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MATRIX TRADER モバイルアプリへのログイン方法 
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モバイルアプリにログインする方法 
 
①URLまたはQRコードからアプリをダウンロードします。 
（ダウンロードURL）  
 
【iアプリ】 
https://matrixtrader.jfx.co.jp/iappli/matrix/indexDL.html 
 【Sアプリ】 
http://sappli.com/BPID100767/DID00100962/matrixtrader.html 
     
     【iアプリ】                【Sアプリ】 
 
 
 
 
 
 
 
②携帯電話からモバイルアプリを起動し、ログイン画面にてユーザ
ーID、パスワードをそれぞれ入力します。 
③ログインボタンをクリックしてログインします。 
 

チェックを入れるとID、パスワードを保存することができます。 
デフォルトの設定ではチェックは入っていません。 

https://matrixtrader.jfx.co.jp/iappli/matrix/indexDL.html�
http://sappli.com/BPID100767/DID00100962/matrixtrader.html�


ストリーミングパネルの説明 
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上下キーでそれぞれのスロットを選択できます。 

【ストリーミングパネルとは】 
ストリーミング注文専用の画面です。 
２つある注文スロットそれぞれに通貨ペア・Lot数・許容スリップ・両建をあらかじめ 
設定することができます。初めてモバイルアプリでログインされると、初期画面は 
このストリーミングパネルとなります。 

決定キーを押すと 
メニューが表示されます 

決定キーを押すと注文します。「確認画面を表示」にチェック 
が入っていると、確認画面が表示されます。 

現在選択しているスロットの 
注文内容を編集できます。 



ストリーミングパネルの説明 
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上下キーでそれぞれのスロットを選択できます。 

【ストリーミングパネルとは】 
ストリーミング注文専用の画面です。 
２つある注文スロットそれぞれに通貨ペア・Lot数・許容スリップ・両建をあらかじめ 
設定することができます。初めてモバイルアプリでログインされると、初期画面は 
このストリーミングパネルとなります。 

決定キーを押すと 
メニューが表示されます 

左右キーで売、買を選択できます。 

決定キーを押すと注文します。「確認画面を表示」にチェック 
が入っていると、確認画面が表示されます。 
「確認画面を表示」にチェックを入れずにレートパネルの上で 
決定キーを押すと注文が執行されます。 
 



メインメニュー説明 
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左ソフトキーでメニューを開くことができます。(ログイン画面を除く) 
メニューでは各画面への遷移、及び、各種設定を行うことができます。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

①更新・・・・・・・再通信を行いデータを更新します。 

②レート・・・・・・レート一覧画面へ遷移します。 6ページへ 

③チャート・・・・・・チャート画面へ遷移します。 8ページへ 

④注文・・・・新規売買、決済注文、注文変更・取消などが行えます。  9ページへ 

⑤取引情報・・口座状況、履歴の検索、ニュースなどが確認できます。 24ページへ 

⑥入出金・・・・出金依頼ができ、入出金の履歴が確認できます。 31ページへ 

⑦設定・・・・・・各種設定を行えます。 34ページへ 

⑨ログアウト・・・・取引画面を閉じ、ログイン画面に戻ります。  

⑧モバイルサイト・・・アプリを中断してモバイルサイトへジャンプします。  



レート一覧画面の説明 
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メインメニューより「レート」を選択するとレート一覧画面が表示されます。 

【リスト形式】 
レート更新時間が表示されます 

決定キーを押すと 
メニューが表示されます 

【パネル形式】 

一覧とパネルの表示切り替えを行います。 
次ページに切り替えます。 

通貨ペアリストが出て、 
表示通貨ペアを選択できます。 
7ページへ 
 

取引レートの確認のほか、新規注文（9ページ）、決済注文（17ページ）が行えます。 
また、通貨ペアをお好みで並び替えることができます。（7ページ） 



通貨ペア選択画面の説明 
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【通貨ペア選択ダイアログ】 
レート一覧に表示されている通貨ペアを選択し「通貨ペア変更」「通貨ペア挿入」を 
選択すると【通貨ペア選択ダイアログ】が表示されます。 
通貨ペアは、各画面とも左図のように通貨ペア選択ダイアログにて設定できます。 
また、My通貨リストを編集することで、特定の通貨ペアから選択することもできます。 
⇒My通貨リストの編集は36ページへ 
 
 カーソルキーで上下左右にカーソルを移動できます。 

決定キーを押すと、その通貨ペアに決定します。 

画面端で上下キーを押すとスクロールします。 



チャート画面の説明 
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メインメニューよりチャートを選択するとチャート画面が表示されます。 

左右キーでクロスラインの移動が可能です。 

決定キーを押すと 
メニューが表示されます。 

【チャート表示設定】 
 

【テクニカル設定】 
 

チャートに表示する内容等の変更ができます。 

各テクニカルのパラメーターを編集できます。 

チャートの確認及び、移動平均線、RSI、ストキャスティクスの表示も可能です。 



新規注文 
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メニュー→注文→新規売注文(新規買注文)を選択すると、新規注文画面に遷移します。 

【成行注文】 
 

「注文方式」を変更することで、様々な新規注文を発注できます。 

注文方式で「成行」を選択します。 

売注文と買注文どちらかを選択します。 

チェックを入れないと確認画面 
が表示されません。 

注文内容を確認し、 
「注文」ボタンを選択します。 

注文が約定しました。 
「OK」を選択します。 

※確認画面を表示する設定にしている 
場合、注文確認画面が表示されます。 
⇒35ページ 



新規注文 
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【ストリーミング注文】 
 

注文内容を確認し、 
「注文」ボタンを選択します。 

注文が約定しました。 
「OK」を選択します。 

① 

② 

④ 

③ 

注文方式で「ストリーミング」を選択します。 

許容スリップを入力します。 

売注文と買注文どちらかを選択します。 

チェックを入れないと確認画面が表示されません。 

① 
② 

③ 

④ 



新規注文 

JFX 11 

【指値・逆指値注文】 

「注文確認」ボタンを選択します。 

有効期限に日付・時刻を入力します。 

指値と同様に【指定レート】【有効期限】を選択できます。 
「注文確認」を選択すると確認画面が表示されます。 

有効期限に日付を入力します。 

指定レートを入力します。 

【逆指値】 

【時間指定成行】 

【時間指定指値・逆指値】 

「注文確認」ボタンを選択します。 



新規注文 
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【指値・逆指値注文】 

決定キーで 
有効期限入力ダイアログ 
が開きます。 
 

決定キーを押すことで数値を入力できるようになります。 

左右キーでケタを選び上下キーで数値を上下させます。 
左ソフトキーで、現在値を設定し直すこともできます。 
※そのときの売買区分によって、現在値にBID/ASKのどちらを使うかを決めます。 
決定キーで数値入力モードを終了します。 

「注文確認」 
ボタンを選択します。 



新規注文 
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【OCO注文】 
 

注文内容を確認し、 
「注文」ボタンを選択します。 

注文履歴一覧に進みます。 

① 

④ ③ 

② 

売、買をそれぞれ選択できます。 

執行条件を選択できます。 

指定レートをそれぞれ入力できます。 

有効期限を選択できます。 

① 
② 

③ 

④ 



新規注文 
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左右キーで 
IFとDONEを 
切り替えられます 
 

【IF-DONE注文】 
 

売、買をそれぞれ選択できます。 

執行条件を選択できます。 

指定レートをそれぞれ入力できます。 

有効期限を選択できます。 

「注文確認」を選択すると「注文確認画面」が表示されます。 

執行条件を選択できます。 

指定レートを入力することができます。 
決定キーを押すことで数値を入力で 
きるようになります。 
入力後決定キーで数値入力モードを 
終了します。 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



新規注文 
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【IF-OCO注文】 
 

左右キーで 
画面を切り替 
えられます。 
 

「注文確認」ボタンを選択します。 

指定レートを入力することができます。 
決定キーを押すことで数値を入力 
できるようになります。 
入力後決定キーで数値入力モード 
を終了します。 ① 

② 
③ 

④ 

売、買をそれぞれ選択できます。 

執行条件を選択できます。 

執行条件を選択できます。 

① 
② 

③ 

④ 



新規注文 
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【注文確認・結果】 

内容を確認して｢注文｣をクリックします。 

注文入力画面に戻ります。 

注文履歴へ移動します。 

指値・逆指値注文、OCO注文、IF-DONE注文、IF-OCO注文時のみ新規注文確認画面が表示されます。 
こちらから注文を確定して下さい。 



ポジション一覧画面～決済注文 
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メニュー→注文→決済注文を選択します。 

検索をクリックすると条件を指定して検索することができます。 

クリックすると決済注文画面に戻ります。 

クリックすると決済注文画面に進みます。 クリックするとﾎﾟｼﾞｼｮﾝ詳細画面に進みます。 

ポジション一覧画面が開き、現在のポジションを確認することができます。 



ポジション一覧画面～決済注文 
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注文内容を確認し、 
「注文」ボタンを選択します。 

【成行注文】 

注文方法で成行を選択します。 注文が約定しました。 
「OK」を選択します。 

決済注文をします。「注文方法」を変更することで、様々な決済注文を発注できます。 

買ポジションの決済の場合は売注文、 
売ポジションの決済の場合は買注文のボタンを選択します。 



ポジション一覧画面～決済注文 
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【ストリーミング注文】 

注文内容を確認し、 
「注文」ボタンを選択します。 

ストリーミング注文では不利な方に 
変動すると約定しません。 
また許容スリップの範囲内では 
スリッページします。 

※ 

※確認画面を表示する設定にしている場合は、注文画面が表示されます。 
⇒35ページへ 

① 
② 

③ 

注文方法でストリーミングを選択します。 

許容スリップを入力します。 

① 

② 

③ 買ポジションの決済の場合は売注文、 
売ポジションの決済の場合は買注文のボタンを選択します。 



ポジション一覧画面～決済注文 
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【指値・逆指値注文】 執行条件をそれぞれ 
選択することができます。 
 
 

「注文確認」ボタンを選択します。 

有効期限に日付・時刻を入力します。 

「注文確認」ボタンを選択します。 

指定レートを入力します。 

有効期限に日付・時刻を入力します。 

【時間指定成行】 

【時間指定指値・逆指値】 

トレール幅を入力します。 

有効期限を選択できます。 

【トレール】 

「注文確認」ボタンを選択します。 



ポジション一覧画面～決済注文 
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「注文確認」ボタンを選択します。 

【指値・逆指値注文】 

指定レートを入力します。 

有効期限を「当日」「GTC」 
「日付指定」の中から選択 
することができます。 



ポジション一覧画面～決済注文 
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【OCO注文】 

注文内容を確認し、「注文」ボタンを選択します。 

「注文確認」を選択すると 
「注文確認画面」が表示されます。 

① 
② 

③ ④ 

有効期限を「当日」「GTC」「日付指定」 
から選択することができます。 

注文方法でOCOを選択します。 

執行条件を選択できます。 

指定レートを入力します。 

① 
② 

③ 

④ 



全決済注文 
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メインメニューの注文→全決済注文を選択します。 
同一通貨ペアのポジション全てを、成行決済します。尚、注文中の決済注文は全て取り消されます。 

「注文確認」ボタンをクリックすると全決済注文確認画面に移動します。 
 
内容を確認し「注文」ボタンをクリックすると注文が受け付けられます。 

全決済する通貨ペアを 
選択することができます 

注文履歴画面に移動します。 



証拠金状況画面の説明 
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メインメニューの取引情報→証拠金状況を選択します。 
現在の証拠金状況を確認することができます。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 

①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味されます。 

②有効証拠金・・・・・・・・・・・・・・・・預託証拠金と、評価損益の合計が計上されます。 

③必要証拠金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現在保有している取引に必要な証拠金。 

④発注証拠金・・・・・・・・・・・・・新規の指値・逆指値注文などを発注している場合、 
注文が約定した際に必要となる証拠金額です。 

⑤評価損益・・・・・・・・・・・・・全ポジションの「ポジション損益」と「未実現スワップ」の 
合計が計上されています。 

⑥有効比率（％）・・・・・・・・・・・有効証拠金÷必要証拠金×100で算出しております。 
100％を割り込むとﾛｽｶｯﾄとなります。 

⑦発注可能額・・・有効証拠金のうち、新規注文の発注に充てることができる金額です 

⑧出金可能額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出金依頼を出す際の上限額が表示されます。 

有効証拠金－（必要証拠金＋出金依頼額）で計上されます。 

⑨出金依頼額・・・・・・・・・・出金依頼を出されている場合、依頼金額が表示されます。 

⑩ポジション損益・・・保有ポジションを現在のレートで評価した場合の損益が計算 
されています。 

⑪未実現スワップ・・・・・・・・未決済のスワップポイントの合計額が表示されています。 

⑫アラート基準額・・・有効証拠金がこの金額に達すると、アラートメールが送信されます。 

⑬ﾛｽｶｯﾄ基準額・・ ・ ・・・・・・・・・・有効証拠金がこの金額に達すると、ﾛｽｶｯﾄとなります。 

⑭レバレッジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・口座内のレバレッジを表示しています。 



注文一覧画面の説明 
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メインメニューから【取引情報→注文一覧】または【注文→注文変更・取消】を選択します。 

【検索】をクリックすると条件を指定して検索することができます。 

注文中の新規・決済注文を確認することができます。 



注文一覧画面の説明 
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注文を変更することができます。 

決定キーを押すと 
メニューが表示されます。 

決済注文の時に押せるようになります。 
クリックすると決済するポジションの詳細画面に飛びます。 

注文の変更・取消もこちらから行うことができます。 



約定一覧画面の説明 
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メインメニューの取引情報→約定一覧を選択します。 

約定一覧ページから検索を選択すると、検索画面に飛びます。 
検索画面では条件を指定して約定情報を検索することができます。 

約定履歴情報を確認することができます。 

決定キーを押すと 
詳細が表示されます。 

「次」をクリックすると次の履歴に進みます。 



注文履歴画面の説明 
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メインメニューの取引情報→注文履歴を選択します。 

注文履歴一覧ページから「検索」を選択すると、検索画面に飛びます。 
検索画面では条件を指定して注文履歴を検索することができます。 

注文履歴情報を確認することができます。 

決定キーを押すと 
詳細が表示されます。 

「次」をクリックすると次の履歴に進みます。 



お知らせ画面の説明 
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メインメニューの取引情報→お知らせを選択します。 
お知らせを閲覧をすることができます。 

会員全体と個人それぞれの項目を 
クリックすると件名ページに飛びます。 
 
そこから各項目をクリックするとそれぞ 
れのお知らせの詳細ページに進みます。 

お知らせがなかった場合、一覧ページ 
には｢該当するデータはございません｣ 
と表示されます。 
 
お知らせが追加されると一覧から詳細 
ページを表示できるようになります。 



ニュース画面の説明 
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メインメニューの取引情報→ニュースを選択します。 
ニュースを閲覧をすることができます。 

ニュース一覧から各項目をクリックすると 
それぞれのニュースの詳細ページに進みます。 

ニュースがなかった場合、一覧ページには 
｢該当するデータはございません｣ 
と表示されます。 
 
 



出金依頼画面の説明 

JFX 31 

メインメニューの入出金→出金依頼を選択します。 
出金依頼をすることができます。 

出金依頼額を入力し、 
「確認」を押します。 

出金依頼内容を確認して 
「出金」を押します。 

出金依頼が受け付けら 
れました。「証拠金状況」 
に移動します。 



入出金一覧画面の説明 

JFX 32 

メインメニューの入出金→入出金一覧を選択します。 
入出金履歴情報を確認することができます。 

決定キーを押すと 
詳細が表示されます。 

「次」をクリックすると次の履歴に進みます。 



入出金一覧画面の説明 

JFX 33 

メインメニューの入出金→入出金一覧を選択します。 

入出金一覧ページから「検索」を選択すると、検索画面に飛びます。 
検索画面では条件を指定して入出金情報を検索することができます。 

入出金履歴情報を確認することができます。 



自動更新設定画面の説明 

JFX 34 

メインメニューの設定→自動更新設定を選択します。 
自動更新の間隔を設定することができます。 

デフォルトの状態では10秒に設定されています。 



注文初期値設定画面の説明 

JFX 35 

メインメニューの設定→注文初期値設定を選択します。 
注文する際の初期値を設定することができます。 

① 

①Lot数・・・・・注文を出す際のロット数の初期値を設定することができます。 

② 

②許容スリップ・・・・・ストリーミング注文を出す際の許容スリップの初期 
値を設定することができます。 

 ③ ③指値幅・・・指値の指定レートに表示される数値の初期値を設定すること 
 ができます。 

 ④ 
④トレール幅・・・・・トレール幅に表示される数値の初期値を設定すること 

ができます。 

 
⑤ 

⑤両建・・・・・両建のあり、なしの初期値を設定することができます。 
⑥ 

⑥有効期限・・・・・有効期限の初期値を設定することができます。 
⑦ 

⑦日付指定・・・・・日付指定の日数の初期値を設定することができます。 

⑧ 

⑧注文方式・・・・・注文をする際にはじめに表示される注文方式を設定する 
 ことができます。 

 

⑨ 

⑨ストリーミング・成行注文の際に確認画面を表示させるかどうかを設定 

⑩ 

⑩ログイン時表示・・・・・ログインした際にはじめに表示される画面を設定 

できます。 

 
することができます。 

 



My通貨リスト編集画面の説明 

JFX 36 

メインメニューより設定→My通貨リスト設定を選択すると画面が表示されます。 

【My通貨リスト設定ダイアログ】 
通貨ペア設定ダイアログで表示される「Myリスト」の内容を編集することができます。 
５列×５行(計２５個)の各場所に、好きな通貨ペアを設定することが可能です。 
複数の場所に同じ通貨ペアを設定することも可能です。 

カーソルキーで上下左右にカーソルを移動できます。 

決定キーを押すと 
メニューが表示されます 

通貨ペアダイアログが開き、その場所の通貨ペアを 
変更することができます。 

その場所の通貨ペアを空欄にします。 

全ての場所の通貨ペアを空欄にします。 
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