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1.	 Light 版お取り引き画面へのログイン
Light 版お取り引き画面にログインするには以下の2つの方法があります。

ソニー銀行にログインして、	
「外国為替証拠金取引（FX）」画面から起動する。

ソニー銀行のログイン前ページのメニュー「商品・サービス」
の「ためる・ふやす」内にある「外国為替証拠金取引（FX）」
からLight 版へログインする。

FXダイレクトログイン専用パスワードを設定する（任意）
FXダイレクトログイン専用パスワードを設定することで、ソニー銀行のサービスサイトにログインせずに直接 Light 版お
取り引き画面を起動することができます。

●	FXダイレクトログイン専用パスワードの設定方法
1.	ソニー銀行にログインします。
2.	外国為替証拠金取引（FX）トップ画面の「FXダイレクトログイン専用パスワード」－「パスワードの設定・変更・再設定」
を押します。

「パスワードの設定・変更・再設定」を押すと設定画面が表示さ
れます。画面に従って入力を行い、FXダイレクトログイン専用パ
スワードを設定します。

※	FXダイレクトログイン専用パスワードは半角英数字混在の6～ 8 桁
で設定してください。また、定期的にご変更ください。

※	　のダイレクトログインをご利用いただくためには、「FXダイレクト
ログイン専用パスワード」を設定いただく必要があります。
2
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3.	外国為替証拠金取引（FX）のお取り引き画面にダイレクトログイン。
FXダイレクトログイン専用パスワードの設定が完了すると、ダイレクトログインができるようになります。

ここからは、実際にLight 版のお取り引き画面の操作をご紹介します。

口座番号欄には、店番号（001）と、お客さまの口座番号（7ケタ）
の、合計10 ケタ（数字のみ）をご入力ください。

FXダイレクトログイン専用パスワード欄には、設定された半角英
数字混在の6～ 8 桁のパスワードをご入力ください。

入力ができましたら「ログイン」を押すと、Light 版のお取り引き
画面が起動します。

ソニー銀行のログイン前ページのメニュー「商品・サービス」から
「外国為替証拠金取引（FX）」画面に切り替えて、表示された画面
で「Light 版	ログイン」を押します。
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2.	 Light 版お取り引き画面
Light 版お取り引き画面にログインすると、以下のような画面が表示されます。

項目 説明

ヘッダ 口座情報などの表示や、注文画面などへのショートカットが配置されています。

メニュー 「注文・照会」など大きく5つのグループに分かれており、マウスオーバーするとプルダウンで各メニューの項目が表示されます。

プライス一覧 各通貨ペアの現在の価格を表示します。リスト型の表示とパネル型の表示を切り替えることができます。

ポジションサマリー 通貨ペア・売買の別ごとの建玉合計数量、総評価損益などの確認、一括決済ができます。

お知らせ 外国為替証拠金取引（FX）に関するお知らせとお客さまへのお知らせを表示します。

3.	 お取り引き環境を整える

注文画面に表示される初期値を指定する（注文パターン設定）
「注文パターン設定」では、注文画面で初期表示される通貨ペアや注文数量、価格、有効期限などの設定することがで
きます。設定をしておくことで、お取り引きの際の繰り返しの操作を省くことができます。

1.	メニュー「各種設定」の「注文パターン設定」を押します。

ヘッダ
メニュー
プライス一覧
ポジションサマリー
お知らせ

プライス一覧のリスト型表示とパネル
型表示の切り替えを行います。
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設定項目 新規注文 決済注文 説明

注文価格パターン ● ●

指値注文、逆指値注文（新規・決済　OCO注文、IFD 注文などを含みます）およびトレール注文を発
注する際、注文画面に初期表示される注文価格を、実勢レートからいくら離れたレートとして（指値の
買注文の場合は低く、売注文の場合は高くなど）表示するか、pips 単位で以下のように設定します。
対円通貨ペア	 ：	実勢レートから50 銭離れた価格を表示する場合「50pips」
対米ドル通貨ペア	：	実勢レートから0.50 セント離れた価格を表示する場合「50pips」

なお、IFD、IFDOCOの2次注文については、1次注文の価格から指定の幅だけ離れた数字が初期表
示されます。
注文画面での注文価格の初期表示を利用する場合は「注文価格パターン」を「使用する」として、パター
ン①～③のどれを使用するかを「初期値設定」で指定します。

通貨ペア ● ー 新規注文画面で初期表示される通貨ペアを指定します。

注文数量 ● ー 新規注文画面で初期表示される注文数量を指定します。

売 / 買 ● ー 新規注文画面で初期表示される売 / 買の別を指定します。

取引区分 ● ー

新規注文画面で初期表示される取引区分を指定します。
「新規」
必ず新規注文となります。この場合、売り建玉を保有している通貨ペアで買い注文をすると、同通貨ペ
アの買い建玉と売り建玉を同時に保有する「両建て」となります。
※	両建ては、経済合理性を欠くおそれがありますので、お取り引きに際してはご注意ください。
「FIFO」
建玉の保有状況により自動的に新規・決済を判別します。たとえば、売り建玉を保有している通貨ペア
で買い注文をすると決済注文となり、約定日時の古い売り建玉から決済します（発注済みの決済注文は
自動で取り消します）。決済対象となる建玉がない場合は新規注文として買い建玉を建てます。

スリッページ
許容幅 ● ●

ストリーミング注文（新規・決済）を発注する際、発注価格よりいくらまでなら不利なレートでも約定さ
せるか（スリッページを許容するか）の初期値をpips 単位で指定します。
※	スリッページ許容幅が狭いほど、レート変動による注文の失効の可能性が高くなります。また指定の
許容幅に関わらず、お客さまに有利な方向へは無制限にスリップします。

有効期限 ● ●

指値注文など有効期限を指定する注文の発注の際に、初期表示される内容を設定します。
「当　　日」	：	日本時間で注文入力日の翌日午前 6:55（米国夏時間は 5:55）まで有効。
「週　　末」	：	日本時間で注文入力日の週の土曜日午前 6:55（米国夏時間は 5:55）まで有効。
「無 期 限」	：	注文が約定するか取り消しをするまで有効。
「日時指定」	：	指定した日時まで有効。

pipsとは、対円通貨ペアの場合「1銭」、対米ドル通貨ペアの場合「0.01セント」を意味します。

2.	「注文パターン設定」画面で、各項目の設定を行います。

　 ワンポイント
～注文パターン設定をすると便利です。
このイメージのように設定を行うと、新規注文画面を開い
た際、ストリーミング注文で通貨ペアがUSD/JPY、数量
1（×10,000）、取引区分：新規、スリッページ許容幅：0と
表示されます。
指値注文に切り替えると、売 /買：売、実勢レートから50
銭有利となる（大きい）価格が注文価格に、「当日」が有
効期限に表示されます。
各項目の内容は注文画面で個別に調整することもできます。

入力が終わりましたら「設定」ボタンを押してください。

この画面で設定した内容は、Light 版をご利用の際に反映します。
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2.	メール通知の要否を指定の上、「設定」を押します。

登録メールアドレスの変更などをご希望の場合は、ソニー銀行のサービスサイトにログイン後の「各種手続」－「お客さ
ま情報変更」にてご希望のメールアドレスをご登録の上、この画面で送信先の設定を行ってください。

メール通知設定をする
「メール通知設定」ではお取り引き等にともなって送信されるメールの送信要否を設定することができます。

1.	メニュー「各種設定」の「メール通知設定」を押します。

ヘッダに表示される情報をカスタマイズする（画面表示設定）
ヘッダに表示される情報（以下の画面サンプルでは「有効証拠金」「証拠金ステータス」「出金可能額」）をお好みに合わ
せて変更することができます。

1.	メニュー「各種設定」の「画面表示設定」を押します。

❶	ご登録のそれぞれのメールアドレスに対して、送
信したい通知にチェックをつけます。

❷	チェックをつけた後に「設定」ボタンを押してく
ださい。

ロスカット通知など、一部のメール通知は解除でき
ません。

❶

❷
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4. 外国為替証拠金取引口座に証拠金を入金する
外国為替証拠金取引（FX）のお取り引きを始めるに当たり、お取り引きに必要な資金をソニー銀行の普通預金口座から
外国為替証拠金取引口座に入金します。

1.	メニュー「口座管理・資金振替」の「資金振替（入力）」を押します。

2.	表示する項目をプルダウンから選択し、「設定」を押します。

選択できる項目 説明

有効証拠金 預入証拠金に、未受渡取引損益、評価損益、未決済スワップ損益などを加減して計算され、取引余力の計算や証拠金ステータスの
判定などの基準となります。

預入証拠金 証拠金口座に入金されている金額を表示します。未受渡金額や評価損益などは含みません。

取引余力 新規取引に利用できる証拠金の額（余力）を表しています。外貨で証拠金のお預け入れをされている場合は、円換算のうえ合計を
表示します。

証拠金維持率 建玉必要証拠金に対する有効証拠金の額を率で表しています。率が高いほど、証拠金に余裕があることを意味します。目安として
証拠金維持率が150％を下回る水準がプレアラート、100％を下回る水準がアラート、80％を下回るとロスカットとなります。

評価損益 保有中の建玉の評価損益（為替変動による損益）を表示します。スワップポイントによる損益は計算していません。

証拠金ステータス
有効証拠金にどの程度の余裕があるかを示しています。建玉必要証拠金以上の有効証拠金が維持されている場合は「適正」ですが、
お取り引きによる評価損などにより、有効証拠金がプレアラート基準額を下回ると、ステータスが「プレアラート」になるなど、証
拠金の追加や建玉の決済などの目安になります。

出金可能額 ソニー銀行の普通預金口座に出金（資金振替）をすることが可能な金額です。ただし証拠金口座で1通貨でも残高がマイナスとなっ
ている場合、そのマイナスが解消するまでは全通貨について出金ができません。

レバレッジ倍率
お取り引き金額が有効証拠金の何倍に相当するかを示しており、お客さまの運用スタイルに照らしてお取り引き額が適切な範囲内で
あるかを判断する目安となります。一般的にレバレッジ倍率が高いほど為替変動により効率的に利益をあげられる一方、損失も急激
に大きくなる可能性があり、リスクが高くなります。
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2.	振替方法「普通預金口座→外国為替証拠金取引口座」を選択して、通貨を指定し、金額を入力して「振替内容を確認する」
を押します。

3.	振替内容と、振替資金が余裕資金であることを確認しチェックをつけたうえで「上記の内容で振替を行う」を押します。
※	振替を行うことができるのは「余裕資金」に限ります。

操作が完了するとすぐに証拠金の残高として反映します。

　 ワンポイント
～いくら入金すれば取り引きができる？!
たとえば USD/JPYの価格が100.000 円の場合、50,000 通貨分のお取り引きには目安として最低でも以下の額の証拠金が必要です。
100.000（価格）×50,000（通貨単位）÷ 20＝250,000 円。
なおロスカットなどのリスクを軽減するためには、お取り引き数量を減らしたり預入証拠金を増やしたりすることでレバレッジを下げてお取り引きすること
をご検討ください。

～ソニー銀行の外国為替証拠金取引（FX）は外貨預金の残高も入金可能！
外貨預金（ブラジルレアル、中国人民元（CNH）を除きます）を証拠金として利用することができます。入金した外貨は実勢レートで円評価します。
外貨預金を外国為替証拠金取引（FX）の証拠金としても利用できるのは、ソニー銀行ならではです。

「口座管理・資金振替」メニュー内の「入出金照会」や「証拠金状況」を押すと、ご入金結果の確認ができます。
また、証拠金口座の資金を普通預金口座に振り替える際もこの画面で資金振替の手続きを行います。
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5.	 注文方法について
ソニー銀行の外国為替証拠金取引（FX）では様々なご注文の方法をご用意しています。
お客さまの目的にあったご注文方法をご利用ください。

目的 注文方法・説明

今のレートで取り引きをする

ストリーミング注文、通常注文（成行）
ストリーミング注文は発注時に価格・スリッページ許容幅を指定して発注します。約定処理までに許容幅を超えて不利に価格が変
動した場合には注文が失効します。
成行注文は価格やスリッページ許容幅は指定せず、約定処理時点の価格で原則必ず約定します。
約定価格に重きを置く場合にはストリーミング注文、価格よりも確実に約定することが重要な場合（損切りを目的とした決済注文
など）には成行注文が適していると言えます。

今よりも価格が下がったら買う
（または価格が上がったら売る）

通常注文（指値）
現在の価格よりも有利な条件で取り引きをすることを目的とする注文です。
新規注文の場合は「この価格まで行ったら相場が反転するだろう」という予想のもとにお取り引きするような（一般的に逆張りと呼
ばれる）ケース、決済注文の場合には主に発注時点よりも利益が大きくなったところで決済するケースなどでご利用いただく方法
です。

今よりも価格が上がったら買う
（または価格が下がったら売る）

通常注文（逆指値）
現在の価格よりも不利な条件で取り引きすることを目的とする注文です。
新規注文の場合は、「この価格に達したらさらに同じ方向に相場が動くだろう」という予想のもとにお取り引きするようなケース、
決済注文では主に発注時点よりも損失が大きくなったところで損切りをするケースなどでご利用いただく方法です。

できるだけ損失が小さくなるよ
うに損切りを設定する

通常注文（トレール）（決済注文のみ）
逆指値注文と同様、逆指値価格を指定しますが、発注後、配信価格がお客さまにとって有利に変動した場合、逆指値価格が追随
して動くことで、損切のラインを切り上げていくことができるため、相場の動き方によっては約定時に確定する損失額を通常の逆指
値よりも小さく抑えることができる注文方法です。配信価格に対してどれだけの幅を持って逆指値価格を追随させるかを「トレール
幅」で指定します。

利益確定の注文と損失限定の
注文を両方出しておく等

OCO注文
OCO注文は指値と逆指値をセットで発注し、配信価格がどちらかの注文価格に到達すると、価格が到達した注文が約定しもう一
方の注文が取り消される注文方法です。決済注文に利用すれば、利益確定と損失限定の両方の注文を一つの建玉に対して出して
おくことができます。新規注文で利用することもできます。

新規注文を出すときに、
建玉の決済注文も出しておく

IFD 注文、IFDOCO注文
IFD 注文および IFDOCO注文は、建玉を建てるための新規注文（＝1次注文）と、その約定によりできた建玉を決済する注文（＝
2次注文）をまとめて発注する方法です。1次注文は「成行」「指値」「逆指値」から選択でき、2次注文は IFD 注文の場合は「指
値」「逆指値」「トレール」から選択、IFDOCO注文ではOCO注文となります。
組み合わせによりいろいろな使い方が考えられる注文方法です。
・	 IFD 注文を使って、1次注文を「成行」で建玉を建て2次注文をトレールにして万一に備えておく（利益を確定する場合には2
次注文を取り消して決済する）

・	相場の流れに乗って1次注文を「逆指値」2次注文を「指値」で発注する
・	 IFDOCO注文を使って1次注文の約定でできた建玉に対して利益確定・損失限定の決済注文をセットで発注する

相場が急変したので、
急いで建玉を決済する

一括成行決済、一括成行全決済
ポジションサマリーの画面から、通貨ペア・売 / 買の別ごとの「一括成行決済」、または全通貨ペアの全建玉の「一括成行全決済」
ができます。すべて成行決済となり、約定処理時点の価格で決済されます。なお、発注済みの決済注文は自動的に取り消されます。

　 ワンポイント
～損失限定（ストップロス）注文の重要性について
外国為替証拠金取引 (FX)では、通常レバレッジをかけて10,000 通貨単位でお取り引きするため、為替変動による損益が大きくなりがちです。
為替相場が予想に反して動いたときには早めに決済して損失が大きくなり過ぎないようにコントロールすることが重要です。
お取り引き画面を見ていないときに為替が急変することもあり得ますので、逆指値やトレール注文、OCO注文などを活用して損失を抑える工夫をしておきましょう。
予想通りに為替が動いて利益が出た場合には、ストップロス注文を取り消して利益確定の決済注文をすることができます。
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6.	 新規注文の出しかた（建玉を建てるお取り引き）

新規注文画面を開く
ヘッダの「新規注文」または、メニュー「注文・照会」の「新規注文（入力）」を押して、新規注文画面を表示します。

■ヘッダ

■メニュー（注文・照会）

ストリーミング注文
現在の価格で取り引きをしたいときに使う注文方法です。

●	取引区分について
たとえばUSD/JPYの売りの建玉を3万通貨保有しているとき、「FIFO」を指定してUSD/JPYの買いの注文を5万通貨分だすと、
まず売りの建玉3万通貨を決済して、新規の買い建玉を2万通貨分建てる取引になります。「新規」を指定して同じ取り引き
をすると、売り建玉は決済されず買い建玉を5万通貨分建てることになります。同じ通貨ペアの買いと売りの建玉を同時に保
有することを「両建て」といいますが、経済合理性を欠く恐れがありますのでご注意のうえお取り引きください。

●	スリッページ許容幅について
ストリーミング注文は、原則お客さまが画面で押した価格でのお取り引きとなりますが、発注から約定処理までの間に価格が
変動した場合には発注価格とは異なる価格で約定処理をすることになります。そのため、発注価格よりいくらまでなら不利な
価格になっても約定させるか（スリッページを許容するか）をあらかじめ「スリッページ許容幅」で指定します。

スリッページ許容幅を超えて価格がお客さまに不利に変動した場合は注文が失効するため、許容幅が狭いほど失効の可能性
が高くなります。

なお指定の許容幅に関わらず、お客さまに有利な方向へは無制限にスリップします。

❶	タブで「ストリーミング注文」を選択し、必要に応じてご注文内
容を調整してください。「発注可能数量」を押すと、現在発注でき
る数量の上限の目安が確認できます。

❷	「確認画面が表示されないことに同意します。」にチェックをつけ
ます。チェックをつけることで、ストリーミングボードが押せる状
態になります。

❸	ストリーミングボードを押して発注します。

※	発注したご注文はお取り消しできませんのでご注意ください。
※	発注後は注文照会画面で、お取り引き結果をご確認ください。

❶
❷

❸
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通常注文（成行）
ストリーミング注文と同様に、現在の価格で取り引きをしたいときに使います。ただし、ストリーミング注文では発注時
に価格・スリッページ許容幅を指定し、約定処理までにご指定の許容幅を超えて不利に価格が変動した場合には注文が
失効しますが、成行注文では価格やスリッページ許容幅は指定せず、約定処理時点の価格で原則必ず約定します。

通常注文（指値／逆指値）
お取り引きしたい価格を指定して発注し、配信価格がご注文価格に到達したらお取り引きが成立する注文方法です。

「指値」は、発注時点の価格に比べてお客さまにとって有利な条件でお取り引きをする注文方法です。
そのため、買い注文の場合は発注時点の価格より小さい価格、売り注文の場合は大きい価格を指定します。

「逆指値」は、発注時点の価格に比べてお客さまにとって不利な条件でお取り引きをする注文方法です。
そのため、買い注文の場合は発注時点の価格より大きい価格、売り注文の場合は小さい価格を指定します。

指値注文は配信価格がご注文価格に到達した際、お客さまのご注文価格で約定します。ただし月曜日のレート配信開始
後最初に配信された価格がお客さまのご注文価格よりも有利な場合に限り当該配信価格で約定するため、お客さまにとっ
て有利なスリッページが発生することがあります。逆指値注文は配信価格がご注文価格に到達した際、成行注文と同様
に約定処理を行うためご注文価格に対して有利・不利ともにスリッページが発生する可能性があります。

❶	タブで「通常注文」を選択します。

❷	執行条件で「成行」を選択し、通貨ペア、売 /買やご注文内容を
必要に応じて調整してください。「発注可能数量」を押すと、現在
発注できる数量の上限の目安が確認できます。

❸	「確認」を押します。

❹	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

※	発注したご注文はお取り消しできませんのでご注意ください。
※	発注後は注文照会画面で、お取り引き結果をご確認ください。

❶	タブで「通常注文」を選択します。

❷	執行条件で「指値」または「逆指値」を選択し、通貨ペア、売 /
買やご注文内容を必要に応じて調整してください。「発注可能数量」
を押すと、現在発注できる数量の上限の目安が確認できます（実
際の発注可能数量は注文価格により計算されるため、表示される
数量と相違する可能性があります）。

❸	「確認」を押します。

❹	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

※	指値注文や逆指値注文は約定するまでの間は、変更や取り消しができ
ます。

❶

❶

❷

❷

❸

❸

❹

❹
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OCO注文
指値注文と逆指値注文をセットで発注します。配信価格がどちらかの注文価格に到達すると、価格が到達した注文が約
定しもう一方の注文が取り消されます。

❶	タブで「OCO注文」を選択し、通貨ペア、売 / 買やご注文内容
を必要に応じて調整してください。「発注可能数量」を押すと、現
在発注できる数量の上限の目安が確認できます（実際の発注可能
数量は注文価格により計算されるため、表示される数量と相違す
る可能性があります）。

❷	「確認」を押します。

❸	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

IFD（IFDOCO）注文
建玉を建てるための新規注文（＝1次注文）と、その約定によりできた建玉を決済する注文（＝2次注文）をまとめて発
注する方法です。1次注文は「成行」「指値」「逆指値」から、2次注文は「指値」「逆指値」「トレール」から選択できます。
なお、2次注文にはOCOを指定することもでき（IFDOCO注文）、この場合「指値」「逆指値」をセットで発注します。

❶	タブで「IFD（IFDOCO）注文」を選択し、売 /買やご注文内容を
必要に応じて調整してください。「発注可能数量」を押すと、現在
発注できる数量の上限の目安が確認できます（実際の発注可能数
量は注文価格により計算されるため、表示される数量と相違する
可能性があります）。

	 IFDOCO注文として発注する場合には、「OCO」にチェックをつ
けます。

	 2 次注文は、1次注文の価格を基準に、利益確定の注文を入力
する場合は「指値」、損失を限定するための注文を入力する場合
には「逆指値」または「トレール」となります。また、2次注文
の有効期限には、必ず1次注文の有効期限と同じか、より遠い
日時を指定してください。

❷	「確認」を押します。

❸	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。
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7.	 決済注文をする／建玉の一覧を確認する

建玉一覧の見かた
「建玉一覧」では保有中の建玉が一覧で表示され、建玉数量や現在の評価損益などを確認することができます。またそ
の建玉の決済ができます。ヘッダの「決済注文（建玉一覧）」または、メニュー「注文・照会」の「建玉一覧（建玉指定決
済）」を押して表示します。

■ヘッダ

■メニュー（注文・照会） ■建玉一覧（建玉指定決済）

一覧の表示件数の指定やページ送りなどの操作はここで行います。

決済注文の出しかた（建玉一覧から建玉を選んで決済する方法）
1.	建玉一覧画面で、決済したい建玉の「決済」欄にチェックをつけます。通貨ペアと売 /買の別が同じ建玉であれば同時に複
数指定して決済することもできます。

2.	「選択した建玉を決済」を押すと、「建玉指定決済（入力）」画面が表示されます。

注文方法は「ストリーミング」「通常（成行、指値、逆指値、トレール）」「OCO」から選択します。

※	発注済みの決済注文（指値など）がある場合、その注文数量分を除いた残数量が新たに発注できる数量の上限となります。建玉数量の全量
に対して決済注文を出したい場合には、「決済注文照会」ボタンを押して表示された画面で、あらかじめ発注済みの決済注文を取り消してくだ
さい。
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ストリーミング注文（決済）
❶	タブで「ストリーミング注文」を選択し、必要に応じてご注文内容
を調整してください。

❷	「確認画面が表示されないことに同意します。」にチェックをつけま
す。チェックをつけることで、ストリーミングボードが押せる状態
になります。

❸	ストリーミングボードを押して発注します。

※	発注したご注文はお取り消しできませんのでご注意ください。
※	発注後は注文照会、約定照会等で、お取り引き結果をご確認ください。

※	決済対象として複数の建玉を選択した場合、新規注文の約定日時の
古い建玉から順番に決済します。

通常注文（成行　決済）
❶	タブで「通常注文」を選択します。

❷	執行条件で「成行」を選択し、ご注文内容を必要に応じて調整し
てください。

❸	「確認」を押します。

❹	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

※	発注したご注文はお取り消しできませんのでご注意ください。
※	発注後は注文照会、約定照会等で、お取り引き結果をご確認ください。

通常注文（指値／逆指値　決済）
❶	タブで「通常注文」を選択します。

❷	執行条件で「指値」または「逆指値」を選択し、ご注文内容を必
要に応じて調整してください。

❸	「確認」を押します。

❹	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

　 ワンポイント
～決済対象建玉情報の内容
決済注文の対象となる建玉の情報を表示します。
総評価損益をはじめ、表示内容は画面を開いた時点のものですので、実際
に決済した際の損益とは異なる可能性があります。
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通常注文（トレール　決済）

OCO注文（決済）

❶	タブで「通常注文」を選択します。

❷	執行条件で「トレール」を選択し、ご注文内容を必要に応じて調
整してください。

❸	「確認」を押します。

❹	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

❶	タブで「OCO注文」を選択し、必要に応じてご注文内容を調整
してください。

❷	「確認」を押します。

❸	確認画面が表示されますので、内容を確認の上「発注」を押し
ます。

※	成行注文として処理するため、約定処理時点の価格で決済され
ます。複数の建玉がある場合、同じ通貨ペアでも建玉により異
なる約定価格となる可能性があります。

※	建玉に対して発注済みの決済注文がある場合、その注文を自動
的に取り消してすべての建玉を決済します。

すべての建玉を一括で決済する（一括成行全決済）
通貨ペアや売買の別にかかわらず、保有中のすべての建玉を一括で決済することができます。
相場急変などで損失が拡大してしまいそうなときなど、急いで建玉を決済する必要があるときなどにご活用ください。

1.	建玉一覧にて、「一括成行全決済」ボタンを押します。

2.	確認画面が表示されますので、よろしければ「はい」を押します。
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デリバリー取引（対円通貨ペアのみ）
買い建玉を保有している場合、通常はその建玉を売り決済することで取り引きを終了しますが、ソニー銀行では対円通
貨ペアに限り「デリバリー取引」ができます。デリバリーとは、たとえば USD/JPYで数量 20,000の買い建玉を保有し
ている場合、その建玉を建てた時の約定価格と建玉数量を掛けた金額（円）を証拠金口座から支払うことで、代わりに
20,000 米ドルを預入証拠金として受け取る現物受渡決済です。別途、通貨ペアごとに定められたデリバリー手数料が
必要です（売りの建玉をデリバリーする場合には、逆に外貨を証拠金口座から支払い、円を預入証拠金として受け取るこ
とになります）。

1.	建玉一覧で、デリバリーをしたい建玉の「デリバリー」を押します。

※	対象の建玉に発注済みの決済注文がある場合、「デリバリー」ができません。「決済注文照会」ボタンを押して表示された画面で、決済注文を
取り消してからお手続きください。

※	建玉の一部のみをデリバリーすることはできません。
※	あらかじめお手続きに必要な資金を証拠金口座に入金してからお申し込みください。

※	お申し込みが完了したデリバリーはお取り消しができませんのでご注意ください。

お取り引きの2営業日後に受け渡しとなります。受け渡された外貨はソニー銀行の外貨普通預金口座に資金振替をすることが
できます（受け取られた通貨の外貨普通預金口座の開設がお済みでない場合は、あらかじめ開設の上資金振替を行ってくだ
さい）。

2.	内容を確認し、「上記内容に同意する」にチェックをつけ、「デリバリーを実行する」を押すと手続きが完了します。
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※	成行注文として処理するため、約定処理時点の価格で決済されます。複数の建玉がある場合、同じ通貨ペアでも建玉により異なる約定価格と
なる可能性があります。

※	決済対象となる建玉に対して発注済みの決済注文がある場合、その注文を自動的に取り消してすべての建玉を決済します。

なお、保有中のすべての建玉を一括決済する場合には、「一括成行全決済」のボタンを押してください。

総評価損益（全通貨ペア合計｜円換算）の項目は、対米ドル通貨ペアの
損益を円換算のうえ合計して表示します。

8.	 ポジションサマリーを確認する／保有中の建玉を一括決済する

ポジションサマリーの見かた
「ポジションサマリー」では通貨ペア・売買の別毎の建玉合計数量や総評価損益などの確認のほか、建玉の一括決済が
できます。メニュー「注文・照会」の「建玉一覧（建玉指定決済）」から、ポジションサマリーのタブを押して表示します
（ホーム画面にもポジションサマリーは表示されていますが、一部表示項目・機能が異なります）。

特定の通貨ペア、売/買の建玉を一括決済する
1.	決済したい通貨ペア、売 /買の行の右の「一括決済」ボタンを押します。

2.	確認画面が表示されますので、よろしければ「はい」を押します。

■メニュー（注文・照会） ■ポジションサマリー
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9.	 チャート
ヘッダの「チャート」、またはメニュー「チャート・投資情報」の「シンプルチャート」を押して表示します。
画面を分割して複数のチャートを表示したり、各種テクニカル指標を使った分析をしたりすることができます。

詳細はシンプルチャート操作マニュアルをご覧ください。
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10.	注文の履歴を見る／未約定の注文の変更や取り消しをする

注文照会の見かた
注文照会ではご注文の履歴（新規注文・決済注文とも）が一覧表示されます。期間や通貨ペアなどの条件で絞り込みを
することができます。また、未約定のご注文については変更や取り消しを行うことができます。
メニュー「注文・照会」の「注文照会（変更・取消）を押して表示します。

●	「状態」について
注文一覧の「状態」に表示される各項目の説明は、以下の通りです。

状態 説明

注文済、注文済（変更） 指値注文などを発注後、未約定の状態。

待機中、待機中（変更） IFD、IFDOCO注文で1次注文が未約定の状態での2次注文の状態。

取消済 ご注文が取り消されたもの。

約定済 ご注文が約定したもの。

失効 ストリーミング注文や成行注文で約定が成立しなかったもの。

有効期限切れ 指値注文などで、指定した有効期限までに約定しなかったもの。

●	注文番号について
注文番号を押すと「注文詳細」画面が表示されます。注文変更などを行っている場合に、変更前の情報などを参照することが
できます。

■メニュー（注文・照会）

■注文照会（変更・取消）



20

注文内容を変更する
1.	注文照会画面で、変更したい注文の「変更」を押します。

2.	注文変更画面が表示されます。
❶	変更が可能な以下の項目についてご希望の内容
を入力します。

	 ・注文価格（トレール幅を含む）
	 ・注文数量
	 ・有効期限

❷	「確認」を押します。

❸	変更確認画面が表示されますので、内容を確認
の上「変更」を押します。

※	注文方法・執行条件や売 / 買については変更すること
はできません。

	 変更をご希望の場合は、一度注文を取り消してから
再度発注してください。

イメージは通常注文（指値）の変更画面です。

注文を取り消す

●	個別の注文を取り消す
1.	注文照会画面で、取り消したい注文の「取消」にチェックをつけます。複数の注文を選択することもできます。
2.	「選択した注文を取り消す」を押します。

3.	確認画面が表示されますので、「この注文を取り消す」を押すと取り消しが完了します。
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11.	約定したお取り引きの履歴を確認する（約定照会）
「約定照会」では、約定したお取り引きの履歴を確認することができます。メニュー「注文・照会」の「約定照会」を押し
て表示します。期間や通貨ペアなどの条件で絞り込みをすることができます。約定数量や、約定価格、決済約定により
実現した損益などを表示します。

●	未約定のすべての注文を取り消す
1.	注文照会画面で「すべての注文を取り消す」を押します。

2.	確認画面が表示されますので、「はい」を押すとすべての未約定注文の取り消しが完了します。

■メニュー（注文・照会）

■約定照会
決済注文の履歴には、決済対象欄に「照会」ボタンが表示されます。「照会」を押すと、決済対象となった建玉の情報が表示されます。
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12.	お取り引きの損益や資金振替などの入出金の履歴を確認する	
	 （入出金照会）

「入出金照会」ではお取り引きにより発生した為替差損益やスワップ損益、普通預金との資金振替など、証拠金口座の
資金の出入りを通貨ごとに確認することができます。入金された額は「金額」欄に正数で、出金された額はマイナスで表
示します。メニュー「口座管理・資金振替」の「入出金照会」を押して表示します。

●	「入出金区分」について

入出金区分 説明

振替入金 普通預金口座から外国為替証拠金取引口座への資金振替

振替出金 外国為替証拠金取引口座から普通預金口座への資金振替

為替差損益 建玉を決済することで発生した損益のうち、為替変動による損益

スワップ損益 建玉を決済することで発生した損益のうち、スワップポイントによる損益

コンバージョン コンバージョンが行われた際に引き出された額と、入金された額

デリバリー デリバリーを行った際に、支払った額と受け取った額

デリバリー手数料 デリバリーを行うのにかかった手数料

入金 その他の入金

出金 その他の出金

新規手数料 お取り引き手数料（ソニー銀行では0円）

決済手数料 お取り引き手数料（ソニー銀行では0円）

●	「状態」について

状態 説明

受付済 注文が約定した後、受け渡し前の状態。またはデリバリー実行後、受け渡し前の状態

処理済 資金振替や、お取り引きによる損益の受け渡しが完了した状態

取消済 何らかの理由で入出金の取り消しを行った状態

●	合計欄の見かた
画面に表示されている入出金履歴の、通貨ごとの入金の合計額、出金の合計額をそれぞれ表示しています。
「差引合計額」は入金額と出金額の差額です。

■メニュー「口座管理・資金振替」 ■入出金照会
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13.	証拠金の状況や取引余力を確認する（証拠金状況）
「証拠金状況」では、お客さまの証拠金の状況、お取り引きの余力や普通預金への出金可能額などを表示します。お客
さまの投資のスタイルに照らしてレバレッジ倍率が適切な範囲であるか、証拠金に十分な余裕があるかなどを確認するの
にご利用ください。メニュー「口座管理・資金振替」の「証拠金状況」を押して表示します。

■メニュー「口座管理・資金振替」

■証拠金状況

　 ワンポイント
～残高があるのに普通預金口座に出金ができない ?
「出金可能額」欄に表示されている金額に関わらず、「通貨別出金可能額」でひとつでもマイナスとなっている通貨がある場合、コンバージョンや当該通貨の振替
入金によりそのマイナスが解消するまでは全通貨について出金ができません。
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14.	マーケットニュースや経済指標カレンダーを見る
メニュー「チャート・投資情報」の「マーケットニュース」を押すとマーケットニュースを表示します。
各ニュースのヘッドラインを押すと、ニュースの本文が表示されます。

「経済指標カレンダー」タブを押すと別の画面で経済指標カレンダーを表示します。タブでカレンダーとニュースを切り替
えて見ることができます。

■メニュー「チャート・投資情報」

■経済指標カレンダー

■マーケットニュース
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15.	外国為替証拠金取引（FX）に関するお知らせ、	
	 お客さまへのお知らせを確認する

メニュー「お知らせ」の「外為証拠金取引のお知らせ」、または「お客さまへのお知らせ」を押して表示します。ホーム画
面にもお知らせが表示されています。各お知らせのタイトルを押すと、詳細が表示されます。

●	お客さまへのお知らせ
主にアラートやロスカットの発生のお知らせなどお客さま個別のお知らせが表示されます。

●	外国為替証拠金取引（FX）に関するお知らせ
ソニー銀行で実施しているキャンペーンや、システムメンテナンスなどのお知らせが表示されます。

■メニュー「お知らせ」

■お客さまへのお知らせ
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16.	よく取引する通貨ペアが指定の価格になったらメールで通知する	
	 	（為替ターゲットメール）

「為替ターゲットメール」は、配信されている価格がご指定の条件に到達した際にメールでお知らせするサービスです。
10パターンまで登録しておくことができます。メニュー「各種設定」から「為替ターゲットメール設定」を押して表示します。

●	「メール送信先」の設定方法
ソニー銀行に登録されているメールアドレスが表示
されます。それぞれ「送る」「送らない」を選択し、「設
定」を押してください。登録メールアドレスの変更
などをご希望の場合は、ソニー銀行のサービスサ
イトにログイン後の「各種手続」－「お客さま情報
変更」にてご希望のメールアドレスをご登録の上、
この画面で送信先の設定を行ってください。

●	新規設定
為替ターゲットメールを送信する条件を新たに設
定する場合は、設定欄の「新規設定」ボタンを押
してください。為替ターゲットメール設定（入力）
画面が表示されます。

●	変更
設定済みの条件を変更する場合は、設定欄の「変
更」ボタンを押してください。為替ターゲットメー
ル設定（入力）画面が表示されます。

●	再設定
設定された条件に配信レートが合致すると為替
ターゲットメールが送信されます。同じ条件で再度
設定したい場合は設定欄の「再設定」を押してく
ださい。為替ターゲットメール設定（入力）画面が
表示されます。

●	取消
設定した条件の取り消しをしたい場合には、「取消」
にチェックをつけ、「選択した設定を取り消す」を
押してください。

■メニュー「各種設定」

■為替ターゲットメール設定

■為替ターゲットメール設定（入力）

為替ターゲットメール設定画面で「新規設定」「変更」「再設定」のボタンを押すと入力画面が表示されます。
通貨ペア、設定レートなどの各項目の設定を確認・必要に応じて更新のうえ、「設定」を押してください。
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18.	確定申告などに使う書類（取引報告書兼残高報告書、取引残高	
	 報告書、年間取引報告書）を確認する（報告書一覧）

メニュー「チャート・投資情報」の「報告書」を押して表示します。ご覧になりたい報告書の種類や期間などを指定して「検
索」を押してください。

※	2015 年 6月28日以前の報告書をご覧になる場合には、「過去分（2015 年 6月28日以前）報告書」のリンクを押してください（該当の報告書がな
い場合はリンクは表示されません）。

17.	スワップポイント情報を見る
メニュー「チャート・投資情報」の「スワップポイント情報」を押して表示します。通貨ペア、日付を指定して「検索」を
押してください。スワップポイント情報は、「日付」欄に表示された取引日の終了時点（日本時間の翌日午前6:55（米国
夏時間の場合 5:55））で保有されている建玉に付与される1万通貨単位あたりのスワップポイントを表示しています。

■メニュー「チャート・投資情報」

■メニュー「チャート・投資情報」

取引残高報告書（月次）、取引残高報告書（四半期）、年間取引報告書の基準日は、各報告書の表示
対象期間の最終取引日です。

■報告書

■スワップポイント情報
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19.	外国為替証拠金取引（FX）に係る書面のご確認
ソニー銀行で外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面（取引説明書）を更新した場合、またはお客さまが本書面に
同意されてから1年が経過する際、お取り引きの前に契約締結前交付書面の内容に改めてご同意いただく必要があります。

20.	FXダイレクトログイン専用パスワードをお忘れの場合
FXダイレクトログイン専用パスワードをお忘れの場合、再設定をしていただくこととなります。
再設定の方法は、新規設定と同じ方法で行います（古いパスワードが上書きされ、新しく設定されたパスワードが有効に
なります）。

ソニー銀行サービスサイトにログインして、外国為替証拠金取引（FX）トップ画面の「FXダイレクトログイン専用パスワード」
－「パスワードの設定・変更・再設定」を押し表示される画面から再設定のお手続きをお願いいたします。

Light 版お取り引き画面にログインする際に上記の画面が表示されたら、画面の説明を読み、ご同意いただける場合に
は以下の操作を行ってください。

❶	「上記の対象書面について、上記の方法により電子交付を受けることに同意します。」にチェックをつけてください。

❷	契約締結前交付書面のPDFファイルをダウンロードして、内容をよく読み、十分にご理解ください。

❸	「同意してログイン」のボタンを押してお取り引き画面にログインしてください。

※	契約締結前交付書面（取引説明書）の更新後、またはお客さまが本書面に同意されてから1年が経過した後は、改めてご同意のお手続きをいただけ
ない場合にはお取り引きを行うことはできませんのでご注意ください。

❶

❷

❸


