
アプリ操作ガイド
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■アプリのダウンロードと起動

App Store もしくは Playストアで「サンワードFX」を検索し、アプリ
ケーションのダウンロードをします。

お客様のiPhoneもしくはAndroidに「サンワードFX」のアプリが生成
されます。
アプリのアイコンをタップして、ログイン画面を起動します。

アプリの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。
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■ログイン

ログインID、パスワードを入力します。

※ID・パスワードは、口座開設の際に当社より発送させていただきました
ものをご入力ください。

チェック欄にチェックを入れると、IDとパスワードを保存することができ
ます。
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■ログインができない場合

パスワードを５回連続で間違えますと、ロックがかかりログインできなく
なります。
ロックの解除をご希望の場合は下記の番号までご連絡ください。

電話番号 ０１２０－９６５－４７７

受付時間 ㈪ 7：00 ～ ㈯ 6：00 ※サマータイム5：00まで

初めてログインされる時、及びパスワードの有効期限が過ぎた場合、パス
ワードの変更が必要となります。

※有効期限は１年間、前回使用したパスワードは使用できません。

現在のパスワードと、新しく設定するパスワードを入力してください。
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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。
レート一覧から注文を
出すことができます。

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。

取引

新規・決済注文を出す
ことができます。

照会

取引に必要な照会メ
ニューを項目別に表示
します。

その他

ニュースやお知らせな
ど取引に必要な項目を
表示します。各種設定
も行うことができます。※画面下部に表示され

る注意事項をご確認く
ださい。
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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。通貨ペアごとの、買気配/売気配のレート、高値/安値、前日比の情報を表示
します。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「取引」画面（注文入力画面）へ遷移します。

●レート一覧から発注

表示レートをタップする
と、 「取引」画面（注文
入力画面）に遷移します。

「通貨設定」をタップすると、レートの表示サイズや、
表示通貨ペアの選択・並べ替えができます。

-----------------------------------------

右側の並べ替えボタンを長
押ししたまま上下にスライ
ドさせると表示順が変更で
きます。

※画面下部に表示されてい
る注意事項をご確認くださ
い。
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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、チャート画面上をダブルタップすると「取引」画面へ遷移し、発注することもできます。

通貨ペア、ローソク足、買気配/約定
値の変更をすることができます。

●チャート画面の操作 ●チャートの拡大・縮小

【拡大】 【縮小】

ローソク足に指を置くと
４本値が表示されます。
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●チャート画面の設定

「設定」をタップすると、「チャート設定」へ
遷移します。

足種類
ローソク足の種類
を選択できます。

ﾁｬｰﾄｴﾘｱ
種類、短期・中期・
長期の設定ができま
す。

指標
種類、短期・長期・
シグナルの設定がで
きます。

------------------------------------------------------

「指標設定」をタップすると足種類、
ﾁｬｰﾄｴﾘｱ、指標をそれぞれ設定・保
存することができます。

●チャート画面から発注

チャート画面上をダブル
タップすると注文入力画
面へ遷移します。

チャートの設定ができま
す。

※画面下部に表示されて
いる注意事項をご確認く
ださい。
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【Android】

足種類
ローソク足の種類
を選択できます。

種類、短期・中期・長期
の設定ができます。

種類、短期・長期・シグ
ナルの設定ができます。

①

②

① チャートエリア ② 指標

●チャート画面の設定



■取引

●新規注文

注文手法を選択します。
「単一」成行・指値・トリガ

※こちらの画面からの決済注
文は、ポジションを指定して
決済できません。

新規・決済、売買、成行・
指値・トリガを選択します。
枚数を入力して「確認」を
タップします。

確認画面へ遷移します。「注文」をタップして注文が出ます。

11
※画面下部に表示されている注意事項をご確認ください。

※「注文」をタップすると、ポップアップ画面が出て発注で
きない場合は同意確認事項があります。P.12を参照してくだ
さい。
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※「注文」をタップ後、下図のようなポップ
アップ画面が出た場合は、同意確認事項があ
ります。

※取引説明書が未確認の場合には、同意事項に同意をいただく必要がございます。
上記の流れに沿って確認してください。

●同意確認事項の確認方法

「その他」から「パスワー
ド変更」をタップします。

新しくログイン画面が立
ち上がります。(※iPhone
の場合は右下のコンパス
マークをタップしてくだ
さい）
再度IDパスワードを入力
してログインしてくださ
い。

「契約締結前交付書面」を
タップして、内容をご確認
いただき、ご理解・同意い
ただけましたら、チェック
して「同意する」ボタンを
タップしてください。

◆発注できない場合

※



■照会

①注文一覧

各項目の画面へ遷移します。

②建玉一覧

保有ポジションのリストを表示しま
す。「商品」をタップすると通貨ペ
アを絞ることができます。「売/
買」をタップすると買ポジションと
売ポジションで絞ることがでます。

新規及び決済の注文中のリストを表
示します。「商品」をタップすると
通貨ペアを絞ることができます。注
文種類で絞ることができます。

①

③

➄

⑦

⑨

②

④

⑥

⑧
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④約定履歴 ➄証拠金状況

有効比率、証拠金預託額、有効証
拠金額、発注可能金額等、口座状
況を確認することができます。

約定した注文の履歴が確認できます。
通貨ペア、新規/決済、売/買で絞る
ことができます。

③注文履歴

５日前までの注文の履歴が確認できます。
通貨ペア、注文種別で絞り込むことがで
きます。
確認したい履歴をタップすると、「注文
履歴詳細」が確認できます。
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⑧商品情報 ⑨スワップポイント

通貨ペア別に、月単位でス
ワップポイントを表示しま
す。

通貨ペア別の取引単位、証
拠金などを確認できます。

⑥出金指示

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
ことができます。

※出金依頼額を変更する場合は、
いったん取消をしてから再度、出
金依頼を行ってください。

⑦相場表

相場表を表示します。
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◆決済

『建玉一覧』から決済注文を出します。

決済を行うポジションを選択し、
「決済」をタップします。

※すでに決済注文が出ているポジ
ションは選択できません。

単一/OCO/ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞを選択
し、執行条件、枚数などそ
れぞれの入力項目を選択・
入力します。
「確認」で確認画面が表示
されます。

入力内容を確認後、「注文」
をタップすると発注されます。

※ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞの場合は確認
画面はありません。
チェック欄にレ点を入れ
ると売または買のレート
表示部分がタップできる
ようになり発注できます。
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◆建玉整理申請

建玉整理をしたいポジション
を売り・買いそれぞれ選択し、
「建玉整理」をタップします。

同じ通貨ペアの、売りポジションと買いポジションを同時に同枚数決済する場合、『建玉整理申請』を行うことができます。
建玉整理申請した場合の決済価格は売気配と買気配の間の値段である「仲値」での決済になりますので売りポジションも買
いポジションも同じ値段で決済することになります。なお、決済時の手数料は不要です。（※決済指定「不可」（ｵｰﾄﾈｯﾃｨﾝ
ｸﾞ）のお客様は両建ができませんので建玉整理申請はありません。）

決済したいポジションの枚数
が「申請枚数」に表示されま
すので、申請したい枚数を指
定します。※売り買い同じ枚
数しか申請できません。

確認画面で注文内容を確認し、
「整理」で注文が出ます。



『注文一覧』を表示します。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場合、決済注文の変更・取消を
することができます。

◆注文中の変更・取消

変更・取消したいポジション
を選択し、上の「変更/取消」
をタップします。

変更であれば変更箇所に入力し
「変更確認」を、取消であれば
「取消確認」をタップする。

※OCO注文は変更ができません。
注文を取消後、新たにOCO注文を発注してください。

-----------------------------------------------

※「連続注文」とは、ある注文が成立したら、次に発注される注文をあらかじめ
セットしておくことができる注文方法です。
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■その他

ニュース・お知らせの閲覧、設定・パスワードの変更などを行うことができます。

③各種設定を行うことがでます。

①
②
③
④
➄
⑥

①配信ニュースを閲覧できます。

②取引所・弊社からのお知らせ、お取引に関するお知らせ、システムアラートが
確認できます。

有効期限を、当日/今週末/無期限から選
択・設定できます。

注文画面設定

レート一覧、チャート画面からの注文画面
での注文手法を、単一/IFD/OCO/IFO/ｽﾄ
ﾘｰﾐﾝｸﾞから選択・設定できます。

※初期設定ではストリーミングに設定されています。
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④パスワードの変更を行うことができます。

「パスワード変更」を
タップすると、新しくロ
グイン画面（スマホWEB
版）が立ち上がります。

ログイン後、左上の
ホームマークをタップ
します。

メニュー

「その他」をタップし
ます。

その他レート一覧 パスワード変更

「パスワード変更」を
タップします。

変更前のパスワードと、
新しく設定するパスワー
ドを入力します。
「変更」ボタンをタップ
して完了です。

➄取引操作マニュアルに遷移します。

⑥タップするとログアウトし、ログイン画面に戻ります。
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当社は、株式会社東京金融取引所の「くりっく365」から指定を受けた、取引参加者です。
「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。


