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1 ご入金・ご出金

■ ご入金

ご入金方法については、当社ウェブサイト
または口座開設通知書をご参照ください。

■ ご出金

出金依頼フォームよりご依頼ください。

！ご注意

平日15時までに頂戴したご出金依頼は、原則翌営

業日の取引開始時間までに、取引プラットフォーム
内での出金処理を行います。

お客様にご登録頂いている指定出金先金融機関
口座への送金は、原則5営業日以内にEZインベス
ト証券株式会社名義で行います。

ポジション保有時は、純資産（有効証拠金）の変動
により、出金可能額がご依頼額に満たなくなること
がございます。ご資金に余裕をもった出金依頼を
行ってください。

万一、出金後の資金がポジションを維持する水準
に満たない場合には、出金をお断りさせて頂きます。

出金時の最低金額につきましては、全額出金の場
合には制限ございませんが、一部出金の場合には
１万円以上より承っております。



2 ログイン

2-1 プラットフォームを起動

マイページの「取引プラットフォームのダウンロード」にあるダウンロードボタンをクリックし、
任意の場所に保存した後に起動してください。しばらくすると、ログイン画面が表示されます。

2-2 プラットフォームにログイン

「ログイン」欄にログインIDを、「パスワード」欄にパ
スワードを入力し、「ログイン」をクリックします
（「PINコード（セキュアコード）」欄は空欄のままで結
構です）。
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※メッセージ欄に左記エラーが表示された場合、入
力に誤りがあります。
大文字小文字の区分にご注意の上再度お試しくださ
い。 取引プラットフォーム用ログインIDは、マイペー
ジ用ログインID（９桁の数字）の末尾に「EZ」を付けた
ものになります。



3 取引画面

① 注文パネル

② 銘柄、ワークスペース

③ チャートパネル

④ 管理タブ

⑤ ステータスバー

⑥ メニュー

新規注文、条件付き注文の発注を行います。また選択し
た通貨ペアの板情報が表示され流動性を確認できます。
※板情報のVolume単位は1通貨です。

各通貨ペアのベストビッド、ベストオファーが表示されま
す。銘柄の欄では、右クリックメニューで通貨ペアの追加
や削除などが行えます。ワークスペースの欄には、設定
中のストラテジーや、インディケーターの内容が表示され、
変更や削除、複製等の編集を行います。

チャートやインディケーターの表示、編集の他、チャート
画面上からの発注や、保有ポジションの表示が可能です。

保有ポジションや、注文状況、注文ログ等を表示します。

純資産（有効証拠金）、余剰証拠金、使用証拠金、損益、
証拠金使用率を表示します。また、ワンクリック・モード、
注文時確認の設定を行います。

各種設定や報告書の出力を行います。

5

重要：初期状態の取引画面・報告書の時間表示はUTC（日本時間から－９時間）となっています。
*取引画面時間表示はメニュー＞ツール＞オプション設定＞プラットフォームのタイムゾーンから変更可

①

②
④

⑥

③

⑤



4 新規注文（1）
注文パネル＞成行注文

4-1 成行注文
4-2 条件付き注文

4-1 成行注文

価格を指定せずに発注する注文方法。
①「銘柄」から取引する通貨ペアを選択し、
②「数量」を入力。
買う場合は「アスク」の数字を、
売る場合は「ビッド」の数字をクリック。

※オプション設定でスリッページを設定した
場合、設定の範囲内で成行注文を発注しま
す。スリッページを設定しない場合は10pips
のスリッページが適用されます。

4-1

4-2

①

②

①
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4 新規注文（2）
注文パネル＞ 条件付き注文

4-2 条件付き注文

注文の種類には、「成行」「ビッド≥（逆指値）」
「アスク≥（逆指値）」「アスク≤（指値）」「アスク≤
（MIT）」があり、それぞれの注文にはイフダン、
イフダンOCOなどの条件を設定し発注すること
ができます。

注文種類と条件を☑し価格を指定、「注文を送
信」ボタンをクリックして下さい。

※「アスク≤（指値）」はスリッページを設定でき
ません。そのため、価格の滞在時間や流動性
次第で約定しない場合があります。少々の価
格差よりも約定を優先したい場合には、「アス
ク≤（MIT）」を使用します。
注文の一部数量のみが約定した場合、残りの
数量は「アスク≤（指値）」として有効な状態の
まま残ります。

※ 「ビッド≥（逆指値）」「アスク≥（逆指値）」は、
現状より不利な価格を指定する注文です。トレ
ンドフォロー型の取引に使用します。

※逆指値注文にスリッページを設定しない場
合、指定した価格に達したときに成行注文とし
て発注され、スリッページを設定した場合は、
ストップリミット注文として発注されます。そのた
め、スリッページを超えた相場変動があった場
合には自動的に指値注文に置き換わります。

4-2
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4 新規注文（3）
チャート発注

チャート発注

画面上部メニューのツール＞オプション設定
＞チャートの「注文のビジュアル化」にあるそ
れぞれの項目を☑することでチャート上から
の直接発注が可能になります。

また、「建玉」「決済済建玉」「ポジションラベ
ルを表示」などの表示も可能です。

チャート上で右クリックし、注文の種類を選択
して下さい。「＠価格」は、右クリックした位置
の価格を表示します。

8



5 ポジション・注文の管理（1）
管理タブ＞ポジション、ポジション・サマリー、注文

5-1 ポジション

5-2 ポジションサマリー

5-3 注文

現在有効な注文の一覧が表示されます。
注文の変更や、キャンセルの他、新規注文に決済注文を追加し、イフダン注文やイフダ
ンOCO注文に編集することもできます。

9

・「価格」欄には、ポジションを保有した時の価格（新規約定価格）からスワップポイントを
加減算した価格が表示されます。
・「現在の価格」欄には、ポジションの評価価格（買いポジションであればビッド、売りポジ
ションであればアスク）が表示されます。
・「売買サイド」欄には、買いポジションであれば「LONG」、売りポジションであれば
「SHORT」が表示されます。
・「損切注文」・「利食注文」欄には、該当ポジションに対する決済注文が表示されます。
・「損益（pips）」欄には、「価格」と「現在の価格」の差が表示されます。
・「損益」欄には、現在価格で算出した評価損益が、日本円換算で小数点以下２桁まで
表示されます。

※ポジションの最大保有件数は100件です。それ以上になる場合はポジションのマージ
を行いポジション件数を減らしてください。（マージには手数料は発生しません。「決済注
文（2）ポジションのマージ」を参照下さい。）

・「売買サイド」欄には、通貨ペア毎のポジション合計により、買い「LONG」、売り
「SHORT」、両建て「FLAT」が表示されます。
・「価格」欄には、合計ポジションの加重平均価格が表示されます。



5 ポジション・注文の管理（2）
管理タブ＞メッセージ、ストラテジー

5-4 メッセージ

5-5 ストラテジー

お客様の発注履歴や約定履歴を表示します。
※ログアウトすると削除されます。過去履歴はメニュー＞ポートフォリオ＞アクティビティ
ログでご確認いただけます。

10

ストラテジーの実行状況を表示します。 実行・停止の操作はこちらで行います。



6 口座状況の管理

ステータスバー

6 ステータスバー

「純資産（有効証拠金）」：資産の時価評価額。現金残高と評価損益の合算を表示します。

「余剰証拠金」：純資産（有効証拠金）の内、現在証拠金として使用していない金額を表
示します。評価損益の変動等により証拠金余力が０円を下回ると、「損失のレベルを停
止（P.22)」で設定した金額、または、強制ロスカットにより全てのポジションが自動決済さ
れます。

「使用証拠金」：純資産（有効証拠金）の内、現在証拠金として使用している金額です。
使用証拠金は現在価格の変動に伴い変動します。

「損益」：保有ポジションの時価評価損益の合計です。

「証拠金使用率」：純資産（有効証拠金）と使用証拠金の割合を表示します。証拠金使用
率が100％を上回ると、強制ロスカットにより全てのポジションが自動決済されます。

11



7 決済注文（1）
管理タブ＞ポジション

7-1 決済注文

複数のポジションを選択☑し右クリックすると、メニューの「選択したものをクローズ」が有
効になります。選択したポジションを一括して決済することができます。

※チャート上からの決済注文も可能です。
チャート画面上に表示されているポジションを右クリックすると決済注文メニューが表示
されます。

7-2 一括決済

12

「ポジション」または「ポジションサマリー」から保有しているポジションを右クリックするこ
とで、決済注文メニューが表示されます。

成行決済注文であれば「ポジションをクローズ」または「 」を左クリックします。
一部ポジションの成行決済や、成行決済注文にスリッページを設定する場合は、「条件
付き決済注文」を左クリックします。決済数量やスリッページ値幅の設定画面が表示され
ます。

逆指値決済注文、トレイリングストップ注文を設定する場合は、「損切り注文を追加」を左
クリックします。価格やトレイリング注文のステップ幅、有効期限の設定画面が表示され
ます。
※トレイリング注文とは、逆指値価格(ストップ価格)を相場変動に合わせて自動的に変更させる
注文方法です。

※「損切注文」・ 「利食注文」にスリッページの設定をすることはできません。「利食注文」では、
流動性により対象ポジションの一部数量しか決済されなかった場合、残りの数量に対する注文
が自動的に再生成されます。「損切注文」では全ての数量の約定が優先されるため、流動性次
第でスリッページが発生します。



7 決済注文（2）
ポジションの統合

マージとは、複数の保有ポジションを１つのポジションに合成することです。

買いポジション同士、売りポジション同士をマージすると、加重平均価格で合計された１
つのポジションが生成されます。

買いポジションと売りポジションをマージした場合は相殺され、同量であれば全て決済、
数量が異なれば一部決済されます。

マージによる決済の場合、市場での決済とは異なり、自身の売りポジション買いポジショ
ンがそれぞれの相手方となり決済が成立するため、市場価格のスプレッドによるコスト
や手数料は発生しません。

複数のポジションを選択☑し右クリック、表示メニューの「選択したものを統合」を左クリッ
クすることで、選択したポジションをマージすることができます。

※マージは同一通貨ペアでのみ可能です。例えば、EUR/USDとUSD/JPYをマージして
EUR/JPYを合成することはできません。

7-3 統合(マージ)

13



8 チャート（1）
チャートの追加

8-1 チャートの追加

「Workspace」のチャートフォルダで右クリッ
クし、メニュー「チャートを追加する」から追
加したい通貨ペアを選択します。

テンプレートを保存されている場合は、
チャートツールバーのテンプレートアイコン
から追加できます。

銘柄を追加

「Workspace」の通貨ペア上で右クリックし、
メニュー「銘柄を追加」から通貨ペアを選
択します。
既存の通貨ペアのチャートに他通貨の
チャートが表示できます。

14



8 チャート（2）
チャートの削除

8-2 チャートの削除

「Workspace」のチャートフォルダで右クリッ
クし、メニュー「チャートを閉じる」から削除
したい通貨ペアを選択します。

チャートタブの「×」からも削除できます。

15



8 チャート（3）
チャートのカスタマイズ

8-3 インディケーター等の削除

「Workspace」を右クリックし、メニューから
「チャートを削除する」を選択します。

8-4 チャートの配置

「Workspace」のチャートタブ上で右クリック
し、メニューから「配置を変更」を選択。表
示の3項目から配置パターンを選択下さい。

8-5 チャートのツールバー

【1】 既存チャートに他通貨ペアのチャートを追加
【2】 チャートの更新
【3】 オートシフト機能の切り替え
【4】 カスタマイズ機能のロック
【5】 特定期間の表示
【6】 表示の拡大
【7】 表示の縮小
【8】 指定範囲の表示拡大
【9】 水平線と価格の表示
【10】 垂直線と時間の表示
【11】 インディケーター追加
【12】 線描の記入
【13】 フィボナッチ、ギャンアングル等の記入
【14】 チャートパターンの記入
【15】 四本値の表示
【16】 十字カーソルと価格・時間の表示
【17】 チャートテーマの選択画面を表示
【18】 画像ファイルの保存
【19】 テンプレートの選択

16

【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】

【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】

【15】 【16】 【17】 【18】 【19】

【1】 【2】



9 メニュー

各種設定や報告書の抽出を行います。

■ ファイル ・ 標準モード

・ ワークスペースを開く 保存したワークスペースを呼び出します。
・ ワークスペースを保存する 上書き保存をします。
・ ワークスペースに名前を付け

て保存
ファイル名を付けて保存します。

・ 初期設定に戻す ワークスペースを初期設定に戻します。

・ 以下のバージョンに戻す

・ 再接続

最新のバージョンから旧バージョンに戻すことができま
す。
再接続します。

・ ログアウト ログアウトします。

・ 閉じる プラットフォームを閉じます。

■ ポートフォリオ ・ ポートフォリオ計算書 口座残高、損益、手数料の履歴を表示します。
・ イントラデイ計算書 当日の口座状況を表示します。

・ ポジション報告書 ポジション状況を表示します。

・ 損益計算書 指定した期間の実現損益を表示します。

・ 手数料表 口座の手数料設定を表示します。

・ 入出金報告書 入出金の状況を表示します。

・ アクティビティ・ログ プラットフォームを立ち上げてからの操作動向の
履歴を表示します。

・ 取引ログ
・ パスワード変更

取引の履歴を表示します。
パスワードの変更が出来ます。

・ 口座内エクスポージャー 通貨毎の残高を表示します。

■ ニュース ・ マーケット・ニュース 経済ニュース(英語)
・ ライブ経済指標発表カレン
ダー

経済指標の予想と結果(英語)

■ ツール ・ 言語の変更(Language) 表示言語を変更します。
・ マーケット・オーバービュー マーケットオーバービューを表示します。

・ ヒストリカル・テスター ストラテジーのバックテストを行います。

・ ヒストリカル・データ管理 ヒストリカル・データを取得します。

・ ストラテジー・エディター ストラテジーの編集画面を表示します。

・ ストラテジー プラットフォームに取込んだストラテジーを表示します。

・ プライスアラート プライスアラートを表示します。
・ オプション設定 様々な設定を変更・確認できます。

■ ヘルプ ・ アップデートを確認
・ バージョン情報

使用しているプラットフォームの更新状況を確認します。
バージョンを確認します。
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10 オプション設定（1）
メニュー＞ツール＞オプション設定
（一般・銘柄）

10-1 一般

各種オプション設定
チェックマークを入れる／外すことで、取引
時に適用される設定をします。

プラットフォームのタイムゾーン
取引画面の表示時間の変更ができます。
日本時間表示はJSTを選択してください。

10-2 銘柄

取引数量、最大取引数量、スリッページ、新
規注文、損切り・利食い等、取引時に適用す
る初期値を設定します。
※スリッページは成行注文にのみ適用されます。
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10 オプション設定（2）
メニュー＞ツール＞オプション設定
（チャート・期間・ワークスペース）

10-3 チャート

チャート表示方法の設定を行います。
チャート上へ保有ポジションや注文を表示す
る場合は、「注文のビジュアル化」にチェック
します。

10-4 期間

チャートの時間区切りをカスタマイズします。
デフォルトの1時間足や日足を、2時間足や5
日間足に設定することができます。

10-5 ワークスペース

各パネルの配置やカスタマイズしたチャート
の保存方法を設定します。
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10 オプション設定（3）
メニュー＞ツール＞オプション設定
（免責事項・アドバンス）

10-6 免責事項

取引を行う際に表示される免責事項を再確
認できます。

10-7 アドバンスド

ファイルの場所
ワークスペースやキャッシュの保存先を設定
します。

詳細な設定
Javaのヒープ領域を表示する、例外
（exception）発生時にストラテジーを停止す
る、等幅フォント、保存されているキャッシュ
ファイルを削除する*など詳細設定をします。
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11 報告書（1）

11 報告書
ポートフォリオから、口座残高の推移やお取
引詳細等のレポートを表示できます。

11-1 ポートフォリオ計算書

EZ Dealでは、1日の取引終了時点に、終了
時点のレートを基準とした清算レートで利益
と損失、手数料が清算されます。
保有ポジションは一旦決済されスワップポイ
ントを加味したレートで建直す処理（ロール
オーバー）が自動的に行われます。
ポートフォリオ計算書では、口座残高の推移、
日々の損益額、取引履歴の他、ロールオー
バーの履歴を確認できます。

11-1-1 ポートフォリオ計算書（日次詳細）

1日ごとに、通貨ペア毎の取引損益及びス
ワップポイントを加味した清算額と、口座残
高を表示します。
「詳細」欄の「Unsettled」は未清算、
「Settlement for」は清算済みを表します。

11-1-2 ポートフォリオ計算書（取引詳細）

取引ごとの約定価格や損益を表示します。
ロールオーバー処理は、「注文ID」欄の
「Rollover Close」と「Rollover Open」にて、決
済と建直しの詳細が確認できます。
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重要：初期状態の取引画面・報告書の時間表示はGMT（日本時間から－９時間）となっています。

*取引画面時間表示はメニュー＞ツール＞オプション設定＞プラットフォームのタイムゾーンから変更可。

メニュー＞ポートフォリオ＞ポートフォリオ計算書

（取引損益、手数料、ロールオーバー清算の確認）



11 報告書（2）
メニュー＞ポートフォリオ＞マイ・アカウント
（口座残高の確認、ストップロスレベルの設定、パスワード変更）

11-2 口座情報

「現在の残高」： ロールオーバー後の残高
「現在の純資産（有効証拠金）」： 現在の残高より

現在の損益（P/L）を差し引
いた金額

「今日一日の損益」： 保有ポジションの
時価評価損益の合計

「本日の入出金額」： 証拠金の入出金額
「レバレッジ」： 現在の設定されているレバレッジ
「週末レバレッジ」： 週末持ち越しのレバレッジ
「証拠金使用率」： 純資産（有効証拠金）に対す

る使用証拠金の割合

11-3 ストップロス・レベル

ご自身でストップロスレベルを変更できます。
変更をされた場合、トレーダー・アクション・ロ
グにて変更内容を確認できます。

11-4 セキュリティの設定

｢IPアドレス登録」：使用しません
「パスワード変更」：パスワードの変更ができます

※半角英数のアルファベット大文字・小文字および
数字をそれぞれ1文字使用し、8～16文字で設定し
てください。（記号は、使用不可）

例：abCd４Y6x
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11 報告書（3）
メニュー＞ポートフォリオ＞イントラディ計算書、ポジション報告書、損益計算書
（保有ポジション、スワップ、実現損益の確認）

11-3-1 イントラデイ計算書

当日の取引損益や清算額、口座残高を表示
します。

※取引損益には手数料は含まれません。
※決済済みのポジションは、売り買いそれぞ
れの取引を、報告書を抽出した時点の価格
で値洗いした金額を表示します。
※保有中のポジションは、売り買いとも同一
価格で損益を計上しているため、合計金額と
口座全体の「オープン損益」とは数値が異な
りますのでご注意ください。

11-3-2 ポジション報告書

・オープンポジション
報告書を抽出した時点のポジションと評価損
益を表示します。
・決済済みポジション
指定期間の決済済みポジションと損益、手
数料を表示します。

※EZ Dealでは、保有ポジションは日々ス
ワップポイントを加味した価格で建直し処理
が行われますが、このレポートでは、ポジ
ションを保有した時の価格（新規約定価格）
を表示し、スワップポイントは「スワップ」欄に
金額表示されます。

11-3-1 損益計算書（損益報告書）

指定した期間の実現損益の合計を表示しま
す。
※保有ポジションの評価損益やスワップポイ
ントは、日々のロールオーバー処理により清
算されますので実現損益「純損益」として取
り扱われます（確定申告時ご注意ください）。
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11 報告書（4）
メニュー＞ポートフォリオ＞手数料表、入出金報告書
（手数料体系、入出金の確認）

11-4-1 手数料表

使用しません。

11-4-2 入出金報告書

指定期間内の入出金額と日付を表示します。
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11 報告書（5）
メニュー＞ポートフォリオ＞アクティビティ・ログ、ポジション統合ログ、取引ログ
（ログの確認）

11-5-1 アクティビティ・ログ

指定期間内の取引画面上の操作やサー
バー上の約定挙動等のログが表示されます。
※管理タブ＞メッセージと同様のログです。
過去ログを確認する際にご利用ください。

11-5-2 ポジション統合ログ

指定期間内の統合(マージ)履歴を表示しま
す。

11-5-3 取引ログ

指定期間内の全ての取引履歴を表示します。
キャンセルになった注文のキャンセル理由
や履歴はこちらで確認できます。
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11 報告書（6）
メニュー＞ポートフォリオ＞トレーダー・アクション・ログ、ストラテジーログ、
パスワード変更、口座内エクスポージャー

11-6-1 トレーダーアクションログ

ポートフォリオ＞マイ・アカウントにあるストッ
プロス・レベルを変更した場合にのみ、変更
履歴が表示されます。

11-6-2 ストラテジーログ

お客様ご自身が作成したストラテジーを起動
された場合に、ここに表示されます。

11-6-3 パスワード変更

ポートフォリオ＞マイ・アカウントにあるパス
ワード変更と同様で、こちらからもパスワード
を変更できます。

※半角英数のアルファベット大文字・小文字および
数字をそれぞれ1文字使用し、8～16文字で作成し
てください。（記号は、使用不可）

例：abCd４Y6x

11-6-4 口座内エクスポージャー

ネットオープンポジション（保有ポジションの
約定総代金を通貨別に合算した数値）を表
示します。
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12 ニュース
メニュー＞ニュース＞ライブ経済指標発表カレンダー
（マーケット速報の表示）

「ライブ経済指標発表カレンダー」を選択すると、「管理タブ」内に表示されます。
ライブ経済指標発表カレンダーでは発表済みの経済指標の数値のみでなく、発表予定
や予測値をご覧いただけます。
※英語表記です。現在、日本語その他の言語には対応しておりません。
※「マーケット・ニュース」は、現在提供しておりません。
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12 ニュース



13 ツール（1）
メニュー＞ツール＞マーケットオーバービュー
（複数の注文パネルを表示）

13 ツール

表示言語、プライスアラート、オプション設定
など、変更/設定ができます。

13-1 マーケット・オーバービュー

複数通貨ペアの注文パネルを表示します。
通貨ペアの追加は「銘柄」メニューから、削
除は「×」から行います。
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使用するストラテジーをテストすることで、運用の欠点や不整合をチェックする機能です。
※ 当社ではサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。

13 ツール（2）
メニュー＞ツール＞ヒストリカル・テスター、ヒストリカルデータ管理

各通貨ペアのヒストリカルデータを期間を指定して取得、形式を選択して保存することが
できます。
※ 当社ではサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。
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13-2-1 ヒストリカル・テスター

13-2-2 ヒストリカルデータ管理



13 ツール（3）
メニュー＞ツール＞ストラテジーエディター、ストラテジー
（自動売買のプログラミング）

13-3-2 ストラテジー
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13-3-1 ストラテジーエディター

ストラテジーの実行状況を表示します。実行・停止の操作はここで行います。
※ 当社ではサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。

お客様ご自身でプログラムの作成・編集をしていただけます。
※ 当社ではサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。



13 ツール（4）
メニュー＞ツール＞プライスアラート
（アラートの設定）

価格が指定した条件に達した際に、アラート音やポップアップを発動します。
「通貨」、「条件」、「価格」、「イベント」、「状態」の箇所をダブルクリックし、プルダウンメ
ニューから選択し各項目を設定します。
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13-4 プライスアラート
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お問合せ先： ＥＺインベスト証券 カスタマーサポート
Email: support@ezinvest-sec.jp
フリーコール: 0120-205-810 （平日 午前9時～午後5時）
〒106-0044
東京都港区東麻布2-22-5 ベルス麻布2F
http://www.ezinvest-sec.jp
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関東財務局長（金商）第156号
加入協会: 日本証券業協会
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