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サンワードFX for Android

操作ガイド

当社は、株式会社東京金融取引所の「くりっく３６５」取引参加者である岡安商事株式会社から指定を受けた、取次（媒介）業者です。
「くりっく３６５」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
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■アプリのダウンロードと起動

GooglePlayストアを起動後【サンワードFX】で検索し、アプリケーション
のダウンロードを開始します。

お客様のAndroidに【サンワードFX】のアプリが生成されます。

アプリアイコンをタップしてログイン画面を起動します。

アプリアイコンをタップすると、ログイン画面が表示されるまでの間
は、スプラッシュ画面が表示されます。



4

■ログイン

ユーザーID、パスワードをご入力下さい。IDパスワードは口座開
設を頂きました際に当社より発送させていただきましたものをご
利用下さい。

ログイン時にアプリのバージョンチェックを行います。バージョン
不整合エラーが通知された場合は、最新バージョンのアプリをダ
ウンロードする必要がございます。

IDとパスワードを保存することが出来ます。

初回ログイン時及び取引説明書の変更の際には、同意事項に同
意を頂く必要がございます。
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■ログインが出来ない場合

パスワードの入力間違いを３回連続で間違った場合には、ログインロッ
クが掛かります。ロックの解除をご希望の場合には下記の番号までご
連絡下さい。

初回ログイン時及びパスワードの有効期限が過ぎた場合にはパス
ワードの変更が必要となります。有効期限は年間となります。前回使
用したパスワードは使用できません。現在のパスワードを入力し、新し
く設定するパスワードをご入力下さい。
パスワードは半角英数字文字以上 文字以下でお願い致します。

電話番号 0120－965－477

受付時間 午前 ８：３０ ～ 翌 ０４：００ （平日のみ）
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■ログインが出来ない場合

パスワードの入力間違いを３回連続で間違った場合には、
ログインロックが掛かります。ロックの解除をご希望の場合には
下記の番号までご連絡下さい。

初回ログイン時及びパスワードの有効期限が過ぎた場合にはパス
ワードの変更が必要となります。有効期限は1年間となります。
前回使用したパスワードは使用できません。
現在のパスワードを入力し、新しく設定するパスワードをご入力下さい。
パスワードは半角英数字8文字以上13文字以下でお願い致します。

電話番号　0120－965－477

受付時間 
冬時間　月曜 7：0０ ～ 土曜 ０6：００ 
夏時間　月曜 7：0０ ～ 土曜 ０5：００
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■画面構成

レート一覧

通貨ペアごとに現
在のレートを表示し
ます。レート一覧か
ら新規注文を行う
事ができます。

チャート

通貨ペア別チャート
を表示します。
チャート上から発注、
テクニカル指標が
表示できます。また、
ワイド画面でチャー
トを表示する事もで
きます。

ポジション一覧

保有しているポジ
ションが表示されま
す。個別のポジショ
ンを選択して詳細
情報の確認、決済
注文を行う事がで
きます。

注文一覧

注文中の新規・決
済注文を表示しま
す。注文の詳細確
認、変更、取消しが
出来ます。

証拠金状況

有効比率・証拠金
預託額・口座全体
の評価損益等、お
客様の証拠金情報
を表示します。

メニュー

各取引に必要な機
能を項目別に表示
します。
各機能の初期設定
を変更する事がで
きます。
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■レート一覧
現在のレート情報を表示する画面です。通貨ペア毎の、BID/ASKのレート、高値/安値、前日比の情報を表示します。レート一覧形式とバネルボックス形式を、
左右にスライドすることで表示の切替が可能です。また、表示されているレートをタップすることで該当通貨ペアの新規注文入力画面へ遷移します。レート一
覧に表示できる通貨ペア数は、最低１通貨ペア、最高１２通貨ペアまで表示できます。

表示通貨の変更方法は「P.18 通貨ペア設定」を参照ください。

左右にスライドさ
せることで、表示
が切り替わります。

上下にスライドさせることで、６通貨ペアづつ表示可能。

アプリ終了時に開かれていたのが、レート一覧形式かパネルボックス形式
なのかで保存され、次回起動の際には保存された形式で表示されます。

●表示画面の操作 ●レート表示から発注
レート表示から発注する場合は、表示レートをタップまたは長押しすることで
注文画面に遷移します。初期設定ではストリーミング注文に設定されていま
すが、設定を変更したい場合には「P.18 初期値設定」を参照して下さい。

a)レートをタップした場合

※ 初期値設定で、注文フォームを単一に
変更し、BIDレートをタップすると“売注文”
が、ASKレートをタップすると“買注文”が自
動的に選択されます。

b)レートを長押した場合
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■チャート
通貨ペア別にチャート表示、テクニカル表示、ローソク足の４本値情報を見ることができます。また、チャート上から発注することもできます。

Androidを横向きにすることで、ワイド画面のチャートを見ることが出来ます。

●チャート画面の操作

【設定可能な項目】

・ローソク足 or 平均足
・単純移動平均 or ボリンジャーバンド

【設定可能な項目】

・ストキャスティクス
・RSI
・MACD

上下にスライドさせることで、チャート上の
ポイントを狙った指値注文が発注出来ます。

●チャートのワイド画面表示

※チャートをワイド画面で表示するに
は、画面の向きのロックを解除する
必要があります。

●チャートの拡大・縮小

【標準】【縮小】 【拡大】
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表示されている通貨ペアの
注文を発注します。

※初期設定では、注文デ
フォルトがストリーミングに
設定されていますが、設定
を変更したい場合は「P.18 
初期設定を参照して下さ
い。」

〈通貨ペア〉
表示設定されている12通貨
ペア

〈足種〉
Tick/1分足/5分足/10分足
/15分足/30分足/60分足/2
時間足/4時間足/8時間足/
日足/週足/月足

〈レート〉
BID/ASK/出来値

描写させるチャートの種類
を変更させることができま
す。

・ローソク足
・平均足

表示させるテクニカル分析
ツールの切り替えを設定し
ます。

・単純移動平均
・ボリンジャーバンド

テクニカルのインジケー
ター表示の切り替えを設定
します。

・ストキャスティクス
・RSI
・MACD

■チャート画面の操作
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■ポジション一覧
保有ポジションのリストを表示します。個別のポジションをタップするとポジション詳細の表示、及び決済注文を行うことが可能です。

複数ポジションを持っている場合「絞込み・ソート」機能を利用して通貨ペア別のソート、通貨ペアごとに保有ポジションの全決済を行う事ができます。（※決済
可能数量が”0”のポジションは全決済機能での決済が出来ませんのでご注意下さい）

保有しているポジションを、通
貨ペアごとにソートすることが
できます。

保有ポジションがある場合、
選択した通貨ペアのみを表
示することができます。

●保有ポジションのソート機能 ●選択した通貨ペアの全決済

全決済したい通貨ペアを選択
し「全決済注文確認」ボタンを
タップします。
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●ポジション一覧からの決済注文①

決済注文中（指値など）が、すでに出
ている場合には「ポジション詳細」と
「決済注文一覧」が選択できます。

決済したいポジションの詳細が
確認できます。

ポジション詳細を確認後、決済
注文の発注画面へ遷移します。

ポ
ジ
シ
ョ
ン
詳
細
を
確
認
し
な
く
て
も
、
そ
の
ま
ま
決
済
注
文
の
発

注
画
面
へ
遷
移
し
ま
す
。
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●ポジション一覧からの決済注文②

※すでに決済注文が出ており、かつ発注可能枚数が残っているポジションを選択した場合、決済注文の変更または取消しをする
事ができます。

発注中の指値などがあり、決
済可能枚数があるポジション
を選択。

ポジション詳細を確認
後、決済注文を発注で
きます。

発注中の決済注文一
覧が表示されます。

決済可能な数量に対し、
新たな決済注文が発注
できます。

すでに発注中の注文
を取消します。

すでに発注中の注文
を変更します。
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■注文一覧
①注文詳細

新規の注文中及び、決済の注文中のリストを表示します。注文詳細の確認、注文変更、連続注文の発注を行う事ができます。

発注中の注文が複数ある場合、「絞込み・ソート」機能を利用して通貨ペアごとにソート、区分別にソートをする事ができます。

※OCO注文は変更が出来ません。注文を取消後、新たにOCO注文を発注して下さい。
※決済方式が「オートネッティング」の場合、新規注文・決済注文に対して表示される区分は「AN」となります。

選択するポジションにより、表示さ
れるメニューがことなりますのでご
注意ください。
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②注文変更・連続注文（単一）・連続注文（OCO）

新規の注文中及び、決済の注文中のリストを表示します。注文詳細の確認、注文変更、連続注文の発注を行う事ができます。

※OCO注文は変更が出来ません。注文を取消後、新たにOCO注文を発注して下さい。
※決済方式が「オートネッティング」の場合、新規注文・決済注文に対して表示される区分は「AN」となります。

すでに発注されている指値
（逆指）の、注文数量と指定
価格を変更することができま
す。

すでに発注されている指値
（逆指）が約定した場合、単
一で連続する注文を発注で
きます。

すでに発注されている指値
（逆指）が約定した場合、
OCOで連続する注文を発注
できます。
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■証拠金状況
有効比率・証拠金預託額・ポジ
ション損益・発注可能額等、口
座の状況を確認する事ができ
ます。

■メニュー
注文履歴・約定履歴の確認、入出金一覧・出金依頼、お知らせ・ニュースの閲覧、自動更新間隔の設定、表示する
通貨ペアの設定、各項目の初期値設定、ログインパスワードの変更、ログアウト、モバイルサイトへのリンク、アプ
リのバージョン情報の確認ができます。・

①注文履歴

④

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

【メニュー表示項目】

通貨ペア区分、注文日
付区分での、注文履歴
を確認することができ
ます。

注文詳細の全表示画面
は、「P.13注文一覧」を参
照して下さい。
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②約定履歴

通貨ペア区分、成立日区
分での、約定履歴を確認
することができます。

約定した注文の履歴詳細
が確認できます。

③入出金一覧

約定した注文の履歴が確認できます。個別の約定履歴詳細、通貨ペア区分での約定履歴、約
定日区分での約定履歴の絞込みが可能です。

お客様口座の、入金・出金履歴が確認できます。

お客様口座の入出金
詳細が確認できます。

入金・出金・オンライン入
金区別、入出金の依頼日
時での絞込みができます。

※Androidではオンライン入金が出来ません。

オンライン入金は、PC版リッチクライアントか
らお願いいたします
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④出金依頼 ⑤お知らせ

お客様の預かり金額を超えない範囲で、ご登録の出金先金融機関口座へ出金依頼を行
う事が出来ます。 取引所からのお知らせ・弊社からのお知ら

せ・お客様個人へのお知らせ・システムア
ラートを、それぞれ確認することができます。※出金依頼額の変更を希望される場合には、入出金一覧より一度取消しをしてから再度、

出金依頼をしていただく必要があります。

⑥ニュース

オーバルネクスト社から配信されるニュースが、御覧いただけます。

ヘッドラインをタップすると、本文掲載ページに遷移します。
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⑦自動更新設定

レートの自動更新間隔を設定します。

自動更新の間隔

1秒/3秒/5秒/
10秒/30秒/60秒/
自動更新しない

⑧通貨ペア設定

レート一覧に表示させる、通貨ペアを設定すること
ができます。また、通貨ペアの並び順を変更するこ
とができます。

左側のチェックを外
し完了ボタンをタッ
プすると表示されま
せん。

右側の並び替えボ
タンを長押し後にス
ライドさせると表示
順が変更されます。

⑨初期値設定

各項目の初期値が変更できます。設定後「完了」ボタンをタップしてください。

注文入力時の支援機能
で、初期の数値を変更
することができます。
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⑩パスワード変更

⑪ログアウト

⑫モバイルサイト

スマートフォンアプリから、サンワードFXモバイルに遷移してモバイル版から取引を行うことができます。「建玉
整理」や「決済方式に変更」、「メールアドレスの変更」をモバイル版から行えます。

ログインに必要なパス
ワードを、任意のパス
ワードに変更することが
できます。

パスワードは半角英数
字8文字以上13文字以
下でお願い致します。

ログアウトを行いログイ
ン画面に戻ります。

⑬アプリ・バージョン情報

スマートフォンアプリのバージョン情報が表示されます。ログイン時に自動でアプリのバージョンチェックが実行さ
れますので、バージョン不整合エラーが通知された場合は、GooglePlayストアより最新のバージョンアプリをダウ
ンロードする必要がございます。


	android_guide
	android_guide__________



