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MATRIX TRADER iPhoneアプリ インストール方法① 

JFX 3 

App StoreからMATRIX TRADERのアプリをインストールするにはiTunes Storeのアカウントの作成が必要です。 
また、アプリのダウンロード時にもアカウントの確認とパスワードの入力が必要となります。 

※アカウントの作成方法の詳細は、右記URLをご参照ください。 http://support.apple.com/kb/ht2731?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP 

① 『App Store』をタップします。 ② 下部メニューの【検索】をタップしてください。 
③ 『jfx』と入力すると、 『jfx株式会社』 
   と表示されますので、【jfx株式会社】 
   をタップしてください。 

入力する
と・・・ 

検索結果が 
表示されます。 

http://support.apple.com/kb/ht2731?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP�


MATRIX TRADER iPhoneアプリ インストール方法② 

JFX 4 

⑤ 『Apple IDパスワード』を入力します。 ④ 『MATRIX TRADER』の説明画面が 
  表示されますので、画面上部にある 
           をタップします。 



MATRIX TRADER iPhoneアプリ インストール方法③ 

JFX 5 

⑥ アプリの読み込みが始まります。 ⑦ アプリのインストールが完了しました。    
   



MATRIX TRADER iPhoneアプリ ログイン方法① 

JFX 6 

① デスクトップに表示されている 
       をタップします。 

② MATRIX TRADERが起動しました。 
  【レート一覧】と【チャート】を表示することができます。 
  それ以外のメニュー項目をタップすると、ユーザーID 
  (ログインID)・パスワード入力画面が表示されます。        

③ ログイン画面が表示されます。 



MATRIX TRADER iPhoneアプリ ログイン方法② 

JFX 7 

④ ユーザーID（=ログインID)・パスワード
を入力します。 

⑤ 【ログイン】をタップします。 
        

              
 
 
ユーザーID（=ログインID）または 
パスワードを保存することができます。  

⑥ ログインすると全ての操作を 
   行うことができます。                   



メニュー①  

JFX 8 

【メニュー】では、各種照会・設定画面を選択することができます。 

P.10へ 

P.11へ 

P.20へ 

P.29へ 

P.35へ 

P.42へ 

P.50へ 

P.56へ 

P.65へ 

P.61へ 

P.59へ 

使用して 
おりません 

P.66へ 

P.67へ 

P.73へ 



メニュー②  

JFX 9 

【メニュー】では、各種照会・設定画面を選択することができます。 

P.81へ 

P.84へ 

P.86へ 

P.88へ 

P.91へ 

P.93へ 

P.74へ 

P.75へ 

P.78へ 



         レート一覧  

JFX 10 

現在のレートが表示されます。 
レート一覧は、画面下[リスト] [パネルＳ] [パネルＬ]の３種類で表示することが出来ます。。 

[パネル形式（Ｓ）] [リスト形式] 

BID・ASK、High(BID高値）、Low(ASK安値）、Change（BID前日比）が確認できます。 
 

BID・ASK、前日比（BID）が確認できます。 
 

画面上で上下に
スライドさせるこ
とで、 
他の通貨ペアを
表示することがで
きます。 

[パネル形式（Ｌ）] 

画面上で上下に
スライドさせるこ
とで、 
他の通貨ペアを
表示することがで
きます。 

画面上で上下に
スライドさせるこ
とで、 
他の通貨ペアを
表示することがで
きます。 

通貨ペア表示設定ができます。詳細はP.81へ 
 



JFX 11 

チャート①  
チャートを表示させることができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【チャート】をタップします。 
 

時間足の種類の変更ができます。 
詳細は、P.14へ 

各テクニカルの表示設定ができます。 
詳細は、P.15へ 

チャート上からクイック注文・注文・決済注
文・全決済注文を行うことができます。 
 
クイック注文の詳細は、P.35へ 
注文の詳細は、P.42へ 
決済注文（指定決済）の詳細は、P.20へ 
全決済注文の詳細は、P.50へ 

BID ASK の変更ができます。 
詳細は、P.14へ 

通貨ペアの変更ができます。 
詳細は、P.14へ 



JFX 12 

チャート② クロスラインの表示 
縦軸（値段軸）をタップすると水平線が、横軸（時間軸）をタップすると垂直線が表示され、 
クロスラインを表示させることができます。 

また、チャート画面をダブルタップすると、 
表示されているクロスラインが消えます。 

クロスラインで選択しているローソク足の四本値が表示されます。 



 チャート③ ローソク足の拡大/縮小 

JFX 13 

２本指で「広げる」「つまむ」動作をすることで、拡大、縮小することができます。 
 
「拡大」・「縮小」により、足の本数を増減することができます。 

「拡大」 「縮小」 

広げる つまむ 



チャート④ 表示内容設定 

JFX 14 

■通貨ペアの設定 ■時間足の設定 ■BID/ASKの設定 



チャート⑤ テクニカル設定1 

JFX 15 

テクニカル名の左端に✔が表示されているものが表示されます。 

テクニカルの表示を消したい時は、 
【なし】をタップします。 

【下部テクニカル】 
チャート下部に表示されるテクニカル指標
を1つ設定できます。 

【チャート】 
チャート上に表示されるテクニカル指標を 
1つ設定できます。 

各テクニカルの詳細設定ができます。 



チャート⑤ テクニカル設定2 

JFX 16 

① 【チャート】画面を開き、画面右下にある 
       をタップします。 

② 【テクニカル】画面が表示されます。 
  表示させたいテクニカル指標の名前を 
  タップします。  
   

③ ここでは、【単純移動平均】と 
【DMI】にチェックを入れました。 
 画面左上【チャート】をタップします。   

ここをタップ 



チャート⑤ テクニカル設定3 

JFX 17 

④ チャートに単純移動平均とDMIが表示されました。 

単純移動平均 
短期・長期線 

DMI 



チャート⑤ テクニカル設定4-1 

JFX 18 

その他、各テクニカルの数値や線の表示数を設定することができます。 

① 【チャート】画面を開き、画面右下にある 
       をタップします。 

② 設定を変更したいテクニカル名の右横に 
  ある    をタップします。  
  ここでは、【単純移動平均】の設定を変更します。  
  

③ 【単純移動平均】の設定画面が   
   表示されます。  

ここをタップ 



チャート⑤ テクニカル設定4-2 

JFX 19 

④ ここでは、 
   ・中期線  表示を「オフ」→「オン」  
          「13」→「30」 
   ・長期線   「21」→「70」 
  に変更しました。 
  画面左上【テクニカル】をタップします。   

⑤ 【テクニカル】画面に戻りますので、 
   画面左上【チャート】をタップします。    

⑥ 表示が変更されました。 



ポジション一覧① 

JFX 20 

検索条件を絞り込むことが出来ます。  
詳細はP.21へ      

ポジションが一覧で表示されます。 
通貨ペア・約定価格・pip損益・残Lot・ポジション損益・売買・ 約定日時・評価レート・ 
スワップ・評価損益の10項目が一度に確認できます。 

ポジション一覧の詳細を確認するには、 
①確認したいポジションをタップします。 
②【ポジション詳細】をタップします。 
③【ポジション詳細】画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保有中のポジションが一覧で表示されます。ここからポジションの決済ができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】の【ポジション一覧】をタップします。 

タップすると、注文画面が出ます。 

①ポジションの行の上でタップ 

② ③ 

メニュー画面が開きます。 



ポジション一覧② 絞り込み・ソート 

JFX 21 

【ポジション一覧】では、通貨ペア・並び順で情報を絞り込むことができます。 

絞り込みたい順番をタップします。 

 USD/JPYのみ表示されました。 

通貨ペアを指定することで、 
通貨別全決済注文ができます。 
詳細は、P.52へ 

絞り込みたい通貨ペアをタップします。 

古い順で表示されました。 



ポジション一覧③ 指定決済1 

JFX 22 

① 決済したいポジションをタップし、 
【決済注文入力】を選択します。 

② 【決済注文】画面が表示されます。 

ポジションを指定して、決済注文を出すことができます。 



JFX 23 

 ポジション一覧③ 指定決済2  

成行・ストリーミング・指値・逆指・トレール・時間指定・ＯＣＯから注文方法を選
択することができます。 

通貨ペア・売買・約定日時・約定価格・残Lot数が表示されます。 

決済Lot数を指定することができます。Lot数を変更することで、一部決済もできます。 

Lot数入力の機能です。 

成行決済時、確認画面の表示の有無を選択できます。 

③この画面で注文内容を設定することができます。 

パネルをタップすると決済できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ポジション一覧③ 指定決済3  

JFX 24 

④ 発注ボタンをタップします。 
   この場合、買いポジションに対する決済   
        なので、【売注文（緑）】をタップします。  

⑤ 【注文確認】画面が表示されます。 
   表示されている内容で問題なければ、 
   【注文実行】をタップします。 

⑥ 完了すると【○○で約定しました】 
    とポップアップが表示されます。 
       【閉じる】をタップします。 

ここをタップ 

にすると手順⑤は表示されません。 

**（例） 成行決済する場合 ** 



ポジション一覧③ 指定決済4 

JFX 25 

⑦ 【ポジション一覧】画面に戻りました。 
      
※ポジション一覧の情報が更新されない場合は、必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ    



JFX 26 

成行注文以外にも、多数の注文方法で、決済注文を出すことができます。 
 
 ▼ストリーミング ▼指値 

▼OCO 

【有効期限】では、 
 GTC（無期限）・当日（翌7:00AMまで[米国夏時間採用時は翌6:00AM]まで有効）・ 
   日付指定（100日まで指定可能）が選択できます。 

ポジション一覧③ 指定決済5 

▼逆指 ▼トレール 

▼時間指定 



ポジション一覧③ 全決済1 

JFX 27 

① 【ポジション一覧】画面上部  
   【注文】をタップします。 

② 全決済注文をタップします。 ③ 【全決済注文】ボタンが表示されます。 
   【全決済注文】をタップします。 

【ポジション一覧】から、全決済（成行のみ）注文ができます。 



ポジション一覧③ 全決済2 

JFX 28 

④ 通貨ペアを絞りたい場合は、 
 画面上部の【全通貨ペア】を 
 タップし、通貨ペアを選択します。 
 ここではUSD/JPYを選択します。 

⑦ 『注文を受け付けました』とポップ 
  アップが表示されます。【注文履歴へ】 
  をタップすると、【注文履歴】画面が 
  表示されます。 
   【閉じる】を押すと【全決済注文】画面へ 
   戻ります。 

※ポジション一覧の情報が更新されない場合は、必ず約定履歴を確認してください。
約定履歴の詳細は、P.59へ    

⑤ 【全決済注文】ボタンを 
  タップします。 

⑥ 【全決済注文を実行】ボタン 
  をタップします。 



注文一覧① 

JFX 29 

注文中の新規注文・決済注文が一覧で表示されます。ここから注文の変更・取消ができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【注文一覧】をタップします。 

 
タップすると注文することが出来ます。 

検索条件を絞り込むことが出来ます。  
詳細はP.30へ      

メニュー画面が開きます。 

注文が一覧で表示されます。 
通貨ペア・売買・Lot数・区分・執行条件・注文日時・両建が表示されます。 

注文内容の詳細を確認するには、 
①注文の行の上でタップします。 
②【注文詳細】画面が表示されます。 

①ここをタップ 

② 



注文一覧② 絞り込み・ソート 

JFX 30 

②【通貨ペア】・【注文区分】・【並び順】をタップします。 
  ここでは、【通貨ペア】を選択し【USD/JPY】のみ表示に設定します。 

③ USD/JPYのみ表示されました。 

【注文一覧】では、通貨ペア、注文区分、並び順で情報を絞り込むことができます。 

① 画面下部の絞り込み条件を 
 タップします。 

【通貨ペア】                   【注文区分】 

【並び順】 



注文一覧③ 注文変更1 

JFX 31 

① 【注文一覧】画面を開き、 
  変更したい注文をタップします。 

② ポップアップ画面が表示されま
すので、【注文変更】をタップします。 

③ 【注文変更】画面が表示されます。 
 
※【注文変更】では、Lot数・指定レート・有効期限 
  の変更のみ可能です。 
  それ以外を変更する場合は、注文取消後、 
  再注文してください。    

ここをタップ 



注文一覧③ 注文変更2 
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④ ここでは、指定レートを 
【99.898】→【100.000】に変更し、 
右上の【完了】をタップします。 

⑤ 画面下部にある 
【注文変更確認】を タップします。  

⑥ 【注文変更確認】画面が表示されます。 
     表示されている内容で問題がなければ、  
   【注文変更実行】をタップします。 

⑦ 注文が完了すると、 
「注文変更を受け付けました」と 
ポップアップが表示されます。 
 
【閉じる】を押すと【注文一覧】へ 
【注文履歴へ】を押すと【注文履歴】 
へ移動します。 



注文一覧④ 注文取消1 

JFX 33 

① 【注文一覧】画面を開き、  
  取消したい注文をタップします。 

② ポップアップ画面が表示されますので、
【注文取消】をタップします。 

③ 【注文取消を実行】 と 
ポップアップが表示されます。 
問題がなければタップします。 

ここをタップ 



注文一覧④ 注文取消2 
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④ 【注文を取り消しました】とポップアップが 
  表示されますので、【閉じる】をタップします。 

⑤ 完了すると【注文一覧】画面に戻ります。 
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 クイック注文① 

High(BID高値）、Low(ASK安値）、Change（BID前日比）が確認できます。 

通貨別全決済注文を出すことができます。通貨別全決済注文の詳細はP.38へ 

売注文[緑]または買注文[赤]
をタップすると、発注されます。 

通貨ペアを選択できます。 

両建の有無の設定ができます。 

許容スリップの設定ができます。 
pipsで入力します。詳細はP. 84へ 

売ポジション・買ポジションそれぞれの 
残Lot数 
平均レート 
pip損益 
評価損益 
が確認できます。 

▼許容スリップ入力 

注文画面からワンクリックで売買ができます。  

Lot数を設定できます。 

各設定の詳細は、P.84へ 

▼Lot数入力 

タップすると、レートを更新します。 



JFX 36 

 クイック注文② 注文方法1 

① メニュー画面の【クイック注文】を 
  タップすると、【クイック注文】画面が 
  表示されます。     

ここをタップ 

② 【売注文（緑）】または【買注文（赤）】  

をタップします。  
 ※ここでは【売注文（緑）】をタップします。 

③ 完了すると【○○で約定しました】 
    とポップアップが表示されます。 
       【閉じる】をタップします。  



JFX 37 

 クイック注文② 注文方法2 

④ クイック注文画面に戻ります。 画面内のポジション数が更新されました。  

※情報が更新されない場合は、 必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ  
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 クイック注文③ 通貨別全決済注文1 

① メニュー画面の【クイック注文】を 
  タップすると、【クイック注文】画面が 
  表示されます。      

② 【通貨別全決済】をタップします。   ③ 【通貨別全決済注文を実行】・【キャン 
   セル】が表示されます。 
    問題なければ、【通貨別全決済注文を 
   実行】をタップします。   

ここをタップ 

同一通貨ペアの複数ポジションを一度に決済することができます。 
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 クイック注文③ 通貨別全決済注文2 

④ 完了すると、『注文を受け付けました』と 
   ポップアップが表示されます。【閉じる】を 
  タップします。 

【閉じる】をタップすると、クイック注文画面に戻ります。 
 【注文履歴へ】をタップすると、【注文履歴】画面が表示されます。 

⑤ クイック注文画面内のポジション数が更新されました。 
 
   ※情報が更新されない場合は、 必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ  



JFX 40 

 クイック注文④ 通貨別買(売)全決済注文1 

① メニュー画面の【クイック注文】を 
  タップすると、【クイック注文】画面が 
  表示されます。      

② 【売 全決済】をタップします。   ③ 【売ポジション全決済を実行】・【キャン 
   セル】が表示されます。 
    問題なければ、【売ポジション全決済 
   を実行】をタップします。   

ここをタップ 

同一通貨ペアの複数ポジションを、売買別に一度に決済することができます。 



JFX 41 

 クイック注文④ 通貨別買(売)全決済注文2 

④ 完了すると、『注文を受け付けました』と 
   ポップアップが表示されます。【閉じる】を 
  タップします。 
 【閉じる】をタップすると、クイック注文画面に戻ります。 

 【注文履歴へ】をタップすると、【注文履歴】画面が表示されます。 

⑤ クイック注文画面内のポジション数が更新されました。 
 
   ※情報が更新されない場合は、 必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ  



注文① 新規注文1 
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新規注文は、【レート一覧】・【チャート】・【クイック注文】画面から出すことができます。 

ここをタップ 

① 新規注文を出したい通貨ペア 
   をタップします。 ここでは 
  【レート一覧】から USD/JPYを 
  選択します。 
   

② 【注文】をタップします。   ③ 【注文】画面が表示されます。   
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 注文① 新規注文2  

④ この画面で注文内容を設定することができます。 

成行・ストリーミング・指値・逆指・時間指定・OCO・IF-DONE・IF-OCOから注文方法を
選択することができます。 

BID・ASK、High(BID高値）、Low(ASK安値）、 Change（BID前日比）が表示されます。 

Lot数を指定することができます。 

成行注文時、確認画面の表示の有無を選択できます。 

ボタンをタップすると注文できます。 

通貨ペアが選択できます。 

タップすると、レートを更新します。 

両建ての有無の設定ができます。 ※各設定の詳細はP.84へ 



※成行注文時に【確認画面を表示】を【オフ】 
に設定すると上記画面は表示されません。 

注文① 新規注文3 
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⑥ 【注文確認】画面が表示されます。 
   表示されている内容で問題なければ、 
   【注文実行】をタップします。 

⑦ 【○○で約定しました】とポップアップが 
   表示されます。 
   【閉じる】をタップすると注文画面に戻ります。 

⑤ 発注ボタンをタップします。 
   ここでは、【買注文（赤）】をタップします。 

※ポジション一覧に表示されない場合は、 
   必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ 
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 注文① 新規注文4 
成行注文以外にも、多数の注文方法で、新規注文を出すことができます。 
 
 ▼ストリーミング ▼指値・逆指 ▼OCO 

買注文か売注文かを選択します。 
   買（指値）×買（逆指） 
   買（指値）×売（指値） 
   買（逆指）×売（逆指） 
   売（指値）×売（逆指） 
が選択できます。 

【有効期限】では、 
 GTC（無期限）・当日（翌7:00AM[米国夏時間採用時は6:00AM]まで 有効）・ 
   日付指定（1ヶ月先まで指定可能）等が選択できます。   
 



OCO2は、【逆指】・【トレール】から選択できます。 
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 注文① 新規注文5 
▼IF-DONE 

DONEの執行条件は 
【指値】・【逆指】・【トレール】から 
選択できます。 
 
 
 
 

IF注文は、 
【成行】・【指値】・【逆指】から選択 
できます。 
 
 
 
 

▼IF-OCO 

OCO１の指値注文は 
変更できません。 



JFX 47 

 注文② 決済注文1 

決済注文は、１.【レート一覧】・【クイック注文】画面から反対売買をして決済する方法 
         2.【ポジション一覧】からポジションを指定して決済する方法・・・ P.22へ 
         3.同一通貨ペアの全ポジションを一度に成行決済する方法（通貨別全決済注文） ・・・ P.52へ 
         4.全通貨ペアの全ポジションを一度に成行決済する方法（全決済注文） ・・・ P.50へ 
の４種類の方法があります。                                    

** 1.【レート一覧】から反対売買で決済する方法 ** 

① 保有中の「USD/JPY 買 99.361 1Lot」を 
       反対売買で決済します。 【レート一覧】 
  にて、決済したい通貨ペアをタップします。    

 ※反対売買で決済する場合は、発注可能額の範囲内でしか注文できません。 
  また、自動的に約定日の古いポジションから順に相殺され決済となりますので、ご注意ください。 

ここをタップ 

保有中のポジション 

② 【この通貨ペアで開く】 
  画面の【注文】をタップ 
  します。    

ここをタップ 



成行注文の場合          を【オフ】に 
すると上記画面は表示されません。          

JFX 48 

 注文② 決済注文2 

③ 【注文】画面が表示されます。 
  [両建]が[オフ]になっていることを 
  ご確認ください。   

④ 発注ボタンをタップします。 ここでは 
  買ポジションに対する決済なので、 
      【売注文（緑）】をタップします。 
 

⑤ 【注文確認】画面が表示されます。 
    表示されている内容で問題なければ、 
   【注文実行】をタップします。  
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 注文② 決済注文3 

⑥ 完了すると【○○で約定しました】 
    とポップアップが表示されます。 
       【閉じる】をタップします。 
   

⑦ 【注文】画面に戻りました。 
   画面左上    タップすると、 
  メニュー画面に戻ります。   

⑧【ポジション一覧】を確認すると、 
ポジションが決済されなくなっていることが   
 確認できます。 

※ポジション一覧の情報が更新されない場合は、 
   必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ 
 



JFX 50 

 全決済注文① 全決済注文１ 

① メニュー画面の【全決済注文】を 
  タップすると、【全決済注文】画面が 
  表示されます。      

② 【全決済注文】をタップします。   ③ 【全決済注文を実行】・【キャンセル】 
   が表示されます。 
    問題なければ、【全決済注文を実行】 
   をタップします。   

ここをタップ 

保有している全てのポジションを一度にまとめて成行決済することができます。 
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 全決済注文① 全決済注文2 

④ 完了すると、『注文を受け付けました』と 
   ポップアップが表示されます。 

【閉じる】をタップすると、全決済注文画面に戻ります。 
 【注文履歴へ】をタップすると、【注文履歴】画面が表示されます。 

⑤ 全決済注文画面内のポジションが更新されました。 
 
   ※情報が更新されない場合は、 必ず約定履歴を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ 



JFX 52 

 全決済注文② 通貨別全決済注文1 

① メニュー画面の【全決済注文】を 
  タップすると、【全決済注文】画面が 
  表示されます。      

③ 【全決済注文】をタップします。   

ここをタップ 

② 【全通貨ペア】→【USD/JPY】 
   に変更します。   

同一通貨ペアの複数ポジションを一度に決済することができます。 
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 全決済注文② 通貨別全決済注文2 

⑤ 完了すると、『注文を受け付けました』と 
   ポップアップが表示されます。 

【閉じる】をタップすると、全決済注文画面に戻ります。 
【注文履歴へ】をタップすると、【注文履歴】画面が 
表示されます。 

⑥ 全決済注文画面内の 
    ポジションが更新されました。   
※情報が更新されない場合は、 必ず 
     約定履歴 を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ 

④ 【全決済注文を実行】・ 
   【キャンセル】が表示されます。 
    問題なければ、【全決済注文を 
   実行】をタップします。   
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 全決済注文③ 通貨別買(売)全決済注文1 

① メニュー画面の【全決済注文】を 
  タップすると、【全決済注文】画面が 
  表示されます。      

③ 【全決済注文】をタップします。   

ここをタップ 

② 【全通貨ペア】→【USD/JPY】、 
   【すべて】→【買のみ】 
   に変更します。   

同一通貨ペアの複数ポジションを、売買別に一度に決済することができます。 



JFX 55 

 全決済注文③ 通貨別買(売)全決済注文2 

⑤ 完了すると、『注文を受け付けました』と 
   ポップアップが表示されます。 

【閉じる】をタップすると、全決済注文画面に戻ります。 
【注文履歴へ】をタップすると、【注文履歴】画面が 
表示されます。 

⑥ 全決済注文画面内の 
    ポジションが更新されました。   
※情報が更新されない場合は、 必ず 
     約定履歴 を確認してください。 
  約定履歴の詳細は、P.59へ  

④ 【買ポジション全決済を実行】・ 
   【キャンセル】が表示されます。 
    問題なければ、【買ポジション 
        全決済を実行】をタップします。   



注文履歴① 
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タップすると注文することが出来ます。 

検索条件を絞り込むことが出来ます。  
詳細は次ページへ      

メニュー画面が開きます。 

注文履歴が一覧で表示されます。 
通貨ペア・執行条件・注文日時・売買・区分・Ｌｏｔ数・両建が表
示されます。 

各履歴の詳細を確認するには、 
①注文の行の上でタップします。 
②【注文履歴詳細】画面が表示されます。 

注文の履歴を検索・確認できます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【注文履歴】をタップします。 
 

①ここをタップ ② 



注文履歴② 絞り込み・ソート1 
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【注文履歴】では、通貨ペア、注文区分、注文日時で情報を絞り込むことができます。 

① 画面下部の絞り込み条件を 
 タップします。 

【通貨ペア】…全通貨ペア、通貨ペアごとの指定ができます。 
【注文区分】…すべて/売買のみ/決済のみ の指定ができます。 
【注文日時】…注文した日時で検索範囲を指定できます。 

【通貨ペア】 【注文日】 

② 検索条件を指定します。 

【注文区分】 

         …ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞを基準として検索します。 
        …時間を指定して検索できます。     



注文履歴② 絞り込み・ソート2 

JFX 58 

③ ここでは【通貨ペア】USD/JPY、【注文区分】決済のみ に指定します。 
              

④ USD/JPYの決済注文履歴のみ表示されました。 



約定履歴① 
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検索条件を絞り込むことが出来ます。  
詳細は次ページへ      

約定履歴が一覧で表示されます。 
通貨ペア・約定値・約定日時・売買・区分・Lot数 が表示されます。 

各履歴の詳細を確認するには、 
①注文の行の上でタップします。 
②【約定履歴詳細】画面が表示されます。 

約定の履歴を検索・確認できます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【約定履歴】をタップします。 

 
 

タップすると注文することが出来ます。 
メニュー画面が開きます。 

①ここをタップ 

② 



約定履歴② 絞り込み・ソート 
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②【通貨ペア】・【注文区分】・【約定日時】をタップします。 
  ここでは、【USD/JPY】のみの表示を設定します。 

③ USD/JPYのみ表示されました。 

【約定履歴】では、通貨ペア、注文区分、約定日時で情報を絞り込むことができます。 

① 画面下部の絞り込み条件を 
 タップします。 

        …ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞを基準として検索します。 
        …時間を指定して検索できます。     



入出金履歴① 
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検索条件を絞り込むことが出来ます。  
詳細はP.62へ      

入出金一覧が一覧で表示されます。 
日時・区分・金額・状態 が表示されます。 

入出金履歴の詳細を確認するには、 
①注文の行の上でタップします。 
②【入出金詳細】画面が表示されます。 

入出金の履歴を検索・確認できます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【入出金履歴】をタップします。 

 
メニュー画面が開きます。 タップすると注文することが出来ます。 

①ここをタップ 

② 



入出金履歴② 絞り込み・ソート1 

JFX 62 

【入出金履歴】では、検索条件を指定し、情報を絞り込むことができます。 

① 画面下部の【全区分】【全科目】【受付日時】より
検索条件の指定が出来ます。 

【区分】…入金のみ、出金のみ などが指定できます。 
【科目】…科目ごとに検索範囲を指定できます。 
【受付日時】…入出金依頼をした日にちで検索範囲を指定できます。 

【区分】 【科目】 

② 検索条件を指定します。 

【受付日時】 

           …ﾆｭｰﾖｰｸｸﾛｰｽﾞを基準として検索します。 
         …時間を指定して検索できます。     



入出金履歴② 絞り込み・ソート2 
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③ ここでは【全区分】 を「入金」のみに 
   指定します。       

④ ｢入金」の履歴が表示されました。 



JFX 64 

① 【入出金履歴】画面を開き、 
   取消したい受付中の出金 
   依頼をタップします。 

入出金履歴③ 出金依頼取消 

② 【入出金履歴詳細】画面が 
  表示されるので、 
  問題なければ、 
  画面下部にある【出金取消】  
  をタップします。 
    

③ 【出金取消を実行】を 
  タップします。 

受付中の出金依頼を取り消すことができます。 

ここをタップ 

④ 出金が取消されました。 



JFX 65 

会員の皆様へのお知らせを確認することができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】 → 【会員の皆様へのお知らせ】をタップします。 
 

【会員の皆様へ】をタップすると一覧画面に戻ります。 

各タイトル名をタップすると、タッ
プしたお知らせの詳細を確認す
ることができます。 

会員の皆様へのお知らせ 

すぐに注文画面に移ることが 
できます。 
 

前後のお知らせを閲覧できます。 



ニュース 
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24時間リアルタイムで配信されるマーケット情報を確認することができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【ニュース】をタップします。 
 

ニュースソースを選択することができます。
すべてを選ぶと１日約３３０本のニュース
が閲覧可能です。 

ニュースを見ながらすぐに注文画面 
に移ることができます。 

各タイトル名をタップすると、タップした
ニュースの詳細を確認することができ
ます。 

前後のニュースを閲覧できます。 



JFX 67 

小林芳彦のマーケットナビ① 
【小林芳彦のマーケットナビ】が視聴できます。 
 

① 【メニュー】を開き、【小林芳彦のマーケットナビ】 
   をタップします。   

② 【小林芳彦のマーケットナビ】の目次 
    画面が表示されます。 

P.68へ 

P.69へ 

P.69へ 

P.70へ 

P.71へ 

P.72へ 

P.72へ 



JFX 68 

各タイトル名をタップすると、 
タップした記事の詳細を確認することができます。 

小林芳彦のマーケットナビ② マーケット速報 
小林芳彦が書いている記事全てをここで閲覧できます。 
朝立てた売買方針の変更がある場合など、リアルタイムの相場観をお伝えします。 
 

【小林芳彦のマーケットナビ】 
メニュー画面に戻ります。 

マーケット速報の画面に戻ります。 



JFX 69 

小林芳彦のマーケットナビ③モーニング（イブニング）ショット 

音声による市場解説です。午前と午後の2回配信されます。 

① 【モーニングショットはこちら】を 
   タップします。 

② 音声のロードが完了すると 
    始まります。 

③    をタップすると、一時停止します。 
   再生するときは、   をタップします。 

小林芳彦のマーケットナビメニュー
画面に戻ります。 
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各通貨ペア名をタップすると、 
タップした通貨ペアの詳細を確認することができます。 

小林芳彦のマーケットナビ④ 売買方針  
主要６通貨ペアの方針・参入レベル・利食い水準・損切り水準が毎朝アップされます。 

【小林芳彦のマーケットナビ】 
メニュー画面に戻ります。 

売買方針の画面に戻ります。 



JFX 71 

小林芳彦のマーケットナビ⑤ 経済指標カレンダー  
経済指標発表の予定を確認できます。 
月の中ごろに翌月の経済指標カレンダーが更新されます。 
 ＜ランクの見方＞ 
 *赤太字…最重要経済指標 
 *黒字………状況によって重要な指標 
 

前週へ…1週間前の指標情報が表示されます。 
本日…当日の指標情報が先頭に表示されます。 
次週へ…来週の指標情報が表示されます。 

表示したい月を指定することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【小林芳彦のマーケットナビ】 
メニュー画面に戻ります。 



JFX 72 

小林芳彦のマーケットナビ⑥ Klug NEWS / fx wave   

■Klug NEWS  
GCIキャピタル社の提供するニュースです。 

【Klug NEWS】・【fx wave 】が閲覧できます。平日24時間リアルタイムで配信されます。 

■fx wave 
（株）DZHフィナンシャルリサーチの提供するニュースです。 

各タイトル名をタップすると、 
タップしたニュースの詳細を 
確認することができます。 

各タイトル名をタップすると、 
タップしたニュースの詳細を 
確認することができます。 

【Klugニュース】の画面に戻ります。 【fx waveニュース】の画面に戻ります。 

【小林芳彦のマーケットナビ】 
メニュー画面に戻ります。 

【小林芳彦のマーケットナビ】 
メニュー画面に戻ります。 



必要証拠金 
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各通貨ペアの取引単位・必要証拠金（売・買）を確認することができます。 
 画面を表示させるには、【メニュー】→【必要証拠金】をタップします。 
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証拠金状況 
現在の口座状況の詳細が表示されます。  
画面を表示させるには、【メニュー】→【証拠金状況】をタップします。 
 

追加証拠金・充当額・不足額 
の表示は、現在使用していません。 

■預託証拠金        初回入金の場合は、ご入金金額が表示されます。お取引開始後は、確定損益が加減算されます。 
■有効証拠金        預託証拠金と評価損益（ポジション損益+未実現スワップ）の合計が表示されます。 
■必要証拠金      保有ポジションの必要証拠金の合計が表示されます。 
■発注証拠金          未約定注文の必要証拠金に相当する金額が表示されます。 
■評価損益           全てのポジションの評価損益（ポジション損益+未実現スワップ）が合計され、 
                                          いくら損益が出ているかが表示されます。 
■有効比率(％)          「有効証拠金÷必要証拠金×100」で計算されます。100％を割り込むとロスカットとなります。 
■発注可能額            有効証拠金から必要証拠金と出金依頼額、発注証拠金を差し引いた金額となります。 
■出金可能額            「預託証拠金＞有効証拠金」の場合、有効証拠金から必要証拠金と発注証拠金を差し引いた金額となります。 
                                         「預託証拠金＜有効証拠金」の場合、預託証拠金から必要証拠金と発注証拠金を差し引いた金額となります。 
■出金依頼額            受付中の出金指示金額です。出金可能額の範囲内でしか出金できません。 
■ポジション損益        保有ポジションの時価評価額が表示されます。 
               買いポジションの場合はBIDレート、売りポジションの場合はASKレートでそれぞれ計算されます。             

■未実現スワップ        保有ポジションのスワップポイントの合計が表示されます。 
              ポジションが決済されるまで有効証拠金に加減算され、ポジション決済後に預託証拠金に加減算されます。                                              
■アラート基準額        必要証拠金を2倍した金額が表示されます。有効証拠金がこの金額を下回ると、 
              口座状況をお知らせするアラートメールが送信されます。                 
■ロスカット基準額    必要証拠金と同等の金額が表示されます。有効証拠金がこの金額を下回るとロスカットとなります。 
■レバレッジ                お客様のお取引口座の実効レバレッジが表示されます。 
                                          「保有ポジションの総代金（為替レート×保有ポジションの通貨数量)÷有効証拠金」で計算されます。 
 
 
 

証拠金状況の内容 
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クイック入金① 

① 【メニュー】→【クイック入金】をタップします。 ② 【入金依頼額】を入力し、 
   【金融機関名】を選択します。 
  まずは、 
  をタップします。 

入出金についての注意点は、下記URLをご参照ください。 
http://www.jfx.co.jp/category/payment/mt.html 

③ 【入金依頼額】を入力し終えたら 
       をタップします。 

http://www.jfx.co.jp/category/payment/mt.html�


JFX 76 

⑤ 【確認】をタップします。 

クイック入金② 

⑥ 内容を確認後、【入金依頼】を 
  タップします。 

※金融機関名が表示されていない場合は、「その他の金機関」をお選びください。 
※ATMからのクイック入金をご希望の場合は、金融機関名で「ATM」をお選びください。 

④             をタップし 
  【金融機関名】を選択します。 
  選択したら      をタップ 
  します。 



JFX 77 

クイック入金③ 

⑦ 指定した金融機関のウェブサイトが表示されます。 
   手順に従って入金を完了させてください。 
 
※これより先は各金融機関によりそれぞれ操作手順が変わります。 
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① 【出金依頼】画面を開き、 
【出金依頼額】 の枠内をタップします。 

出金依頼① 通常出金 
出金の依頼を出すことが出来ます。 
ここからのお手続きは、【通常出金】となりますので、原則としてお客様から請求があった日から、翌営業日に登録金融機関へ 
送金いたします。   リアルタイム出金の詳細は、P.79へ 

画面を表示させるには、【メニュー】→【出金依頼】をタップします。 

②キーボードが表示されるので、 
金額を入力後、【return】をタップします。 

ここをタップ 

③内容を確認し、 
【出金依頼確認】を 
タップします。 

④【出金依頼実行】を 
タップすると出金依頼が 
確定されます。 

ご登録いただいている 
金融機関名が確認でき
ます。 

⑤出金依頼が受付されました。 
出金状況は、【入出金履歴】で 
確認できます。 
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出金依頼② リアルタイム出金 
リアルタイム出金の依頼を出すことが出来ます。 

ここからのお手続きは、【リアルタイム出金】となりますので、平日（銀行営業日）の9：30～14：30の間で行ったリアルタイム出金は、 
即時出金となります。上記時間外でリアルタイム出金をした場合は、翌営業日の9：30より順次出金となります。 

画面を表示させるには、【メニュー】→【出金依頼】をタップします。 

① 【出金依頼】画面を開き、 
【出金依頼額】 の枠内をタップし、金額
を入力後、【return】をタップします。 

③ 内容を確認し、出金依頼
確認をタップします。 

④ ご登録いただいている 
金融機関と出金依頼内容が 
表示されますので、内容の 
ご確認後、【出金依頼実行】を 
タップします。  

⑤ リアルタイム出金が完了 
しました。 
出金状況は、【入出金履歴】で 
確認できます。 
  

ここをタップ 

ここをタップ 

② 【出金区分】の枠内をタップし、 
【リアルタイム出金】に変更後、 
右上の【完了】ボタンをタップします。 



JFX 80 

出金依頼時の注意事項  

出金のお手続きはリアルタイム出金、通常出金合わせて1日1回です。 
複数回のご依頼はできませんのでご注意ください。 
 
※1日とは7：00～翌7：00（米国夏時間採用時は6：00～翌6：00）です。 
※土・日・月曜日は3日で1日とします。  
 
1回以上出金されようとすると、右記のようなエラーメッセージが表示されます。 
 
※通常出金の場合、出金依頼が「受付中」の状態の場合は、キャンセルが可能なので 
    出金取消手続きをすれば再度出金依頼を出すことができます。 
     
    リアルタイム出金は、手続き後取引画面から即座に依頼額が出金されます。 
   平日9:30～14:30に手続きが完了した場合は、リアルタイムにご登録金融機関への振込が完了します。 
   上記時間帯以外のお手続きは、ご登録金融機関への振込が翌営業日9:30以降となります。 
  ※リアルタイム出金は、手続き完了後はキャンセルができませんのでご注意ください。 
 
MATRIX TRADERリアルタイム出金は、1,000円以上100万円以下の対応となります。 
100万円を超える出金をご依頼いただく場合は、通常の出金依頼をご利用ください。 
 
精算時以外の1,000円未満の出金依頼は原則受付いたしません。 
1,000円未満の出金依頼をお出しいただいた場合、 
出金のお手続きはキャンセルさせていただく場合があります。 
 
 
 
 
 
 

入出金についての注意点は、下記URLをご参照ください。 
http://www.jfx.co.jp/category/payment/mt.html 

http://www.jfx.co.jp/category/payment/mt.html�


    となっている通貨ペアが、レート一覧やチャートに反映されます。
最大21通貨ペア選択することができます。 
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通貨ペア表示設定① 表示通貨ペアの変更 
レート一覧・チャートに表示する通貨ペアと、通貨ペアの並び順を変更することができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【通貨ペア表示設定】をタップします。 
 

① 【通貨ペア表示設定】を開きます。 
   ここでは、USD/JPY・GBP/JPY・EUR/JPYのみ  
   表示する設定に変更します。 

②  USD/JPY・GBP/JPY・EUR/JPYのみオン、他の通
貨ペアはオフにします。 

ここをタップすると、 
オン/オフの切り替えができます。 

③ レート一覧を確認すると、 USD/JPY・
GBP/JPY・EUR/JPYのみ表示されました。 

画面上で上下に
スライドさせるこ
とで、 
他の通貨ペアを
表示することがで
きます。 
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通貨ペア表示設定② 並び順変更1 
レート一覧・チャートに表示する通貨ペアの並び順を、変更することができます。 

① 【通貨ペア表示設定】を開き、 
   並べ替えたい通貨ペアの右端にある 
      を押さえます。ここでは、GBP/JPY 
   を一番上に移動させます。 
    

②    を押さえたまま、一番上にスライド   
   させます。 

③ GBP/JPYが一番上になりました。  

ここを押しながら
上へスライド 
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通貨ペア設定② 並び順変更2 

④ 【レート一覧】を開くと、通貨ペアの並び順が変わり、GBP/JPYが一番上に表示されました。 
       【チャート】の通貨ペア変更を開くと、通貨ペアの並び順が変わり、GBP/JPYが一番上に表示されました。 
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通貨ペア別注文設定①  
注文画面に表示する通貨ペアの、基本Lot数、許容スリップ、指値幅、トレール幅を指定します。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【通貨ペア別注文設定】をタップします。 

ここをタップ 

ここをタップ 
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通貨ペア別注文設定② 
ここでは、ＵＳＤ/ＪＰＹのＬｏｔ数を4Ｌｏｔに、ＧＢＰ/ＪＰＹのＬｏｔ数を2Ｌｏｔに設定してみます。 

注文画面で、ＵＳＤ/ＪＰＹのＬｏｔ数が4Ｌｏｔに、 
ＧＢＰ/ＪＰＹのＬｏｔ数を2Ｌｏｔに変更されました。 



注文初期値設定① 新規注文方式 
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【新規注文方式】 【新規注文執行条件】 【有効期限】 

【日付指定の初期値】 
１～100日後までを入力できます。 
 
【両建】 
両建の設定ができます。 
 
【成行注文のとき確認画面を表示】 
オフに切り替えると、成行注文時にレートをタップするだけで発注が 
可能になります。 
 
 
 
 
 

通常注文 
時間指定 
OCO 
IF-DONE 
IF-OCO 

成行 
ストリーミング 
指値 
逆指 

当日 
GTC（無期限） 
日付指定 
 

新規注文の設定ができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【注文初期値設定】をタップします。 
 



初期値設定② 決済注文方式 
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【決済注文方式】 【決済注文執行条件】 【決済指定レート計算基準】 

通常注文 
時間指定 
OCO 

成行 
ストリーミング 
指値 
逆指 
トレール 

決済注文時の現在価格 
新規約定値 

決済注文の設定ができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【注文初期値設定】をタップします。 
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アプリ動作設定① 起動時に開く画面 
起動時に開く画面を設定することができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【アプリ動作設定】をタップします。 
 

 …変更をキャンセルします。 
     
  …設定した変更が保存されます。 

▼アプリ立ち上げ時の表示 

ログインボタンを押し、ログインした後の表示画面を設定する ことができます。  
    ・ログアウトしないままHomeボタンを押し画面を閉じた場合は、最後に開いた画面が   
    毎回表示されます。   
      ・「レート一覧」・「チャート」・「通貨ペア設定」以外の画面を選択した場合は、 
       ログイン画面が表示され、ログイン後、選択した画面に表示が切り替わります。 
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アプリ動作設定② 自動更新間隔 
自動更新間隔を設定することができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【アプリ動作設定】をタップします。 
 

【 １秒・３秒・５秒・１０秒・３０秒・６０秒、更新しない】の7種類が選択できます。 

 …変更をキャンセルします。 
     
  …設定した変更が保存されます。 
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アプリ動作設定③ 自動ログアウト 
自動ログアウトを設定することができます。 
画面を表示させるには、【メニュー】→【アプリ動作設定】をタップします。 
 

自動ログアウトを【オン】に変更して、ホームボタン
で閉じると自動的にログアウトします。 
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Webログイン パスワード変更・ターゲットメール設定1 
iPhoneアプリから携帯版画面へ切り替えることができます。 
携帯版では、ターゲットメール設定やパスワード変更ができます。 
 

① メニュー画面を開き、【Webログイン】 
   をタップします。   

② 携帯版のログイン画面が表示されました。 
    ログインID（=ﾕｰｻﾞｰID）とパスワードを 
   再入力し、 【ログイン】をタップします。 
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Webログイン パスワード変更・ターゲットメール設定2 

③ 【 ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ】が表示されました。   
   
   ターゲットメール設定・パスワード変更は、[8]設定 から 
     操作ができます。 
   
        操作方法の詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。 
   ▼ターゲットメール・パスワード変更（下記ページのP.24～25）を参照 
   http://www.jfx.co.jp/pdf/mtkeitai.pdf     
    
       
          

http://www.jfx.co.jp/pdf/mtkeitai.pdf�
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ログイン/ログアウト 
▼ログアウトしている場合 
 
【レート一覧】と【チャート】を表示することができます。 
それ以外のメニュー項目をタップすると、ユーザーID(ログ
インID)・パスワード入力画面が表示されます。 

▼ログインしている場合 
 
全ての操作ができるようになります。 
【ログアウト】をタップすると、取引口座からログアウトすることができます。 
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当社に対するご意見・ご質問・ご要望などがございましたら、 
下記の連絡先にて、お気軽にご連絡ください。 
 
 
▶電話でのお問い合わせ  
 フリーダイヤル：0120-219-472 
 一般電話：03-5541-6401 
（お客様からのご意見、ご要望にお応えできるように、お電話を録音させていただくことがあります。） 

 
▶FAXでのお問い合わせ 
 FAX番号：03-5541-6402 
 
▶E-mailでのお問い合わせ 
 E-mail:info@jfx.co.jp 
 
▶お問い合わせフォームでのお問い合わせ 
  https://info.jfx.co.jp/jfxapl/webcustom/AutoCustomerQus.jsp 

困った時は… 

https://info.jfx.co.jp/jfxapl/webcustom/AutoCustomerQus.jsp�
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