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1 画面説明 

1.1 ログイン画面 

 

「サンワード CX」の起動とログイン画面です。次回起動時の入力を省略するために、「ユーザ ID」「パスワード」を保存することが出来ま

す。また、ヘルプボタンを押すことでヘルプ画面に移動します。 

UserID と Password を入力し、ログイン
ボタンをタップします。 
次回ログイン時に入力を省略したい場合
は、それぞれの「保存」スイッチを「緑
色」に切り替えます。 

ログインに成功した場合相場表画面が表
示されます。 ログイン画面でヘルプボタンをタップす

ると、ヘルプ画面が表示されます。 
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1.2 メインメニュー 

 

相場サブメニュー 

相場表、ダイナミックチャートに

移動するためのメニューを表示し

ます。 

情報サブメニュー 

お知らせ情報に移動するためのメ

ニューと、外部ニュースリンクを

表示します。 

発注サブメニュー 

新規注文、建玉選択(仕切注文)、

注文結果照会に移動するためのメ

ニューを表示します。 

照会サブメニュー 

取引口座照会、建玉一覧、売買履

歴、依頼照会・取消、ログイン履

歴に移動するためのメニューを表

示します。 

各画面の下部に表示される、機能をカテゴリ分けしたメニューです。「相場」、「情報」、「発注」、「照会」、「その他」の５カテゴリが存在し、

タップをするとそれぞれのサブメニューが表示されます。 

その他サブメニュー 

メール設定、ログアウト、ヘルプ、

ログイン情報、未同意規約一覧照

会、クイック入金に移動するため

のメニューを表示します。 
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1.3 サブメニュー１（相場サブメニュー、情報サブメニュー） 

 

相場表画面 

標準では各商品の先限を表示す

る相場表です。限月の選択、商

品の並び替え、表示設定が可能

です。「2.1 相場表画面」を参照

してください。 

相場サブメニュー 

相場サブメニューと情報サブメニューです。相場メニューは「相場表画面」「ダイナミックチャート画面」 

情報サブメニューは「お知らせ情報画面」や、外部サイトのニュースへと遷移します。 

ダイナミックチャート画面 

気配値段とチャートが閲覧でき

る画面です。「2.2 ダイナミック

チャート」を参照してください。 

情報サブメニュー 

お知らせ情報画面 

お知らせを閲覧できる画面

です。「3.1 お知らせ情報画

面」を参照してください。 

  

 

お知らせ画面への遷移タブ

より下は、外部サイトへの

リンクとなります。 
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1.4 サブメニュー２（発注サブメニュー） 

 

発注サブメニュー 

新規注文画面 

新規建通常注文、新規建 IFD 注文をする

ための画面です。「4.1 新規注文画面」を

参照してください。 

 

建玉一覧（仕切注文）画面 

仕切注文を出すために、建玉を選択する

画面です。「4.2建玉選択(仕切注文)画面」

を参照してください。 

 

発注サブメニューです。 

「新規注文画面」「建玉選択(仕切注文)画面」「注文結果照会画面」へと遷移します。 

注文結果照会画面 

注文の現在の状態を閲覧し、取消、変更

するための画面です。「4.6 注文結果照会

画面」を参照してください。 

 

相場表・ダイナミックチャートから発注する場
合、選択した商品、限月が表示されます。 
クリアボタンをタップすると、記憶された商
品、限月が削除されます。 

発注サブメニュー 

（相場表・チャートから表示） 
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1.5 サブメニュー３（照会サブメニュー） 

 

取引口座照会画面 

現金、必要証拠金など、口座情

報が閲覧できる画面です。「5.1 

取引口座照会画面」を参照して

ください。 

 

売買履歴照会画面 

売買履歴を確認できる画面で

す。「5.4 売買履歴照会画面」

を参照してください。 

ログイン履歴画面 

各月のログイン履歴を確認で

きる画面です 

 

建玉一覧画面 

有効な建玉の一覧を照会でき

る画面です。「5.3 建玉一覧画

面」を参照してください。 

 

照会サブメニューです。 

「取引口座照会画面」「建玉一覧画面」「売買履歴照会画面」「依頼照会・取消画面」「ログイン履歴画面」へと遷移します。 

 
照会サブメニュー 

依頼照会・取消画面 

出金依頼の状況が確認でき、取

消をおこなえる画面です。「5.5 

依頼照会・取消画面」を参照し

てください。 
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1.6 サブメニュー４（その他サブメニュー） 

 

  

ヘルプ画面 

連絡先、ホームページのリンクを

表示します。 

その他サブメニューです。 

「メール設定画面」「ヘルプ画面」「未同意規約一覧照会画面」「ログイン情報画面」「クイック入金」へと遷移します。 

また、ログアウトを行うことができます。 

メールアドレス設定画面 

メールアドレス、受信するメー

ルを設定します。「6.1 メール設

定画面」を参照してください。 

ログアウト 

ログイン状態を解除し、ログイ

ン画面に戻ります。 
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その他サブメニューです。 

「メール設定画面」「ヘルプ画面」「未同意規約一覧照会画面」「ログイン情報画面」「クイック入金」へと遷移します。 

また、ログアウトを行うことができます。 

クイック入金画面 

別画面を開きクイック入金をおこ

なう画面を表示します。「6.2 クイ

ック入金画面」を参照してくださ

い。 

ログイン情報画面 

ログインしているユーザの情

報を表示します。 

未同意規約一覧照会画面 

未同意の規約文書を確認する

ことができます。 
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1.7 ナビゲーションバーの主要なボタン 

 

複数の画面で表示される、ナビゲーションバーにある主要なボタンです。 

更新ボタン 
表示内容を更新します。 
 

設定ボタン 
設定画面を表示します。 

戻るボタン 
文字列が表す画面に戻ります。 
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2 相場表メニュー 

2.1 相場表画面 

■相場表から発注 

 

新規注文画面に遷移しま

す 

現在値右のアイコンを 

タップします。 
新規・仕切を選択します。 

選択した商品・限月が表示

されます 

■相場表からダイナミックチャートに移動 

 

アイコン、商品名周辺以外

をタップします。 
ダイナミックチャートに移

動します。 
商品名周辺をタップします。 商品毎相場表に移動します。 

■先限以外の限月を表示 

 

限月右のアイコンをタップ

します。 
建玉選択（仕切注文）画面

に遷移します。 

表示する限月を選択します。 

OK ボタンをタップすると、設

定を反映します。 

商品毎に期先限月の相場を表示する画面です。ログイン後すぐに表示されるトップ画面となっています。 
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アイコンをタップすると、相場表の

全限月が先限になります。 

■先限表示 
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2.1.1 相場表画面(オプショナル設定メニュー) 

 

相場表で画面上部の設定ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。 

 

設定ボタンをタップします。 

■更新間隔を設定  ※ダイナミックチャートにも影響します 

 

設定したい更新間隔をタップします。 

相場表画面に戻ると、設定を反映します。 

■表示商品選択・並び替え 

 

商品表示設定をタップします。 

移動したい商品の右端に

あるアイコンを長押しし、

ドラッグして並び替えを

します。 

完了を押すと、移動が完了

します。相場表画面へ戻る

ことで設定を反映します。 

長押し・ドラッグ 

表示したい商品にチェックを入れ、表

示しないものはチェックを外します。 

相場表画面に戻ると、設定を反映しま

す。 
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2.2 ダイナミックチャート 

 

■チャートから発注 ■インジケータ（縦、横）を表示 

気配値とチャートを同時に表示します。チャート領域ではテクニカル表示、データの詳細情報表示、チャートからの発注を行うことができます。また、端末

を横向きにすることで、ワイド画面でチャート表示ができます。気配値領域からも発注を行うことができます。 

 

 

■足情報を変更 ■気配値画面を消してチャートを縦に長く表示 

表示したいチャートの足情報を

タップします。 

選択した足情報でチャートが表

示されます。 

気配値非表示化ボタンを押し

ます（期先繋ぎ足は気配値があ

りません）。 

チャートが縦に長く表示

されます。 

赤枠内をスワイプしてインジケータ（横）

を表示します。 

インジケータまたは現在値段タグを長押

しします。 

新規・仕切を選択します。 

もう一度押すと気配値が

表示されます。 

赤枠内をスワイプしてインジケータ（縦）

を表示。左側に詳細情報が表示されます。 

長押し 
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■気配値から発注 ■表示する商品・限月を変更 

 

■ワイド画面チャートを表示  

端末を横向きにします。 

ワイド画面でチャートが表示されます。 

気配値は自動的に非表示になります。 

新規・仕切を選択します。 

 

商品・限月名称右のアイコンを

タップします。 
発注したい値段をタップします。 

設定画面でも商品・限月の変更

が可能です。 

商品・限月名称を選択して 

チャートボタンを押します。 

商品・限月名称を選択して 

チャートボタンを押します。 
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変更したい更新間隔を選択

します。 

■更新間隔を設定 ※相場表にも影響します ■テクニカル設定 

■チャート設定画面を表示 

設定ボタンをタップします。 

■足選択ボタンの表示・非表示と本数を設定 ※週足、月足は期先繋ぎ足の場合のみ利用可 

※ 

ダイナミックチャート設定画面が表

示されます。 

 

チャート設定表示をタッ

プします。 

表示したい足にチェックを付

けます。表示しないものはチ

ェックを外します。 

足名称右のアイコンをタップ

すると、足本数変更画面に移

動します。 

変更したい本数を選択し、

OK をタップして設定を保存

します。 

テクニカル設定表示を 

タップします。 

パラメータを設定します 

（画面はボリンジャーバンド

の設定）。 

OK ボタンを押すと、設定を反

映し、リセットを押すと設定

を初期化します。 

更新間隔設定をタップします。 

表示したいテクニカルにチェックを

付けます。表示しないものはチェック

を外します。 

テクニカル名右のアイコンを押すと、

パラメータ設定画面に移動します。 

チャート設定ボタンを押すと、設定を

反映します。 
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2.3 商品毎相場表画面 

 

限月ボタンをタップすると、
新規注文または仕切注文の
画面に遷移することができ
ます。 

■各発注画面への遷移 

相場表画面の商品名をタップすると、選択し
た商品の相場表が表示されます。 
 

ある特定商品の全限月の相場を表示する画面です。 

新規注文画面に遷移しま

す 

建玉一覧（仕切注文）画面

に遷移します。 

■商品毎相場表画面 

■チャートの拡大・縮小 

 

スワイプして前後のデータ

を見ます。 
チャートをピンチインして、

縮小します。 

 

チャートをピンチアウトし

て、拡大します。 
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3 情報メニュー 

3.1 お知らせ情報画面 

 

■お知らせ情報の表示 

表示されているお知らせの一覧か
ら選択しタップすると、そのお知
らせが表示されます。 

お知らせ情報を表示する画面です。 
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4 発注メニュー 

4.1 新規注文画面 

 

■通常注文／IFD注文の切り替え 

■通常注文の画面構成（逆指注文の場合） 

新規建注文を出すための画面です。商品限月・値段・執行条件・有効期限等を設定し、注文します。 
通常注文のほか、逆指注文、IFD注文を発注することが出来ます。 
指定値段入力では、現在値段／最良売気配値／最良買気配値を表示しており、指定値段として簡単に入力することが出来ます。 
 
 

IFD ボタンをタップすると、IFD 注文用

の画面構成になり、IFD注文の発注が可

能になります。 

新規通常ボタンをタップすると、

通常注文の画面構成になります。 

■通常注文の画面構成（逆指注文でない場合） 

入力は不要です。 

新規トリガ条件の入力が完了すると、

売注文、買注文のボタンが表示され、

発注ができる状態になります。 

ショートカット 
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ｓ   

■IFD注文の画面構成（逆指注文でない場合） 

■IFD注文の画面構成（逆指注文の場合） 

※IFD注文の場合は、新規条件に売買の選択が必要になります。 

入力が完了すると、売新規→買仕切または、買新規→売仕切のボタンが表示され、発注ができ

る状態になります。 

 

入力は不要です。 
入力は不用です。 

ショートカット 

入力が完了すると、売新規→買仕切または、買新規→売仕切のボタンが表示され、発注ができ

る状態になります。 
 

ショートカット 
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■確認画面への移動（通常注文の場合） 

 

通常注文の場合は、売注文ボタン、買注文ボタンの２つが 

表示されます。 

どちらかのボタンをタップすると、確認画面に移動します。 

確認画面では、売注文ボタンまたは買注文ボタンのどちらかのみを表示します。 

売注文ボタン／買注文ボタンをタップすると、注文を発注します。 

タップ 

■確認画面への移動（IFD注文の場合） 

 

IFD 注文の場合は、注文入力画面で選択した売買によって売

新規→買仕切ボタンまたは買新規→売仕切ボタンのどちら

か１つが表示されます。 

表示しているボタンをタップすると、 

確認画面に移動します。 
確認画面でも、売新規→買仕切ボタンまたは買新規→売仕切ボタンのどちらかのみを表

示します。表示しているボタンをタップすると、注文を発注します。 



iPhone 版操作マニュアル 

 23  

 

■指定値段／枚数の入力 

 

新規条件入力画面では、値段・枚数 

設定欄をタップすると、 

値段・枚数の設定画面が表示されます。 

値段入力では、入力欄をタップすると直接入力、 

直近値段／最良売／最良買ボタンをタップすると 

値段の転記ができます。 

枚数入力では、入力欄をタップすると直接入力、 

+1～+20ボタンをタップすると枚数が加算されます。 

クリアボタンをタップすると、枚数が未入力に戻ります。 

■注文結果照会画面への移動 

 

注文照会へボタンをタップすると、

注文照会画面へ移動します 
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4.1.1 新規注文画面（オプションメニュー） 

 

 

注文プリセット内容の設定が可能です。 

新規注文可能な商品を設定することができます。 

設定した商品だけが新規注文画面の商品一覧に表示されます。また、

表示する際の並び替えもできます。 

画面操作は、先限相場表の表示商品選択・並び替えと同様です。 
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4.2 建玉選択（仕切注文）画面 

 

4.2.1 建玉照会（仕切注文）画面（オプションメニュー） 

 

4.3 仕切注文入力画面 

 

検索商品 

表示したい商品を絞り込みます。 

設定ボタンをタップすると、 

設定画面に移動します。 

■建玉を選んで仕切注文を発注する ■グループ化された建玉を選び、複数の建玉に対する仕切注文を一度に発注する 

日時の行をタップすると、 
仕切注文画面に遷移します。 

仕切注文入力画面に遷移し

ます。 

建玉を選択して仕切注文画面に遷移する画面です。建玉をグループ化することが出来ます。 

グループ化されている状態
の建玉で、日時の行をタップ
します。 

仕切相手指定画面を経て、 
複数の建玉に対する仕切注文を一度に出すこ
とができます。 

グループ化を表すアイコン 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。 

銘／日／値（銘柄／約定日／約値）、銘／日（銘柄／約定日）、銘／値（銘柄／値段）、銘柄のいずれかをタップするとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます。 

仕切注文を発注するための画面です。仕切 OCO注文を発注することも可能です。操作方法の詳細については「4.1 新規注文画面」と同じです

ので、そちらをご参考ください。 
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■仕切相手玉情報を見る 

画面一番右端のアイコンを
タップするか、左にスワイプ
します。 

もう一度画面一番右端のア
イコンをタップするか、左に
スワイプします。 

仕切相手玉情報画面を表示し
ます。 
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4.4 仕切相手指定画面 

 

4.5 複数仕切入力画面 

「4.4仕切相手指定画面」より、「執行条件へ」ボタンをタップすると「複数仕切入力画面」に遷移します。

 

建玉が買玉であれば売注文ボタン、 
売玉であれば買注文ボタンが表示されます。 
 
表示しているボタンをタップすると、注文が発注されます。 

■仕切対象とする枚数を変更する 

 

 

■仕切対象とする建玉を選択する 

 

 

仕切相手を選択します。 
初期状態では全てがチェックされています。 
表示欄をタップするとチェックが外れ、 
発注対象外になります。 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。 

銘／日／値（銘柄／約定日／約値）、銘／日（銘柄／約定日）、銘／値（銘柄／値段）、銘柄のいずれかをタップするとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます。 

仕切相手を指定する画面です。仕切可能玉が複数枚あれば、仕切注文の対象とする枚数を変更することもできます。 
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4.6 注文結果照会画面 

 

4.6.1 注文結果照会画面（オプションメニュー） 

  

■検索条件設定画面 

オプションメニューの検索条件設定をタップし、
商品または状態を選択して注文結果照会画面に
表示するものを絞り込むことが出来ます。 

商品 
画面に表示する注文結果を
商品で絞り込みます。 

状態 
画面に表示する注文結果を
注文の状態で絞り込みます。 

■注文結果照会画面 

注文結果詳細照会画面に遷移しま
す。 

■注文結果詳細照会画面に遷移 ■注文内容変更画面に遷移 ■注文内容の取消 

選択した注文を取り消します。 

■組み合わせ注文警告 

 

上図の「！」アイコンをタ
ップすると、下図の警告文
が表示されます。 

注文結果の一覧を表示する画面です。注文結果詳細画面・注文内容変更画面に遷移できるほか、注文の取消を行うことが出来ます。 

注文内容変更画面に遷移します。 
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4.7 注文結果詳細照会画面 

 

■注文結果詳細画面 

（通常注文） 

■注文結果詳細画面 

（IFD注文、組み合わせ注文） 

■注文変更 

注文結果の詳細を表示する画面です。この画面からも注文の取消・変更が可能です。 

変更ボタンをタップすると、 
注文内容変更画面に遷移します。 

取消ボタンをタップすると、注文を
取り消すことができます。 

■注文取消 

タップ 
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4.8 注文内容変更画面 

 

発注した注文の内容を変更することが出来る画面です。 

発注した注文の内容を変更し、再発注ができます。 
新規注文の場合は、商品、限月、執行条件、注文属性、値段・枚数、期間、売買 
仕切注文の場合は、執行条件、注文属性、値段・枚数、期間の変更が可能です。 ■新規注文内容変更画面 

■仕切注文内容変更画面 
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5 照会メニュー 

5.1 取引口座照会画面 

 

■取引口座照会画面 

取引口座の現在の状況を確認できる画面です。出金依頼画面とクイック入金画面に遷移できます。 

■出金依頼画面に遷移 

出金依頼画面に遷移します。 出金可能額右のアイコンを
タップし、出金依頼画面に遷
移します。 

■クイック入金画面に遷移 

クイック入金画面に遷移
します。 
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5.2 出金依頼画面 

 

5.3 建玉一覧画面 

 

■建玉一覧画面 

建玉一覧を表示する画面です。仕切注文が出されている建玉についてもこの画面で値洗状況を確認できます。 

グループ化条件設定 

グループ化するための条件を設定します。 

銘／日／値（銘柄／約定日／約値）、銘／日（銘柄／約定日）、銘／値（銘柄／値段）、銘柄の 

いずれかをタップするとグループ化されます。 

明細を選ぶと、グループ化が解除されます。 

■出金依頼方法 

出金したい額を入力し、出
金ボタンをタップします。 

タップ 

内容を確認し、OK ボタンをタ
ップし、出金依頼を送信しま
す。 

返還可能額から出金したい金額を入力し、依頼する画面です。 
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5.3.1 建玉一覧画面（オプションメニュー） 

「4.2.1 建玉選択（仕切注文）画面（オプションメニュー）」をご参考ください。 

5.4 売買履歴照会画面 

 

■売買履歴照会画面（明細） 

売買履歴を表示する画面です。条件を設定することで見たい履歴を絞り込むことが出来ます。 

■売買履歴照会画面（月間集計） ■売買履歴照会画面（年間集計） 

条件設定で、集計を月間集計に変
更した場合、指定した月の成立し
た仕切注文の日毎の集計結果と
その月での合計を表示します。 

条件設定で、集計を年間集計に変
更した場合、指定した年の成立し
た仕切注文の月毎の集計結果と
その年での合計を表示します。 
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5.4.1 売買履歴照会画面（オプションメニュー） 

 

5.5 依頼照会・取消画面 

 

 

  

依頼照会・取消画面が表示さ
れます。 
過去の取消済の依頼も一緒
に表示されます。 

■出金依頼取消 ■依頼照会・取消画面 

取消ボタンをタップするこ
とで、出金依頼の取消を行う
ことが出来ます。 

画面右上にある設定ボタンをタップ
すると、売買履歴照会画面に表示され
る履歴を様々な条件で絞り込むこと
ができます。 

条件設定 

集計・期間(FROM)・期間(TO)・月設定(月計)・年設定(年計)・商品・

決済区分・表示順を設定し、売買履歴照会画面に表示させることが

出来ます。 

集計で月間集計または年間集計を選択した場合、いくつかの条件が

選択できなくなります。 

出金依頼の照会・取消の画面です。 
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5.6 ログイン履歴画面 

 

 

■ログイン履歴照会条件選択画面 

 

ログイン履歴を表示する画面です。対象年月を設定することで見たい履歴を絞り込むことが出来ます。 

 ■ログイン履歴照会画面 

対象年月のログイン履歴を表示します。 

年月を設定します。 
設定後、完了ボタンをタップする
と設定を反映します。 
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6 その他メニュー 

6.1 メール設定画面 

 

メールアドレス、受信するメールの設定を行います。 

OK ボタンをタップすると、メ

ール設定が更新されます。 

変更内容を入力したら、 

画面下部の「設定」ボタンを 

タップします。 

■メールアドレス 1の制限について 

メールアドレス 1 は入力

必須のため、削除更新はで

きません 

メールアドレス 1 では「不足メール」の設定

が「ON」で固定のため、操作することはでき

ません 

■メールアドレスの重複登録について 

メールアドレス 1 とメールアド

レス 2 に、同じアドレスを重複

登録することはできません 

■設定方法（共通） 
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6.2 クイック入金画面 

 

 

規約を確認した後、「同意
する」ボタンを押してくだ
さい 
規約に同意しない場合は
「同意しない」ボタンを押
して下さい 

金融機関名と入金指示額を確認し、
訂正がなければ「入金指示」をタッ
プしてください。 
訂正する場合は「戻る」をタップし
ます 

これ以降は各金融機関のサイトに
移動します。 

「入金指示額」に入金額を入力して下さい。 
次に「振込元金融機関」から金融機関を選択
して下さい。 
正しければ「確認」をタップしてください 

クイック入金を行います 
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6.3 未同意規約一覧照会画面 

 

  

■未同意規約一覧照会画面 

未同意規約を表示する画面です。 

 ■未同意規約一覧照会画面 

 

未同意の規約が存在する場合は
対象の規約を選択することがで
きます。 

未同意の規約が存在しない場合は
このメッセージが表示されます。 

選択した規約を表示いたします。 
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7 補足 

7.1 照会画面の各種アイコンについて 

 

取得データ件数が多すぎた場合に表示
されるアイコンです 

検索条件で、決済区分を指定した場合に
表示されます。 

検索条件で、特定の商品を選択した場合
に表示されます。 

検索条件で、期間を任意のものに変えて
設定した場合に表示されます。 

建玉一覧で、グループ化を行っている場
合に表示されます。 

検索条件で、注文状態を指定した場合に
表示されます。 

■取得データ数超過アイコン ■その他アイコン 

IFD注文の場合に表示されます。 
詳細をご確認ください。 

お知らせ画面、注文結果照会画面、売買履歴照会画面、建玉一覧画面等で画面上部に表示されるアイコンの詳細情報です。 


