●注文連携ウインドウ

注文画面や銘柄情報への連携が可能

なウインドウが表示されます

監視対象が現値、 気配の場合、

基準値と監視範囲 （上限率／下

限率） を入力します

監視対象が現値、 気配以外の場

合、 監視範囲 （上限数量） を入

力します

監視対象を選択します

ドラッグ & ドロップや直接コードを

入力した場合にも、 設定した条件

の自動設定ができます

リミットマインダーの起動、 通知メッセージの表示、 注文連携ウィンドウの表示の

いずれかを選択することができます

設定した通知方法をすべての監視対象に反映したり、

以降のデフォルト設定にすることができます

上限値で達成した場合は赤色で表示

未達成 （監視中） の場合は黄色で表示

下限値で達成した場合は青色で表示

２７



2-10 インフォメーションビュー（約定通知サービス）

株式や信用取引の注文が約定したことをお知らせします。

株式や信用取引の注文が約定した場合に、インジケータの点滅またはインフォメーションビューウインドウを自動的に表示

して通知します。通知対象となる注文は下記の通りです。

約定結果を受信するとインジケータが点滅します。インジケータを左クリックすると点滅は止まります。

インジケータ （メニューバー） での通知

パワートレーダー画面上に自動でインフォメーションビューウインドウが表示され、約定単価、約定数量をお知らせします。

インフォメーションビューでの通知

【約定通知】 をクリックすると、

注文約定詳細画面が表示され、

すぐに約定状態を確認することが

できます

銘柄名をクリックすると、 連動キーを設定し

たウインドウの情報が更新されます

●国内現物株式

●日興 VWAP トレード 

●日興イージートレード信用取引 （新規建注文 ・ 返済注文）

対象注文

※インフォメーションビューは、 パワートレーダーを起動中の場合のみご利用いただけます。

２８



2-１1 主な画面表示記号

パワートレーダーで使用する主な記号、略語は以下の通りです。

現値ステータス

現値の前値比較

権利落ち等の種別

規制フラグ

貸借／信用銘柄区分

気配値の種別

現値フラグ

年初来高 （安） 値フラグ

上場来高 （安） 値フラグ

高 （安） 値フラグ

＜ 優良気配＞

ザラ場、 取引が行われているこ
とを示す

当日値が１度もついていない銘柄の場合、 取引されていてもステータスに何も表示されない

場合があります。

* 大証の先物、 オプションのみ表示されます

板寄せ

板寄せ約定

システム停止

売買停止

一時留保解除

サーキットブレイク実施中

中断解除

ダイナミック･サーキットブレイ
ク実施中

　　→

　　↑

　　↓

o

　　◎

　　○

：

・

変わらず 

値上り 

値下り 

板寄せ引け 

中断引け 

ダウン引け 

中断板寄せ後の初値 

ザラバ引け

終値入力、 当日取引が終了し
たことを示す

も低い売り指値注文及び も高い買い指値

注文を示す気配 

注文状況が売りまたは買いの一方に片寄った
場合に価格の継続性維持の観点から、取引所
が当該注文状況等を考慮して表示する気配＊4 

特別気配時に一時停止となり、そのまま取引
が終了した時に初めて有効となる特別気配 

急激な価格変動を抑止するため、直前の約定
値段から取引所が適当と認める値幅を超えて
買い上がる／売り下がる場合に表示する気配 

連続約定気配時に一時停止となり、そのま
ま取引が終了した時に初めて有効となる連
続約定気配  

始値決定前などにおいて最も低い売り注文
及び最も高い買い注文を示す気配

当日後場の約定値や気配値が無かった場合、
翌日の売買の基準となる値段として、大引け
後に取引所が発表する気配
※買気配種別にのみ表示 

表示
(売気配/買気配) 

内容 解説

※指数の場合は常に直前の値と比較し、変わらない場合は「→」、値上りの場合は「↑」、値

下りの場合は「↓」と表示します。

※「現値の前値比較」の矢印の表示色は、歩値の表示色と必ずしも一致しません。ご注意

ください。

* 直近の値段の変化を表します。

すなわち、直前の約定値と同値で約定した場合は、そこから値段に変化があった時点まで

溯り、その値段の変化に応じた矢印（「↑」もしくは「↓」）を表示します。

但し、始値がついた直後の同値約定のように、溯っても値段の変化がない場合は、「→」を

表示します。

分割

併合

配落

無割

他落

預落

新落

株式分割

株式併合 ・ 減資を伴う株式併合

配当落ち ・ 中間配当落ち

無償配当

Ｓ ストップ値

Ｓ ストップ高 （安）

注不 注文受付不可

その他権利落ち

権利預かり証落ち

増資権利落ち

*

*

年初来高値を更新した際、「高」の右横に表示される 

年初来安値を更新した際、「安」の右横に表示される 

*

*

上場来高値を更新した際、「高」の右横に表示される 

上場来安値を更新した際、「安」の右横に表示される 

貸借取引銘柄の場合は、“・”を表示します。

信用取引銘柄であって貸借取引銘柄ではない場合は、“。”を表示します。

上記以外の場合は、何も表示されません。 

スペース

特

連

前

最

一般気配 

特別気配 

最終気配
（名証のみ）

寄前気配 

停止前の
連続約定気配

連続約定気配

停止前特別気配

＜複数気配＞

も低い売り指値注文及び も高い買い指値

注文を示す気配 

注文状況が売りまたは買いの一方に片寄った
場合に価格の継続性維持の観点から、取引所
が当該注文状況等を考慮して表示する気配＊4 

特別気配時に一時停止となり、そのまま取引
が終了した時に初めて有効となる特別気配 

急激な価格変動を抑止するため、直前の約定
値段から取引所が適当と認める値幅を超えて
買い上がる／売り下がる場合に表示する気配 

連続約定気配時に一時停止となり、そのま
ま取引が終了した時に初めて有効となる連
続約定気配  

表示
(売気配/買気配) 

内容 解説

・ 

特

連

前

一般気配 

特別気配 

寄前気配

停止前の
連続約定気配

連続約定気配

停止前特別気配 

始値決定前などにおいて最も低い売り注文
及び最も高い買い注文を示す気配

* 大証の先物、オプションを除く

２９

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

現値 終値

板寄 参考

不連

解除

留解

板約 中断 中断

中解

ＣＢ解

ダイナミック ・ サーキットブレ
イク解除中

ＤＢ解

留保

シ停

売停

ＣＢ

ＤＢ

参考値

不連続歩み

売買停止 ・ システム停止解除

一時留保中

サーキットブレイク解除中



3 お取引／残高照会

パワートレーダーからのご注文や残高照会など、

お取引画面の操作方法についてご説明します。

情報画面からの注文連携機能を活かした

スピーディな取引をマスターしましょう。

※当資料に掲載している画面は実際と異なる場合があります。 また、 サービス内容や画面デザイン等は、 予告なしに変更される

場合があります。



３-１ 現物株式　買い注文

お取引メニューをはじめ、各情報ウインドウから右クリックで買い注文画面を呼び出せます。
簡単かつスピーディで、お取引のタイミングを逃しません。

買い注文手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし「現物 買い」を選択1

注文入力画面で注文内容を入力し「注文内容を確認する」をクリック２

注文確認画面で内容を確認し「注文する」をクリック３ 注文確認画面で内容を確認し「注文する」をクリック４

銘柄コードを入力します。 情報

画面から右クリックやドラッグ＆

ドロップで銘柄を指定した場合、

入力は不要です

注文数量を入力します。 [+][-] ボ

タンをクリックすると売買単位に合

わせて数量が増減します

現在の買付可能額を表示します

指値または成行を指定し、 指値の

場合は注文単価を入力します。 

[+][-] ボタンをクリックすると呼値

に合わせて単価が変わります。

また、 注文執行条件を設定する

場合は、 希望の条件を入力します

自動更新の株価と気配を表示。

カーソルに合わせて表示される青

枠をクリックすると注文単価として

入力されます

「詳細を確認する」 をクリックすると

注文状態が確認できます

注文期間や口座区分を

指定します

３１

「通常注文」 「逆指値注文」 をタブ

で切り替えられます



３-２ 現物株式　売り注文

売り注文は口座残高画面から行います。
右クリックメニューから売り注文画面を直接呼出す、スピーディな注文も可能です。

注文入力画面で注文内容を入力し「注文内容を確認する」をクリック

売り注文手順 

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「現物 売り」を選択1

２

注文確認画面で内容を確認し「注文する」をクリック ３ 注文の受付が完了しました４

注文数量を入力します。 [+][-] ボ

タンをクリックすると売買単位に合

わせて数量が増減します

指値または成行を指定し、 指値の

場合は注文単価を入力します。 [+]

[-] ボタンをクリックすると呼値に合

わせて単価が変わります。

また、 注文執行条件を設定する

場合は、 希望の条件を入力します

銘柄名、 市場を確認します

「通常注文」 「逆指値注文」 をタブ

で切り替えられます 

自動更新の株価と気配を表示。

カーソルに合わせて表示される青

枠をクリックすると注文単価として

入力されます

注文期間や口座区分を指定します

口座残高画面で売却をクリック

「詳細を確認する」 をクリックすると

注文状態が確認できます

３２



３-３  現物株式　注文約定照会

注文や約定の状況は、注文約定一覧／詳細画面ですぐに確認できます。

注文約定照会手順

注文約定一覧画面が表示されました。詳細を確認する場合は「受付No」をクリック

注文約定詳細画面が表示されました。

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「現物 注文約定一覧（取消・訂正）」を選択1

２

３

取消や訂正の指示ができます

注文を受付けた順番に No が表示

されます。 No をクリックすると詳細

情報が表示されます

詳細画面からも取消や訂正が可能

です

銘柄コード、 注文日、 状態で絞り

込み表示ができます

銘柄コードをクリックすると銘柄詳

細ウインドウが表示され、 銘柄情

報を確認できます

３３



●注文約定一覧 ●注文約定詳細

３-４ 現物株式　取消・訂正

注文の取消・訂正もわかりやすい画面で、素早く、正確に行うことができます。

注文取消手順　

注文約定一覧画面の「取消」または注文約定詳細画面の「注文取消内容確認へ」をクリック1

注文取消内容確認画面で内容を確認し「注文を取り消す」をクリック２

注文取消の受付が完了しました３

３４

「詳細を確認する」 をクリックすると

取消状態が確認できます



●注文約定一覧 ●注文約定詳細

注文訂正の受付が完了しました４

訂正後の数量を入力します （訂

正時は数量を増やすことはできま

せん）

自動更新の株価と気配を表示。

カーソルに合わせて表示される青

枠をクリックすると注文単価として

入力されます

訂正後の指値 （または成行） を入

力します

現在の買付可能額を表示します

注文訂正手順
　

注文約定一覧画面の「訂正」または注文約定詳細画面の「注文を訂正する」をクリック1

訂正入力画面で訂正内容を入力し「訂正内容を確認する」をクリック２

訂正確認画面で訂正内容を確認し、「この内容で訂正」
をクリック

３

「詳細を確認する」 をクリックすると

状態が確認できます

３５



３-５ 残高照会

口座全体の残高のうち、現物株式の残高のみを表示します。 
残高画面から銘柄情報画面や注文画面への連携もスムーズです。　

残高照会手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「現物 口座残高」を選択1

口座残高画面が表示されました２

口座全体の資産のうち、 現物株式

の残高のみを表示します

現在の株価に更新します

銘柄コードをクリックすると銘柄詳

細ウインドウが表示され、 銘柄情

報を確認できます

買付、 売却の指示ができます

３６

株価が前日終値での評価に切り替

わります



３-６ 信用取引　新規買い注文

リアルタイムの気配情報をチェックしながら、タイミングを見て買建て注文。
信用取引に機動力をプラスします。

信用取引　新規買い注文手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「信用 新規買い」を選択1

注文入力画面で注文内容を入力し「注文内容を確認する」をクリック２

注文確認画面で内容を確認し「注文する」をクリック ３ 注文の受付が完了しました４

現在の新規建可能額を表示します

銘柄コード、 市場を入力します。 情報

画面から右クリックやドラッグ＆ドロップ

で銘柄を指定した場合、 入力不要です

本日現在 （引け後は翌営業日） の維持

率を表示します

「通常注文」 「逆指値注文」 をタブで切

り替えられます

注文数量を入力します。[+][-]ボタンをクリック

すると売買単位に合わせて数量が増減します

自動更新の株価と気配を表示。 カーソ

ルに合わせて表示される青枠をクリック

すると注文単価として入力されます

指値または成行を指定し、 指値の場合は注文単価を入力します。 [+][-] ボタン

をクリックすると呼値に合わせて単価が変わります。

また、 注文執行条件を設定する場合は、 希望の条件を入力します。

返済期限を指定します。

総合コースは、 6 ヶ月 （制度信用）

のみ表示されます。

3 年 （一般信用） は選択できません。

「詳細を確認する」 をクリックすると注

文状態が確認できます

３７

注文期間や口座区分を指定します



３-７ 信用取引　新規売り注文

マーケットの状況に合わせて、売建てを選択する。
パワートレーダーが瞬時の判断をサポートします。

信用取引　新規売り注文手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「信用 新規売り」を選択1

注文入力画面で注文内容を入力し、「注文内容を確認する」をクリック２

注文確認画面で内容を確認し「注文する」をクリック  ３ 注文の受付が完了しました４

現在の新規建可能額を表示します

銘柄コード、 市場を入力します。 情報

画面から右クリックやドラッグ＆ドロップ

で銘柄を指定した場合、 入力不要です

本日現在 （引け後は翌営業日） の維持

率を表示します

「通常注文」 「逆指値注文」 をタブで切り

替えられます

注文数量を入力します。[+][-]ボタンをクリック

すると売買単位に合わせて数量が増減します

自動更新の株価と気配を表示。 カーソ

ルに合わせて表示される青枠をクリック

すると注文単価として入力されます

指値または成行を指定し、 指値の場

合は注文単価を入力します。 [+][-] ボ

タンをクリックすると呼値に合わせて単

価が変わります

また、 注文執行条件を設定する場合

は、 希望の条件を入力します。

注文期間や口座区分を指定します

「詳細を確認する」 をクリックすると注

文状態が確認できます

３８



３-8 信用取引　注文約定照会

信用取引の注文・約定状況を確認できます。
銘柄情報や取消・訂正画面への連携もスムーズです。

信用取引　注文約定照会手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「信用 注文約定一覧（取消・訂正）」を選択1

信用取引 注文約定一覧」画面が表示されました。詳細を確認する場合は「受付No」をクリック２

「信用取引 注文約定詳細」画面が表示されました３

銘柄コード、 注文日、 状態で絞り込み

表示ができます

取消や訂正の指示ができます

注文を受付けた順番に No が表示され

ます。 No をクリックすると詳細情報が

表示されます

銘柄コードをクリックすると銘柄詳細ウインドウ

が表示され、 銘柄情報を確認できます

詳細画面からも取消や訂正が可能です

３９



３-9 信用取引　建玉一覧

現在の建玉金額や評価損益などを確認できます。 
返済指示も建玉一覧画面から行います。

信用取引　建玉一覧表示手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「信用 建玉一覧」を選択1

「信用取引 建玉一覧」画面が表示されました２

現在の建玉金額や評価損益の合計が表

示されます

返済注文の指示ができます

銘柄コードをクリックすると銘柄詳細ウ

インドウが表示され、 銘柄情報を確認

できます

４０



※パワートレーダーでは、現引、現渡注文および建玉を指定した返済注文はできません。

３-10 信用取引　返済注文

返済注文は建玉一覧画面で状況を見ながら指示できます。

信用取引　返済注文手順

お取引メニューまたは売買連携可能な画面で右クリックし、「信用 返済（建玉一覧）」を選択1

注文入力画面で注文内容を入力し、「注文内容を確認する」をクリック２

注文確認画面で内容を確認し「注文する」をクリック  ３ 注文の受付が完了しました４

市場を確認します

注文数量を入力します。 [+][-] ボタンをクリック

すると売買単位に合わせて数量が増減します

「通常注文」「逆指値注文」をタブで切り替えられます

返済対象の建玉が表示されます

自動更新の株価と気配を表示。 カーソルに合

わせて表示される青枠をクリックすると注文単

価として入力されます

指値または成行を指定し、 指値の場合は注文

単価を入力します。 [+][-] ボタンをクリックする

と呼値に合わせて単価が変わります

また、 注文執行条件を設定する場合は、 希

望の条件を入力します。

「詳細を確認する」 をクリックすると注

文状態が確認できます

返済可能な数量が表示されます

４１

建玉一覧画面で返済をクリック

注文期間や口座区分を指定します



３-11 逆指値注文

逆指値注文　注文方法（現物株式・信用取引　共通）

42

株価か、 始値または前日終値からの価

格差のいずれかを指定してください。

「注文内容を確認する」 を押下し

注文確認画面へ進みます。

逆指値注文をご活用いただくことで、損失の拡大を回避したり、利益確定や相場の変動を捉え
たりすることができます。

通常注文画面を表示し、「逆指値注文」タブをクリックします。1

通常注文の指示内容に加えトリガー価格も指示し、「注文内容を確認する」ボタンをクリックします。　　　　２

逆指値注文の注文状況は、注文約定一覧で確認することができます。３


