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取引に関する設定画面や各種ウィンドウは、取引画面上部にあるメニューバーから呼び出すことができます。 

MATRIX TRADERのメニュー一覧について 
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注文＆動作設定         取引や注文画面に関する設定ができます。 

                                 詳細は『注文＆動作設定』をご参照ください。 

デザイン設定           注文画面やレートパネルなどの各画面の色やフォントの設定ができます。 

                                                              詳細は『デザイン設定』をご参照ください。    

My通貨設定             注文画面やチャート画面にある通貨ペアのプルダウンリストの設定ができます。 

                                 詳細は『My通貨設定』をご参照ください。 

各種設定の保存          取引画面で設定した内容を保存します。 

                                 詳細は『各種設定の保存』をご参照ください。 

各種設定のエクスポート     取引画面で設定した内容をエクスポートします。 

                                 詳細は『各種設定のエクスポート／インポート』をご参照ください。 

各種設定のインポート     取引画面で設定した内容をインポートします。 

                                 詳細は『各種設定のエクスポート／インポート』をご参照ください。 

サーバ保存設定        設定をサーバで保存します。 

                                     詳細は『サーバ保存設定』をご参照ください。  

ターゲットメール設定     ターゲットメールの登録/削除ができます。 

                                 詳細は『ターゲットメール設定』をご参照ください。 

通知メール設定・        取引に関するメール（約定メール）の受信先メールアドレスの変更/追加/削除ができます。 

メアド変更                           詳細は『通知メール設定・メアド変更』をご参照ください。 

パスワード変更         パスワードの変更ができます。 

                                 詳細は『パスワード変更』をご参照ください。 

サウンド設定          約定音とアラート音に関する音の設定ができます。 

                                   詳細は『サウンド設定』をご参照ください。 

各種設定の初期化       取引画面の設定を初期状態に戻します。 

                                                                        詳細は『各種設定の初期化』をご参照ください。  

ログアウト            ログアウトします。ログアウトするとログイン画面に戻ります。 

                                                                  詳細は『ログアウト』をご参照ください。 

バージョン                             MATRIX  TRADERのバージョンが確認できます。 詳細は『バージョン情報』をご参照ください。 

終了               取引画面を終了します。      詳細は『終了』をご参照ください。 
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http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b17.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b18.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b19.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b19.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b20.pdf
https://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b38.pdf
https://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b38.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b32.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b21.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b22.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b23.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b24.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b25.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b26.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b27.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b28.pdf


JFX 3 

■メニューバー 表示 

フォントサイズ      取引画面の文字のサイズが変更できます。                        

ツールチップ      カーソルを合わせたアイコンの機能説明が表示されます。 

                初期設定ではツールチップの機能がＯＮの状態になっています 

証拠金状況バー     証拠金状況バーが表示されます。 

                初期設定では証拠金状況バーの表示がＯＮの状態になっています。 

ツールバー        ツールバーが表示されます。 

                                         初期設定ではツールバーの表示がＯＮの状態になっています。 

ニューステロップ     取引画面上部にニューステロップが流れます。詳細はこちら 

               初期設定ではニューステロップの表示がＯＮの状態になっています。 

ウィンドウ整列     取引画面内の各ウィンドウを自動整列させる機能です。 

 

ウィンドウ整列 

（横並び）        取引画面内の各ウィンドウを横一列に自動整列させる機能です。 

 

ウィンドウ一括操作  表示中のタブ内の画面全てに対して画面状態を変更することができる機能です。 
                カーソルを合わせると画面状態の設定一覧が表示されます。 

マグネット         取引画面内の各ウィンドウ同士がマグネットのようにぴったりと 

                くっつくことができる機能です。                              

 

外枠に連動       取引画面ウィンドウを拡大/縮小した時に、 

               表示されている各パネルが外枠の動きに合わせて拡大/縮小する機能です。           

                                    詳細は『表示方法の設定』をご参照ください。 

 MATRIX TRADER    
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http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b03.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b05.pdf
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■メニューバー 情報 

レートパネル                  「レートパネル」が表示されます。初期設定では画面左上に表示されています。 

              詳細は『レートパネル』をご参照ください。 

レート一覧         「レート一覧」が表示されます。 詳細は『レート一覧』をご参照ください。 

 

注文一覧         「注文一覧」が表示されます。初期設定では画面右上に表示されています。 

               詳細は『注文一覧』をご参照ください。 

ポジション一覧     「ポジション一覧」が表示されます。初期設定では画面右側に表示されています。 

               詳細は『ポジション一覧』をご参照ください。  

ポジション集計      「ポジション集計」が表示されます。初期設定では、画面右下に表示されています。 

               詳細は『ポジション集計』をご参照ください。 

証拠金状況照会     「証拠金状況照会」が表示されます。お客様の口座状況が一目でご確認いただけます。 

               詳細は『証拠金状況照会』をご参照ください。 

勝利へのあゆみ     勝利へのあゆみ（分析ツール）が表示されます。   

                詳細は『勝利へのあゆみ（分析ツール）』をご参照ください。 

ニュース          ニュース画面が表示されます。  詳細は『ニュース』をご参照ください。 

小林芳彦のマーケットナビ  当社代表「小林芳彦」がお届けする為替情報コンテンツが表示されます。 

                   詳細は『小林芳彦のマーケットナビ』をご参照ください。   

スワップポイント一覧     スワップポイント一覧をご確認いただけます。 

                  詳細は『スワップポイント一覧』をご参照ください。 

取引条件一覧         取引通貨単位、最大注文可能枚数、ポジション制限数量、必要証拠金の一覧が表示されます。 

                  詳細は『取引条件一覧』をご参照ください。 

登録情報           お客様の登録情報の確認とお振込先口座の変更ができます。詳細は『登録情報』をご参照ください。 

マイナンバー登録      マイナンバー確認書類を画像でアップロードしていただけます。 

                  詳細は『マイナンバー登録』をご参照ください。 
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http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b07.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b08.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b09.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b10.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b11.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b12.pdf
https://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b37.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b15.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b16.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b13.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b14.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_b31.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_f01.pdf
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■メニューバー クイック注文 

クイック注文        クイック注文画面が開けます。 

 

※取引に応じて3種類の画面からお選びいただけます。 
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●クイック注文 中                  

 

 

 

●クイック注文 大                  

 

 

 

●クイック注文 横                  
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■メニューバー 特殊注文  MATRIX TRADER    
   

MATRIX TRADERのメニュー一覧について 

一括注文  

 一括注文画面が表示されます。 

 詳細は『一括注文』をご参照ください。 

 

リピート時間指定成行注文 

リピート時間指定成行注文画面が表示されます。 

 詳細は『リピート時間指定成行注文』をご参照ください。 

 

https://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_a24.pdf
https://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_a34.pdf
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■メニューバー チャート 

チャートの追加                タブ内にチャートを追加することができます。１枚のタブに最大8枚まで表示可能です。 

チャートの追加（テンプレート指定）  登録しているテンプレートの内容を反映したチャートを開くことができます。 

テンプレートの管理             登録しているテンプレートの管理ができます。 

 

MT4チャート                                   MT4チャートのダウンロードページを別ウィンドウを開きます。 

MATRIXチャート（HTML5版）       HTML5を利用したチャートが表示できます。取引画面とは別ウィンドウで表示されます。 

トレードチャート                           シンプルな画面でチャートを見ながら素早く・簡単にトレードができます。取引画面とは別ウィンドウで表示されます。   

未来予測チャート                           取引画面とは別ウィンドウで表示されます。   

 

チャートを表示している時、この部分に表示して
いるチャート名が一覧で表示されます。初期設定
では、「USD/JPY 5分足」のチャートが1枚 
表示されています。 

 MATRIX TRADER    
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■メニューバー 入出金 

クイック入金           クイック入金ができます。 

                               詳細は『クイック入金』をご参照ください。     

リアルタイム出金        リアルタイム出金の依頼ができます。 

                                詳細は『リアルタイム出金』をご参照ください。  

出金依頼・取消         出金依頼（通常出金）の依頼や取消ができます。 

                                 出金依頼の詳細▶『出金依頼』をご参照ください。 

                                          出金依頼の取消についての詳細▶『出金依頼取消』をご参照ください。                              
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http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_c01.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_c02.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_c03.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_c04.pdf
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■メニューバー 履歴検索報告書  サポート/サービス情報 

履歴の検索                 約定履歴/注文履歴/入出金履歴を検索することができます。 

                                 注文履歴の詳細▶『注文履歴の検索方法』をご参照ください。 

                                 約定履歴の詳細▶『約定履歴の検索方法』をご参照ください。 

                                 入出金履歴の詳細▶『入出金履歴の検索方法』をご参照ください。 

当日の約定履歴（自動更新）     当日の約定履歴を検索することができます。 

報告書のダウンロード        取引の履歴をＰＤＦ形式の報告書としてダウンロードすることができます。 

                                                  

サービス情報                   MATRIX TRADERに関するさまざまなサービス情報が確認できます。 

売買損益・ロスカットシュミレーション     損益計算、ロスカットのシュミレーションができます。 

ホームページ                    当社のホームページを開くことができます。                         

ヘルプ                       当社ホームページにあるお客様サポート画面を開くことができます。 
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http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_d02.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_d02.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_d01.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_net/net_d03.pdf
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■メニューバー 操作マニュアル  Ｑ＆Ａ 

操作マニュアル            MATRX TRADERの操作マニュアルのページが開きます。 

                                

                                                    

Q＆A                  MATRX TRADERの操作に関するお問い合わせ、FXについて、その他様々なご質問を 

                       Q＆Ａ形式にまとめています。 
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