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1.ログイン/ログアウト

1-1 ログイン

ログインをすることにより、注文・口座照会等のすべての機能を利用することができます。

2 ログイン画面

1
スマホよりDMM CFDのホームページへアクセスし、
トップ画面の[取引ツールを開く]から、[ブラウザ型
取引ツール『DMMCFD スマホ』]をタップします。

※下記【URL】もしくは【QRコード】からアクセス
することもできます。

【URL】
https://trade.cfd.dmm.com/cfdcsppresen/direct/login

【QRコード】

口座開設時に通知された｢ログインID｣および｢パスワー
ド｣をご入力いただき、IndexもしくはCommodityのロ
グインボタンをタップすると、それぞれの画面へログイ
ンが実行されます。

※ログインIDはメインメールアドレスを代用できますが、メールアド
レスに大文字を登録されている場合には代用できません。

※複数回ログインに失敗するとロックがかかります。一定時間経過後
ロックが解除されますので、しばらくお待ちいただいてからログ
インをお試しください。

※ログイン情報をお忘れの場合で、これまでにPCやスマホいずれか
でログインをしたことがあるお客様は「ログインID・パスワード
を忘れた方」からパスワードの再設定後、メインメールアドレスと
再設定後のパスワードでログインいただけます。

・ログインID、パスワードはPC版取引ツールと共通です。
・自動ログインはできません。

ただし、ご利用の端末やブラウザにログイン情報を保存する機能
がついている場合にはそちらをご利用ください。

・ログイン後にIndexもしくはCommodityの画面に切り替えていた
だくことも可能です。

・どちらでログインいただいてもご利用いただくツールは共通の
ツールとなります。

DMM CFDサイト

https://trade.cfd.dmm.com/cfdcsppresen/direct/login
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1.ログイン/ログアウト

1-2 ログアウト

ログイン状態を無効にすることができます。

メニュー

｢OK｣をタップすると、ログアウトが実行されます。

ログアウト確認

各画面右下部の[≡](メニュー)より[ログアウト]をタップ。

1

2
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ホーム画面より各所をタップすることでそれぞれの画面へ遷移します。

2.ホーム画面

2-1 画面構成について

①DMM CFD取引種別
現在ログインしている取引種別【INDEX】およびCOMMODITY】が表
示されます。

②口座状況
｢証拠金維持率｣｢純資産額｣｢評価損益｣が表示されます。
その他の口座状況の詳細につきましては｢口座照会｣画面にて確認できま
す。(詳細P.45参照)

③チャート
取引銘柄やチャート周期の変更やテクニカル設定ができます。(詳細
P.40参照)

④売値 Bid
[レート]をタップすると、｢新規注文｣画面に遷移します。(詳細P.10-
P.23参照)

⑤買値 Ask
[レート] をタップすると、｢新規注文｣画面に遷移します。(詳細P.10-
P.23参照)

※ホーム画面でレートをタップしても、注文は発注されません。

⑥売建
保有している売建の｢数量｣｢評価損益｣が表示されます。

⑦買建
保有している買建の｢数量｣｢評価損益｣が表示されます。

⑧メニューバー
｢ホーム｣｢新規注文｣｢決済・照会｣｢レート｣｢チャート｣｢メニュー｣のアイ
コンをタップすることで、それぞれの画面に遷移します。

ホーム画面

ホーム画面より[info]をタップすると、銘柄基本情報画面が表示されます。
｢銘柄｣｢取引時間｣｢口座区分｣｢決済通貨｣｢必要証拠金｣｢取引単位｣｢レバレッジ｣｢円転レート｣を確認できます。
[閉じる]をタップすると、ホーム画面に戻ります。
[info]は、ホーム画面のほかに[レート]、 [チャート]画面にも設置されています。

1

２

1 2

76

8

3

4 5
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【DMM CFD】で取扱のある各銘柄のレートを表示することができます。

レート一覧

をタップすると設定画面が表示されます。レート表示設定、並び順の変更が可能です。
また、初期化ボタンにて初期の並びに戻すこともできます。

3-1 レート

以下のいずれかの操作にて、レート一覧が表示されます。

・メニューバーより[レート]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マーケット]項目内の[レート]をタップ

メニューバー メニュー

レート設定

1

2

3.レート/マーケット情報
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3.レート/マーケット情報

ニュースをリアルタイムで確認できます。

各ニュースのタイトルをタップすると、
ニュースの詳細画面が表示されます。

ニュース

※ニュースをご利用の際は、｢情報ツールにおける
注意事項(P.104)｣を必ずお読みください。

ニュース詳細

3-2 ニュース

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [マーケット]項目内の[ニュース]をタップ

メニューバー

メニュー

1

2
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3.レート/マーケット情報

各国の経済指標の｢発表日時｣｢前回結果｣｢予想｣｢結果｣を確認できます。

経済指標

3-3 経済指標

メニュー

主要国の経済指標一覧が確認できます。

※指標の重要度が[★][★★][★★★]の三段階で表示され
ます。
★の数が多いほど注目度の高い経済指標となります。

※前回の結果と今回の予想、すでに発表された指標につ
いては結果が表示されます。

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [マーケット]項目内の[経済指標]をタップ

メニューバー

1

2
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3.レート/マーケット情報

銘柄ごとの｢調整額｣｢1Lotあたりの必要証拠金｣を確認できます。

調整額・証拠金

3-4 調整額/証拠金

[≡](メニューバー)より、[取引関連]＞[マーケット]の[調整額･証拠金]をタップ

メニュー

銘柄ごとの調整額･必要証拠金を確認できます。

ポジション必要証拠金:現在値×Lot数×取引単位÷レバレッジ
※日本225以外の銘柄は上記に円転レート(仲値)を掛けて計算します。

2022年8月26日の取引ルール変更に伴い、スワップポイントは廃止され、
「金利調整額」または「価格調整額」の受払い方式に変更しております。

≪金利調整額≫
▼金利調整額が発生する銘柄
・【DMM CFD-Commodity】の金スポット、銀スポット
※金利調整額は、各営業日のクローズ時(メンテナンスに入る時間)にロール

オーバーしたポジションに対して発生します。メンテナンス時間に入った
時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保有ポ
ジションに対し金利調整額の受払いが発生します。

≪価格調整額≫
▼価格調整額が発生する銘柄
・【DMM CFD-Index】の全銘柄
・【DMM CFD-Commodity】の原油、天然ガス、コーン、大豆
※当社では参照原資産が「先物」の銘柄についても取引期限がなくお取引い

ただけますが、それぞれの参照市場の最終営業日の前に当社が定める日に
おいて、参照限月の変更を行います。参照限月の変更に伴う価格変動に
よって生じる評価損益を相殺する目的で価格調整額の受払いが行われます。

※価格調整の頻度は銘柄によって異なりますが、概ね1か月～3か月に一度行
われ、価格調整日は事前にホームページ等でご案内いたします。

※調整額の受け払いは当該外貨ではなく、日本円でなされることから、
日本円に換算する際に為替リスク(コンバージョンリスク)があります。

メニューバー

1

2
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4.新規注文

4-1 即時注文

即時注文はリアルタイムで提示されているレートに対し、任意のタイミングで発注できる注文方
法です。

1

ホーム

2
新規注文

メニューバー

メニュー

注文タイプ[即時] を選択します。
注文内容①~⑤を設定し、[ロックを解除]をタップします。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

①取引する銘柄を選択します。
②1～200Lotの範囲内で注文数量を設定します。
③スリッページを設定します。(0~99.9pips)

設定値以上のスリッページが発生した場合、注文が無効とな
ります。

④FIFOを設定します。
新規/決済の区別のない注文となり、反対ポジションを保有
している場合、約定日時が古いポジションから順に決済され
ます。

⑤決済同時発注を設定します。
[損切]をタップすると、決済同時発注の損切ON/OFFを設定
できます。ONにすると、即時注文約定後、約定レートから
設定値幅分不利なレートにて逆指値注文が発注されます。
※損切幅は注文設定より設定できます。 (詳細P.90参照)

以下のいずれかの操作にて、新規注文画面を表示します。

・ホーム画面より[Bid(売)] [Ask(買)]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[注文]項目内の[新規注文]をタップ

««次のページへ

4

1

2

3

5
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4.新規注文

新規注文

即時注文が約定した場合

[Bid(売)] もしくは [Ask(買)]をタップすると、注文が
発注されます。

※即時注文は、確認画面が表示されません。[Bid(売)] 
もしくは [Ask(買)]をタップするとすぐに注文が発注
されます。

※[ロックを解除]の設定は、ブラウザに保存されます。
次回以降はロックが外れている可能性がございますの
で、注文の際にはご注意ください。

※ホーム画面でレートをタップしても、注文は発注され
ません。

注文が完了すると注文完了画面が表示されます。

[閉じる]をタップすると、新規指値・逆指値注文画面
に戻ります。
[ポジション照会へ]をタップすると、ポジション照会
ページに遷移します。

3

4

««次のページへ
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即時注文が無効となった場合に表示されます。

スリッページ設定の設定値幅以上のスリッページが発
生した可能性や、注文発注時にインターネット回線が
切断された可能性があります。

新規即時注文は約定しているが、決済同時発注の損切
注文が無効となった場合に表示されます。

※決済同時発注の損切り注文は、新規即時注文が約定
した直後に発注されます。
その際、スプレッドの拡大等により、配信価格が設
定した損切り注文の価格を超えてお客様にとって不
利になっている場合は、左図のエラーメッセージが
表示され、損切り注文は失効します。

※即時注文は注文確認画面が表示されません。レート
をクリックするとすぐに注文が発注されます。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣
を必ずお読みください。

即時注文が約定しなかった場合

即時注文は約定し、決済同時発注が無効と
なった場合

4.新規注文
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4.新規注文

4-2 指値･逆指値注文

指値注文は、現在レートより有利な注文価格を指定して発注する注文方法です。
逆指値注文は、現在レートより不利な注文価格を指定して発注する注文方法です。

新規注文 注文タイプ[指値] または [逆指値]を選択します。
注文内容①~⑥を設定し、[確認する]をタップすると、注文確認
画面が表示されます。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

①取引する銘柄を選択します。
②新規注文の売買を選択します。
③1～200Lotの範囲内で注文数量を設定します。
④新規注文の価格を設定します。
⑤有効期限を設定します。

[今日中]：注文を発注した営業日終了時点まで有効
[今週中]：金曜営業日終了時点まで有効
[無期限]：約定または取消するまで有効
[期間指定]：日時を分単位で指定できます

⑥決済同時発注を設定します。
[利食]および[損切]をタップすると、決済同時発注の損切
ON/OFFを設定できます。ONにすると約定レートから設定値
幅分有利なレートにて指値注文、不利なレートにて逆指値注文
が発注されます。
※損切幅･利食幅は注文設定より設定できます(詳細P.90参照)

1

4

6

2

3

5

ホーム

メニューバー

メニュー

以下のいずれかの操作にて、新規注文画面を表示します。
・ホーム画面より[Bid(売)] [Ask(買)]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[注文]項目内の[新規注文]をタップ

1

2

««次のページへ
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4.新規注文

確認画面

注文確認画面にて注文内容を確認し、
[注文する]をタップすると、注文が発注されます。
注文が完了すると注文完了画面が表示されます。

[キャンセル]をタップすると、新規指値・逆指値注文画
面に戻ります。

注文完了

注文受付完了。

[閉じる]をタップすると、新規指値・逆指値注文画面に
戻ります。
[注文照会へ]をタップすると、注文照会ページに遷移し
ます。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣を
必ずお読みください。

3
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4.新規注文

4-3 IFD注文

IFD注文とは、新規注文と決済注文を同時に発注する注文方法です。
複合一次注文(新規注文)が約定した後に、複合二次注文(決済注文)が有効になります。

新規注文

ホーム

注文タイプ[IFD]を選択します。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

以下のいずれかの操作にて、新規注文画面を表示します。

・ホーム画面より[Bid(売)] [Ask(買)]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[新規注文]をタップ

メニューバー

メニュー

1

2
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4.新規注文

新規注文

注文内容①~⑨を設定し、[確認する]をタップすると、
注文確認画面が表示されます。

①取引する銘柄を選択します。
②1～200Lotの範囲内で注文数量を設定します。

複合一次注文(新規)
③指値・逆指値を選択します。
④売買を選択します。
⑤注文価格を設定します。
⑥有効期限を設定します。

[今日中]：注文を発注した営業日終了時点まで有効
[今週中]：金曜営業日終了時点まで有効
[無期限]：約定または取消するまで有効
[期間指定]：日時を分単位で指定できます

複合二次注文(決済) 
⑦指値・逆指値を選択します。
⑧注文価格を設定します。
⑨有効期限を設定します。

1

4

6

2

3

5

7

8

9

3
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4.新規注文

確認画面

注文確認画面にて注文内容を確認し、[注文する]を
タップすると、注文が発注されます。

[キャンセル]をタップすると、IFD注文入力画面へ戻
ります。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣
を必ずお読みください。

4
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4.新規注文

4-4 OCO注文

OCO注文は異なる２つの注文を同時に発注し、一方の注文が約定した場合、もう一方の注文は取
消される注文方法です。

新規注文

ホーム

注文タイプ[OCO]を選択します。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

以下のいずれかの操作にて、新規注文画面を表示します。

・ホーム画面より[Bid(売)] [Ask(買)]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[新規注文]をタップ

メニューバー

メニュー

1

2
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4.新規注文

新規注文

注文内容①~⑨を設定し、[確認する]をタップすると、
注文確認画面が表示されます。

①取引する銘柄を選択します。
②1～200Lotの範囲内で注文数量を設定します。
③有効期限を設定します。

[今日中]：注文を発注した営業日終了時点まで有効
[今週中]：金曜営業日終了時点まで有効
[無期限]：約定または取消するまで有効
[期間指定]：日時を分単位で指定できます

OCO１
④指値・逆指値を選択します。
⑤売買を選択します。
⑥注文価格を設定します。

OCO２
⑦指値・逆指値を選択します。
⑧売買を選択します。
⑨注文価格を設定します。

1

4

6

2

3

5

7

9

8

3
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4.新規注文

確認画面

注文確認画面にて注文内容を確認し、[注文する]を
タップすると、注文が発注されます。

[キャンセル]をタップすると、OCO注文入力画面へ
戻ります。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣
を必ずお読みください。

4
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4.新規注文

4-5 IFO注文

IFO注文とは、新規注文と決済注文の指値･逆指値を同時に発注する注文方法です。
複合一次注文(新規注文)が約定したあとに、複合二次注文(決済注文)が有効になります。
決済注文の一方が約定したら、他方の注文は取消されます。

新規注文

ホーム

以下のいずれかの操作にて、新規注文画面を表示します。

・ホーム画面より[Bid(売)] [Ask(買)]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[新規注文]をタップ

注文タイプ[IFO]を選択します。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

メニューバー

メニュー

1

2

««次のページへ



22

4.新規注文

新規注文

注文内容①~⑨を設定し、[確認する]をタップすると、
注文確認画面が表示されます。

①取引する銘柄を選択します。
②1～200Lotの範囲内で注文数量を設定します。

複合一次注文(新規)
③指値・逆指値を選択します。
④売買を選択します。
⑤注文価格を設定します。
⑥有効期限を設定します。

[今日中]：注文を発注した営業日終了時点まで有効
[今週中]：金曜営業日終了時点まで有効
[無期限]：約定または取消するまで有効
[期間指定]：日時を分単位で指定できます

複合二次注文(決済) 
⑦指値価格を設定します。
⑧逆指値価格を設定します。
⑨有効期限を設定します。

1

4

6

2

3

5

8

7

9

3
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4.新規注文

注文確認画面にて注文内容を確認し、[注文する]を
タップすると、注文が発注されます。

[キャンセル]をタップすると、IFO注文入力画面へ戻
ります。

確認画面

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣
を必ずお読みください。

4
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5.決済注文

5-1 即時注文

ポジション照会

即時注文はリアルタイムで提示されているレートに対し、任意のタイミングで発注できる注文方
法です。

メニューバー

メニュー

メニューバー

選択画面

保有しているポジションの一覧から、決済するポジションをタップすると、決済注文選択画
面が表示されます。

以下のいずれかの操作にて、決済注文(ポジション照会)画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[決済注文(ポジション照会)]をタップ

1

2

««次のページへ
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5.決済注文

選択画面

選択画面より[決済注文]をタップすると、決済注文画面
が表示されます。

※決済注文を既に発注されている場合、「決済可能数量
が0のため、新たな決済注文が出来ません。」と表示
され、決済注文画面が表示されません。
当該決済注文の取消を行うと決済注文画面が表示され
ます。

決済注文画面

注文タイプ[即時]を選択します。
注文内容①~②を設定し、[ロックを解除]をタップしま
す。
[Bid(売)] もしくは[Ask(買)]をタップすると、注文が発
注されます。

※即時注文は確認画面が表示されません。[注文]をタッ
プするとすぐに注文が発注されます。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣を
必ずお読みください。

①決済可能数量の範囲内で注文数量を設定します。
②スリッページを設定します。(0~99.9pips)

設定値以上のスリッページが発生した場合、注文が
無効となります。

即時決済注文が完了。
[閉じる]をタップすると、ポジション照会が表示されま
す。

3

4

5
注文完了

1

2
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5.決済注文

5-2 指値･逆指値注文

指値注文は、現在レートより有利な注文価格を指定して発注する注文方法です。
逆指値注文は、現在レートより不利な注文価格を指定して発注する注文方法です。

ポジション照会 選択画面

メニューバー メニュー

メニューバー

保有しているポジションの一覧から、決済するポジションをタップすると、決済注文選択画
面が表示されます。

以下のいずれかの操作にて、決済注文(ポジション照会)画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より 、 [注文]項目内の[決済注文(ポジション照会)]をタップ

1

2
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5.決済注文5.決済注文

選択画面

選択画面より[決済注文]をタップすると、決済注文画面
が表示されます。

※決済注文を既に発注されている場合、「決済可能数量
が0のため、新たな決済注文が出来ません。」と表示
され、決済注文画面が表示されません。
当該決済注文の取消を行うと決済注文画面が表示され
ます。

決済注文画面

注文タイプ[指値] または [逆指値]を選択します。
注文内容①~⑥を設定し、[確認する]をタップすると、
注文確認画面が表示されます。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

①決済可能数量の範囲内で注文数量を設定します。
②決済注文価格を設定します。
③有効期限を設定します。

[今日中]：注文を発注した営業日終了時点まで有効
[今週中]：金曜営業日終了時点まで有効
[無期限]：約定または取消するまで有効
[期間指定]：日時を分単位で指定できます1

2

3

3

4
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5.決済注文5.決済注文

確認画面

注文内容を確認し、[注文する]をタップすると、注文が
発注されます。
注文が完了すると注文照会が表示されます。

[キャンセル]をタップすると、決済指値・逆指値入力画
面に戻ります。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣
を必ずお読みください。

5
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5.決済注文

5-3 OCO注文

OCO注文は指値注文と逆指値注文を同時に発注し、一方注文が約定したら、もう一方の注文は取
消される注文です。

ポジション照会

保有しているポジションの一覧から、決済するポジションをタップすると、決済注文選択画
面が表示されます。

選択画面

メニューバー メニュー

メニューバー

以下のいずれかの操作にて、決済注文(ポジション照会)画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[決済注文(ポジション照会)]をタップ

1

2
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5.決済注文

注文タイプ[OCO]を選択します。
注文内容①~④を設定し、[確認する]をタップすると、
注文確認画面が表示されます。

※前画面に戻る場合には画面左上の[×]をタップ

①決済可能数量の範囲内で注文数量を設定します。
②指値価格を設定します。
③逆指値価格を設定します。
④有効期限を設定します。

[今日中]：注文を発注した営業日終了時点まで有効
[今週中]：金曜営業日終了時点まで有効
[無期限]：約定または取消するまで有効
[期間指定]：日時を分単位で指定できます

選択画面

選択画面より[決済注文]をタップすると、決済注文画面
が表示されます。

※決済注文を既に発注されている場合、「決済可能数量
が0のため、新たな決済注文が出来ません。」と表示
され、決済注文画面が表示されません。
当該決済注文の取消を行うと決済注文画面が表示され
ます。

決済注文画面

1

2

4

3

3

4
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5.決済注文

確認画面

注文内容を確認し、[注文する]をタップすると、注文が
発注されます。
注文が完了すると注文照会が表示されます。

[キャンセル]をタップすると、決済OCO入力画面に戻り
ます。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣
を必ずお読みください。

5
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5.決済注文

5-4 クイック決済

クイック決済は指定したポジションを成行にて即時に決済します。当該ポジションにすでに決済
注文を設定している場合でも、クイック決済が優先され、既存の決済注文は取消されます。

ポジション照会 選択画面

メニューバー メニュー

メニューバー

保有しているポジションの一覧から、決済するポジションをタップすると、決済注文選択画
面が表示されます。

以下のいずれかの操作にて、決済注文(ポジション照会)画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[決済注文(ポジション照会)]をタップ

1

2
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5.決済注文

選択画面

選択画面より[クイック決済]をタップすると、クイック
決済画面が表示されます。

確認画面

完了画面

[実行]をタップすると、注文が発注されます。
[キャンセル]をタップすると、ポジション照会に戻りま
す。

※クイック決済はスリッページ設定ができないため､
発注時に表示された価格とかい離した価格で約定する
可能性があります。

※すでに決済注文を発注しているポジションのクイック
決済も可能です。ただし、何らかの理由でクイック決
済が無効になった場合は注文中の決済注文は取り消さ
れたままとなりますので、ご注意ください。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣を
必ずお読みください。

クイック決済が完了。
[閉じる]をタップすると、ポジション照会が表示されま
す。

3

4

5
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5.決済注文

5-5 一括決済

保有しているポジションを一括で成行決済する注文方法です。すでに決済注文を発注している場
合でも、一括決済が優先され、既存の決済注文は取消されます。

ポジション照会画面より[ポジションサマリ]をタップすると、ポジションサマリが表示され
ます。一括決済する銘柄をタップすると、一括決済選択画面が表示されます。

ポジションサマリ 一括決済選択画面

メニューバー メニュー

メニューバー

以下のいずれかの操作にて、決済注文(ポジション照会)画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [注文]項目内の[決済注文(ポジション照会)]をタップ

1

2
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5.決済注文

一括決済選択画面

注文確認

一括決済選択画面より[“銘柄”一括決済]・[買建玉一括決
済]・[売建玉一括決済]のいずれかをタップすると、一括
決済確認画面が表示されます。

※保有ポジションの数量が200Lotを超える場合、
一括決済注文はできません。

[実行]をタップすると、注文が発注されます。
[キャンセル]をタップすると、ポジションサマリに戻り
ます。

“銘柄”一括決済
選択されている銘柄の全ポジションが決済されます。

買建玉一括決済
選択されている銘柄の買ポジションがすべて決済され
ます。

売建玉一括決済
選択されている銘柄の売ポジションがすべて決済され
ます。

※一括決済はスリッページ設定ができないため､発注時
に表示された価格とかい離した価格で約定する可能性
があります。

※すでに決済注文を発注しているポジションの一括決済
も可能です。ただし、何らかの理由で一括決済が無効
になった場合は注文中の決済注文は取り消されたまま
となりますので、ご注意ください。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項（P.102）｣を
必ずお読みください。

完了画面

一括決済が完了。
[閉じる]をタップすると、ポジションサマリが表示され
ます。

3

4

5
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6.注文変更･取消

6-1 注文変更

注文中かつ未約定の注文において、注文価格や有効期限を変更できます。

以下のいずれかの操作にて、注文照会画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップし、ポジション照会画面の[注文照会]タブをタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[照会]項目内の[注文照会]をタップ

注文照会

保有しているポジションの一覧から、注文変更をするポジションをタップすると、選択画面
が表示されます。

選択画面

メニューバー メニュー

メニューバー

ポジション照会

1

2
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6.注文変更･取消

注文変更･取消選択

注文変更画面

注文変更確認

選択画面より[注文変更]をタップすると、注文変更画面
が表示されます。

注文価格、有効期限のどちらか、又は両方を変更し、
[確認する]をタップすると、注文変更確認画面が表示さ
れます。

変更内容を確認し、[変更する]をタップすると、注文変更が完了します。
[閉じる]をタップすると、注文照会が表示されます。

注文変更完了画面

3

4

5
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6.注文変更･取消

6-2 注文取消

注文中かつ未約定の注文の取消ができます。

メニューバー

以下のいずれかの操作にて、注文照会画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップし、ポジション照会画面の[注文照会]タブをタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[照会]項目内の[注文照会]をタップ

メニュー

メニューバー

ポジション照会

注文照会

保有しているポジションの一覧から、注文取消をするポジションをタップすると、選択画面
が表示されます。

選択画面

1

2
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6.注文変更･取消

注文変更･取消選択

注文取消画面

選択画面より[注文取消]をタップすると、注文変更画面
が表示されます。

[取消する]をタップすると、注文取消完了画面が表示さ
れます。

注文変更完了画面

注文取消受付が完了。
[閉じる]をタップすると、注文照会が表示されます。

3

4

5



40

7.チャート

7-1 縦全画面チャート

チャート上にテクニカル指標を表示できます。

①銘柄切替
銘柄の選択ができます。

②インフォメーション
タップすると銘柄基本情報画面が表示されます。 (詳細P.5参照)

③チャート周期
時間足を｢Tick、1分、5分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、日、週、
月｣から設定できます。

④チャート切替
4分割チャートに切替わります。※縦全画面のみ切替ができます。

⑤チャート設定
チャートタイプの選択･Bid/Askの切替･テクニカル表示設定ができます。(詳細
P.91参照)

⑥現在値
現在レートが表示されます。

⑦水平線
レートの目盛上をタップすると、水平線が表示されます。
表示されたタグをスクロールすると水平線を上下に移動できます。ダブルタッ
プすると、水平線が消えます。

⑧垂直線
日時の目盛上をタップすると、垂直線が表示されます。表示されたタグをスク
ロールすると垂直線を左右に移動できます。ライン上の四本値がチャート上部
に表示されます。ダブルタップすると、垂直線が消えます。

⑨表示最適化
現在レートが表示されます。

⑩最新足表示
タップすると表示されるチャートの期間が最新に更新されます。

⑪ Y軸固定
タップすることでON/OFFが切り替えられます。｢ON｣にしている場合はY軸
(縦軸・レート)が固定されます。もう一度タップすることで｢OFF｣にできます。

⑫過去チャート
チャート画面上にてタッチしたまま右にスクロールすると、過去のチャートに
戻ります。左にスクロールすると、元のチャートに戻ります。

以下のいずれかの操作にて、チャート画面を表示します。

・メニューバーまたはホーム画面より[チャート]をタップ
・メニューバーの[≡](メニュー)より、[マーケット]項目内の[チャート]をタップ

縦全画面チャート

メニューバー メニュー

メニューバー

スクロール

タップ

タップ

11

1 2

109

8

3 4 5

6

7

1

2

ホーム

12
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7.チャート

7-2 横全画面チャート

スマホを横向きにすると横画面チャートが表示されます。

[4画面チャート][縦全画面チャート]を開いている状態でスマホを横に傾けると
横全画面チャートが表示されます。

※ご利用のスマートフォンによっては[画面縦向きロック機能]の解除や、[画面の自由回転機
能]の設定が必要です。（設定の名称は機種によって異なります）

横全画面チャート

①銘柄切替
銘柄の選択ができます。

②インフォメーション
タップすると銘柄基本情報画面が表示されます。(詳
細P.5参照)

③チャート周期
時間足を｢Tick、1分、5分、15分、30分、1時間、4
時間、8時間、日、週、月｣から設定できます。

④チャート切替
4分割チャートに切替わります。※縦全画面のみ切替
ができます。

⑤チャート設定
チャートタイプの選択･Bid/Askの切替･テクニカル表
示設定ができます。(詳細P.91参照)

⑥現在値
現在レートが表示されます。

⑦水平線
レートの目盛上をタップすると、水平線が表示されま
す。
表示されたタグをスクロールすると水平線を上下に移
動できます。ダブルタップすると、水平線が消えます。

⑧垂直線
日時の目盛上をタップすると、垂直線が表示されます。
表示されたタグをスクロールすると垂直線を左右に移
動できます。ライン上の四本値がチャート上部に表示
されます。ダブルタップすると、垂直線が消えます。

⑨表示最適化
現在レートが表示されます。

⑩最新足表示
タップすると表示されるチャートの期間が最新に更新
されます。

⑪ Y軸固定
タップすることでON/OFFが切り替えられます。
｢ON｣にしている場合はY軸(縦軸・レート)が固定され
ます。もう一度タップすることで｢OFF｣にできます。

⑫過去チャート
チャート画面上にてタッチしたまま右にスクロールす
ると、過去のチャートに戻ります。左にスクロールす
ると、元のチャートに戻ります。

タップ

スクロール

タップ

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11

1

2

12
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7.チャート

7-3 4分割チャート

一つの画面で同時に4つのチャートを表示します。チャート毎に銘柄や周期を設定できます。

縦全画面チャート 4分割チャート

4分割チャートのいずれか、または[ ]をタップ
すると、縦全画面チャートに切替わります。
[ ]をタップすると、4分割チャート設定画面が
表示されます。

[ ]をタップすると、4分割チャー
トに切替わります

以下のいずれかの操作にて、チャート画面を表示します。

・メニューバーまたはホーム画面より[チャート]をタップ
・メニューバーの[≡](メニュー)より、[マーケット]項目内の[チャート]をタップ

ホーム

メニュー

メニューバー

メニューバー

1

2
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7.チャート

4分割チャート設定

チャート1の足種に統一 チャート1の銘柄に統一

[チャート1の足種に統一]をタップ
すると、4画面すべてチャート1に
設定されている足種の表示設定に切
り替えができます。

[チャート1の銘柄に統一]をタップ
すると、4画面すべてチャート1に
設定されている銘柄の表示設定に切
り替えができます。

3
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7.チャート

7-4 テクニカル指標

テクニカル指標の表示・パラメータを設定できます。

縦全画面チャート上部 横全画面チャート上部

トレンド系

テクニカル設定

オシレーター系

・｢トレンド｣｢オシレータ｣をタップすると、各画面へ切替わります。
・追加したいテクニカル指標を選択し[保存]をタップすると、選択したテクニカル指標が表

示されます。

※オシレータ系の表示可能数は2つとなります。
※パラメータの上限値は最大400となります。

各テクニカル横の[編集]をタップ
すると、パラメータ設定画面が表
示されます。パラメータ設定完了
後、画面右下部の[適用]をタップ
すると、設定が反映されます。

[縦全画面チャート]の または横全画面チャートの をタップすると、チャート設定画
面が表示され、 [テクニカル設定を表示]ボタンをタップすると、設定画面が表示されます。

チャート設定画面

ON

1

2
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8-1 口座照会

8.照会/履歴

口座照会では、純資産額や証拠金維持率など、口座状況を確認することができます。

口座照会

･建玉可能額:新規建玉に利用できる証拠金額
建玉可能額＝純資産額－(ポジション必要証拠金+注文証拠金)  

･出金可能額:出金予約が可能な金額
※ポジションを保有されている場合、出金可能額全額を出金

予約されると、予約直後に維持率が低下しますので、ご注
意ください。

･証拠金維持率:ポジション必要証拠金に対する証拠金の余力の割合。
証拠金維持率が50％以下になった場合、ロスカットが
執行されます。

証拠金維持率=(純資産額-注文証拠金)/ポジション必要証拠金×100
･追加証拠金額:毎営業日の証拠金維持率判定において､証拠金維持率が

100%を下回った場合に発生するポジション必要証拠金の
不足額。指定期限までに入金の反映、もしくはポジション
の決済により追加証拠金額が0円とならなかった場合､強
制決済が執行されます。

追加証拠金額＝
(証拠金維持率判定時刻における)ポジション必要証拠金－純資産額

･純資産額：預託証拠金に約定評価損益を加え､出金予約額を差引いた金額
･約定評価損益：その時点のポジションに対する評価額
･建玉評価損益:その時点のポジションに対する評価額(調整額含まず)
･調整額:保有ポジションに付与されている調整額
･預託証拠金残高：取引日基準の証拠金残高
･ポジション必要証拠金:保有ポジションを維持するために必要な証拠金
･注文証拠金:注文中(未約定)の新規注文に必要な証拠金
･出金予約額：出金予約をしている金額

※口座照会は7秒更新となります。

以下のいずれかの操作にて、口座照会画面を表示します。

・ホーム画面の右上に表示されている口座詳細部分をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[口座照会]をタップ

メニュー

メニューバー

ホーム画面

1

2
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保有しているポジションの数量･評価損益などの情報をポジション毎に確認できます。

8-2 ポジション照会

各ポジションをタップすると、決済注文選択画面が
表示されます。

・[決済注文画面][クイック決済]をタップすると、
決済注文を発注できます。(詳細P.24-35参照)

・[詳細画面]をタップすると、ポジション詳細画面
が表示されます。

8.照会/履歴

メニューバー メニュー

メニューバー

以下のいずれかの操作にて、ポジション照会画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]をタップし、[ポジション照会]をタップ

ポジション照会

1

2
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保有ポジションの銘柄ごとの状況、損益合計を確認できます。
また、ポジションを一括決済することも可能です。

8-3 ポジションサマリ

ポジションサマリ

保有している銘柄のうち同一銘柄･同一売買方向
のポジションが合算されて表示されます。

※銘柄をタップすると、一括決済選択画面が表
示されます。(詳細P.34参照)

※ポジションサマリでは検索機能を利用できま
せん。

8.照会/履歴

メニューバー

以下のいずれかの操作にて、ポジションサマリ画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップし、[ポジションサマリ]タブをタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[ポジションサマリ]をタップ

メニュー

メニューバー

1

2
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8.照会/履歴

8-4 注文照会

注文中かつ未約定の注文詳細を確認できます。また、注文の変更･取消も可能です。

注文中未約定の注文一覧が表示されます。

※各注文をタップすると、注文の変更･取消およ
び詳細の確認ができます。(詳細P.36-39参照)

メニューバー

以下のいずれかの操作にて、注文照会画面を表示します。

・メニューバーの[決済・照会]をタップし、[注文照会]タブをタップ
・メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[注文照会]をタップ

メニュー

メニューバー

注文照会

1

2
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8.照会/履歴

8-5 注文履歴

｢有効｣｢約定済｣｢取消済｣など、すべての注文履歴を確認できます。

注文履歴

[ ]より絞込検索ができます。
検索条件を選択し、画面左上部[←]をタップ
すると、検索条件に該当する注文履歴一覧が
表示されます。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[注文履歴]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ

ON

ON

ON

ON
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8.照会/履歴

注文履歴詳細

各履歴をタップすると、選択した注文履歴の詳細が表示されます。
[×]をタップすると、注文履歴一覧に戻ります。
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8.照会/履歴

8-6 約定履歴

約定履歴

[ ]より絞込検索ができます。
検索条件を選択し、画面左上部[←]をタップ
すると、検索条件に該当する約定履歴が表示
されます。

約定履歴では、約定した注文の履歴を確認することができます。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[約定履歴]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ

ON

ON

ON
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8.照会/履歴

約定履歴詳細

各履歴をタップすると、選択した約定履歴の詳細が表示されます。
[×]をタップすると、約定履歴一覧に戻ります。
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8.照会/履歴

8-7 入出金履歴

入出金

入出金の履歴を確認することができます。

[ ]より絞込検索ができます。検索条件を選択
し、画面左上部[←]をタップすると、検索条件に
該当する入出金履歴が表示されます。
※検索可能期間は4か月以内です。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[入出金履歴]をタップ

メニュー

ON

1

2

««次のページへ
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8.照会/履歴

入出金履歴詳細

各履歴をタップすると、選択した入出金履歴の詳細が表示されます。
[×]をタップすると、入出金履歴一覧に戻ります。
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8.照会/履歴

8-8 ティック履歴

過去の配信されたティック(レート)履歴を検索できます。

ティック履歴

[ ]より絞込検索ができます。検索条件を選択し、
[←]をタップすると検索条件に該当するティック履歴
が表示されます。

《検索条件》
・銘柄:銘柄ペアを選択します。
・情報種類:Tick 1分 5分 30分 1時間 日
・期間:検索期間を指定します。

※情報種類にて｢Tick｣以外を選択すると、選択した時
間足の四本値が表示されます。

※情報種類がTickの場合は、60分以内の期間を指定してください。
※情報ツールをご利用の際は、｢情報ツールにおける注意事項(P.104)｣を必ずお読みください。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[ティック履歴]をタップ

メニュー

1

2
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8.照会/履歴

8-9 報告書

｢日次報告書｣｢月次報告書｣｢四半期報告書｣｢期間損益報告書｣を閲覧することができます。

取引報告書

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [照会]項目内の[報告書]をタップ

メニュー

①対象期間を選択

最新:2014/4/7以降の報告書

過去:2014/4/5以前の報告書

②報告書種類を選択

・日次報告書:1営業日ごとの取引報告書

（2013/1/2以降）

・月次報告書:1ヶ月ごとの取引報告書兼残高報告書

（2012/12以降）

・四半期報告書:四半期ごとの取引報告書兼残高報告書

・期間損益報告書:指定した期間の損益報告書

・年間損益報告書:1年間(1/1～12/31)の取引報告書

（2012年～2014年）

③検索条件を選択

対象期間が｢最新｣で検索条件を｢期間指定｣を選択

した場合は、起点日と終点日を入力します。

①~③を設定し、[ ]をタップすると、画面に検索
結果に該当する報告書が表示されます。

1

2

3

1

2

««次のページへ
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検索結果の報告書一覧から、[ダウンロード
マーク]をタップすると、該当の報告書が表
示されます。

8.照会/履歴

取引報告書
3
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9.入出金

9-1 クイック入金

全国約340の金融機関から24時間リアルタイムに入金ができ、手数料も無料です。

金融機関選択の[選択してください]をタップ
すると、利用可能な金融機関名が表示されま
す。

表示された金融機関名からクイック入金を行
う金融機関名を選択します。

クイック入金

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [入出金]項目内の[クイック入金]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ
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クイック入金

9.入出金

クイック入金実行

入力内容を確認し[金融機関のページに進む]をタッ
プすると、選択した金融機関のサイトに遷移します。
金融機関のサイトにて、必要事項を入力し、クイッ
ク入金完了まで進みます。

入金額入力欄に金額を入力し、[確認する]をタップ
すると、クイック入金確認画面が表示されます。

※最低入金金額は5,000円です。

※モバイルからの入金の際は電波状況の安定した環境
よりご利用ください。

※ご入金の際は、｢入出金における注意事項(P.103)｣
を必ずお読みください。

3

4
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9-2 出金予約

出金予約を行い登録金融機関へ出金します。

出金金額を入力して[確認(認証コード送信)]を
タップすると、出金予約確認画面が表示され、
メインメールアドレス宛てに認証コードが
送信されます。

出金予約

9.入出金

※出金先金融機関の登録が未完了の場合は、[出金先金融
機関登録]をタップし、金融機関の登録を行った後、出
金予約を行ってください。

※出金先金融機関の変更方法は｢11-2 出金先金融機関
登録･変更(P.73)｣をご確認ください。

※認証コードはメインメールアドレスにのみ送信されま
す。

※当社ドメイン「@sec.dmm.com」からのメールを受
信できるよう事前に設定してください。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [入出金]項目内の[出金予約]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ
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出金予約実行

出金予約完了

出金予約受付完了。
[閉じる]もしくは[×]をタップすると、出金予約画面
が表示されます。

9.入出金

※ご出金の際は、｢入出金における注意事項(P.103)｣
を必ずお読みください。

｢出金予約の内容について確認しました。｣にチェッ
クをし、メインメールアドレス宛てに通知された
認証コードを「認証コード」欄に入力します。

入力内容および注意事項を確認し、[実行]を
タップすると、出金予約が完了します。

3

4

※平日15時までのご予約は翌営業日(銀行営業日)の

出金となります。平日15時以降および土日祝日の

ご予約は翌営業日の受付となり、2営業日(銀行営

業日)後の出金となります。

※すでに出金予約が入っている場合、出金予定日が

同一の出金予約はできません。出金完了または取

消後に再度ご予約いただくことが可能です。

※未決済の建玉がある場合、証拠金維持率が低下し

ますのでご注意ください。

※2,000円以上から出金予約が可能です。ただし、

口座残高を全額出金する場合は、2,000円未満の

出金も可能です。
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9-3 出金予約取消

9.入出金

出金予約取消

出金手続き完了前の出金予約は取消ができます。

出金予約画面の下部に[登録済みの出金予約情報]
が表示されます。
表示されている出金予約情報から取消する出金予
約の[取消]をタップすると、出金予約取消実行画
面が表示されます。

※取消ボタンが表示されない場合は、｢登録済み
の出金予約情報｣を下から上にスワイプしてく
ださい。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [入出金]項目内の[出金予約]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ
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出金予約取消を受付けました。
[閉じる]もしくは[×]をタップすると、出金予約画
面が表示されます。

出金予約取消実行

出金予約取消完了

[実行]をタップすると、出金予約取消が実行されま
す。

[キャンセル]をタップすると、出金予約画面に戻り
ます。

9.入出金

※ご出金の際は、｢入出金における注意事項
(P.103)｣を必ずお読みください。

3

4
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9-4 振替入出金

9.入出金

DMMFX・CFD-Index・CFD-Commodity・バヌーシー・株口座間で資金の振替ができます。
※口座開設済みの場合

振替入出金

[振替元][振替先]を選択し[振替金額]を入力の上、
[確認]をタップします。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [入出金]項目内の[振替入出金]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ
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9.入出金

振替先確認画面

振替受付

[振替]をタップすると、振替が実行されます。

[戻る]をタップすると、振替入出金画面に戻ります。

振替受付完了。

※CFDスマホツールとは別のリンクが開いておりま
す。終了する際にはご利用のスマートフォンブラ
ウザのタブを閉じてください。

3

4
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10.情報/ツール

【DMM CFD】にてお取引いただいているお客様の銘柄ごとの売買比率を確認できます。

10-1 売買比率

[注文比率][人数比率]をタップすると、表示が切替わります。青のラインが｢売｣、赤のライン
が｢買｣を示しています。

※売買比率は5分毎にデータが更新されますが、表示画面は自動更新されません。

※売買比率は注文中未約定注文の比率となります。

※情報ツールをご利用の際は｢情報ツールにおける注意事項(P.104)｣を必ずお読みください。

売買比率(人数比率)売買比率(注文比率)

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [情報･ツール]項目内の[売買比率]をタップ

メニュー

1

2
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銘柄･売買ごとに売買損益を期間を指定して、確認することができます。

10-2 売買実績照会

売買実績照会

[ ]より絞込検索ができます。
検索条件に期間を入力し、[←]をタップする
と、検索条件に該当する売買実績が表示され
ます。

※起点日～終点日は365日以内で設定してく
ださい。

10.情報/ツール

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [情報･ツール]項目内の[売買実績照会]をタップ

メニュー

1

2
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年間・月間の損益を閲覧することができます。

10-3 年間･月間損益照会

年間・月間損益照会

10.情報/ツール

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [情報･ツール]項目内の[年間･月間損益照会]をタップ

メニュー

対象年を設定し、[損益表示]をタップすると、
該当する年の年間損益が表示されます。

1

2

««次のページへ
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対象年、対象月を設定し、[検索]をタップすると、
該当する月の月間損益が表示されます。

※2014年5月分以降から照会が可能となり、2014年
5月より前の期間は照会できません。

※照会期間が当該期間を経過していない場合、期末
評価損益は前営業日終了時点の評価損益を基準と
しています。

例:照会期間[2020年5月]
検索日[2020年5月8日(金)]
期末評価損益は5月7日(木)の営業日終了時点
の評価損益を基準としています。

総合計・・・・実現損益 + 評価損益増減額
対象期間における決済損益および評価損益増減額の合計

実現損益・・・建玉損益 + 調整額 + 調整額振替 + 手数料 + その他
指定した期間において、確定した損益の合計

建玉・・・・・ポジションの決済損益(調整額を含まない)
調整額・・・ポジションの決済時に受け取った調整額
調整額振替・・・「調整額振替」によって受け取った調整額

※「調整額振替」は2023年3月25日に廃止しております。
手数料・・・・取引手数料(なし)
その他・・・・取引応援ポイントの交換、キャッシュバック等で受け取った金額

評価損益増減額(期末 – 期首)・・・期首から期末(※)にかけての、建玉評価損益・調整額の増減額
（※）期首とは、1月1日営業日開始時点の評価損益、

期末とは、12月31日営業日終了時点の評価損益をいいます。
例）期首・・・2019年 1月 1日営業日開始時点の評価損益

期末・・・2019年12月31日営業日終了時点の評価損益

建玉評価損益・・・期首から期末にかけて、保有ポジションに対する評価損益の増減額
調整額・・・期首から期末にかけて、保有ポジションに付与されている調整額の増減額

10.情報/ツール

年間・月間損益照会



70

ポジション必要証拠金、追加証拠金発生ライン、ロスカットラインを確認できます。

10-4 証拠金シミュレーション

証拠金シミュレーション

①銘柄を選択します。

②売買を選択します。

③ポジションの数量を入力します。(Lot数)

④レートを設定します。

⑤純資産額を入力します。(単位:円)
※レバレッジはIndex10倍、Commodity20倍となります。

①~⑤を入力し[計算]をタップすると、計算結果が表
示されます。

10.情報/ツール

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [情報･ツール]項目内の[証拠金シミュレーション]を
タップ

メニュー

1

2

««次のページへ
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3

4
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10.情報/ツール

必要証拠金
指定した数量(Lot)の取引で必要な証拠金が表示されま
す。(単位：円)

ロスカットライン
ロスカットが実行されるときの純資産額の目安です。
(単位：円)

維持率100%(追加証拠金発生ライン)
証拠金維持率が100％となるときのレートと建値で入力
したレートからの変動値が表示されます。

※DMM CFDでは毎営業日マーケットクローズ後のメンテ
ナンス中に証拠金維持率の判定を行い、この時点で証拠
金維持率が100%を下回っていた場合には追加証拠金が
発生します。
当該追加証拠金が発生したメンテナンス明けの営業日の
22時59分までに追加証金額以上のご入金もしくはポジ
ション決済により追加証拠金額を0円にして頂けなかっ
た場合には、保有しているポジションは午後23時00分
をもって強制決済(マージンカット)となります。

※マージンカットは急激な相場変動など金融市場の情勢と
経済状況よっては、損失の額がお客様の預託されている
証拠金を上回り証拠金残高がマイナスとなる場合があり
ます。

維持率50％(ロスカットライン)
証拠金維持率が50％となるときのレートと建値で入力し
たレートからの変動値が表示されます。

※DMM CFDでは証拠金維持率が50％以下になった時点で
システムにより自動でポジションの反対売買(ロスカッ
ト)を行います。

※ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するもので
はありません。急激な相場変動など金融市場の情勢と経
済状況によっては、損失の額がお客様の預託されている
証拠金を上回り、拠金残高がマイナスとなる場合があり
ます。

計算結果

※シミュレーション計算はあくまで目安です。
お取引の際は、実際の取引画面の「口座照会」より口座
情報をご確認ください。

※日本225以外の銘柄につきましては、円換算レートの変
動により、計算結果と乖離したレートでロスカットが執
行される可能性があります。

3
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11.マイページ

11-1 お客様情報

現在のご登録情報を確認していただくことができます。

お客様情報確認

CFDスマホツールとは別のリンクが開きます。

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [マイページ]項目内の[お客様情報]をタップ

メニュー

｢お客様番号｣
｢お客様氏名｣
｢生年月日｣
｢性別｣
｢郵便番号｣
｢現住所｣
｢電話番号｣
｢携帯電話番号｣
｢ご職業｣
｢勤務先名｣
等を確認できます。

｢勤務先電話番号｣
｢メインメールアドレス｣
｢追加メールアドレス1｣
｢追加メールアドレス2｣
｢口座開設日付｣
｢CFD振込先口座情報｣
｢CFD出金先金融機関｣
｢自己資産｣
｢投資目的｣

1

2

※セキュリティの観点から、個人情報は一部マス
キングされた状態で表示されます。
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11-2 出金先金融機関登録･変更

出金先金融機関の登録･変更を行っていただくことができます。

金融機関登録・変更

金融機関種別を選択します。
ゆうちょ銀行の登録は｢ゆうちょ銀行｣、ゆうちょ銀行
以外の金融機関登録は｢銀行｣を選択します。

[金融機関種別]を選択後、金融機関名を｢金融機関検
索｣から｢金融機関名｣および｢支店名｣を選択します。

11.マイページ

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、 [マイページ]項目内の[金融機関登録・変更]をタップ

メニュー

｢口座種別｣を選択し、 ｢口座番号｣を入力。
[確認(認証コード送信)]をタップすると、確認画面

が表示され、メインメールアドレスへ認証コードが送
信されます。

※選択したい項目の右端にある丸いチェック項目をタップし
チェックすることで選択ができます。

※検索内容の入力には、カタカナ1文字で検索できます。

1

2

1

1

2

2 3

3

4

4

««次のページへ
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11.マイページ

認証コード入力
3

メールで通知された認証コードを「認証コード」欄に入
力します。[登録・変更]をタップすると、出金先金融機
関の登録・変更が完了します。

※CFDスマホツールとは別のリンクが開いております。
終了する際にはご利用のスマートフォンブラウザのタブ
を閉じてください。

※認証コードはメインメールアドレスにのみ送信されま
す。

※当社ドメイン「@sec.dmm.com」からのメールを受
信できるよう事前に設定してください。
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取引応援ポイントの履歴確認とポイント交換をすることができます。

11-3 ポイント通帳

システムより[DMM FX][DMM CFD]いずれかを選択し
｢表示｣をタップすると、ポイントサマリーが表示され
ます。

※獲得したポイントは口座間(FX,CFD)で統合されませ
ん。

ポイントサマリー

ポイント通帳

11.マイページ

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[ポイント通帳]をタップ

メニュー

利用可能ポイント
表示時点で利用可能なポイント

利用ポイント
これまでに交換して利用済みのポイントの合計です。

期限切れポイント
付与されたポイントは付与から1年間有効です。1年
を経過したポイントは利用することができません。
表示時点の期限切れポイントの通算が確認できます。

通算獲得ポイント
これまでに獲得したポイント「利用可能・利用済
み・期限切れポイント」すべての通算ポイントです。

1

2

3

««次のページへ
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ポイント履歴

付与日付(付与された日付をもとに期間を指定)
全て:ポイント履歴の全履歴を表示
期間指定:指定した期間を表示

例）20200501 ～ 20200515
※日付の入力が[○月○日]の場合、エラーメッセージ

｢有効な日付形式ではありません｣が表示されます。

有効期限(ポイントの有効期限をもとに期間を指定)
全て:ポイント履歴の全履歴を表示
期間指定:指定した期間を表示

例）20200501 ～ 20200515

区分(ポイント付与とポイント交換の区分)
全て:ポイント履歴の全履歴を表示
付与:付与されたポイントを表示
利用:交換したポイントを表示

有効区分(ポイント状態の有効/無効)
全て:有効区分のすべてのポイントを表示
無効:無効状態のポイントを表示
有効:利用可能なポイントを表示

無効区分(無効状態のポイント区分)
全て:無効区分のすべてのポイントを表示
利用済:ポイント交換した履歴を表示
期限切:期限切れになった履歴を表示
消滅:有効な状態から解約等により無効になった

ポイントを表示

[検索]より絞込検索ができます。
検索条件を選択し、[検索]をタップすると検索条件に
該当するポイント履歴が下部に表示されます。

※表示件数は25件、50件、100件で表示できます。

11.マイページ

4

««次のページへ
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ポイント交換

ポイント交換をするには、[ポイント交換]より交換画
面へ進みます。

11.マイページ

ポイント交換

利用可能ポイントを1,000ポイント以上～1ポイント
単位で交換ができます。

例)1,001ポイントでの交換も可能です。

交換するポイントを入力の上、[確認]をタップ。

5

6

««次のページへ
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ポイント交換

11.マイページ

ポイント交換実行完了。交換後は、取引口座の預託
証拠金残高に即時反映します。

※交換履歴は、「入出金履歴」から確認できます。

ポイント交換

交換ポイント内容を確認し、[注文]をタップ。

[戻る]をタップすると入力画面へ戻ります。

7

8
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パスワードの変更ができます。
パスワード変更をすると、DMM.com証券全てのサービスのパスワードが変更されます。

11-4 パスワード変更

パスワード変更

｢現パスワード｣｢新パスワード｣｢新パスワード確認｣
を入力し[変更]をタップすると、パスワード変更が
実行されます。

※[パスワードを見る]をタップすると、入力したパ
スワードを確認できます。

11.マイページ

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[パスワード変更]をタップ

メニュー
1

2
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「投資目的」「自己資産･投資可能額」「年収」「勤務先情報」の変更ができます。

11-5 その他変更

11.マイページ

[選択してください]をタップし、表示された選択肢
から変更したい項目を選択します。

[変更]をタップすると、登録情報変更画面が表示さ
れます。

その他変更

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[その他変更]をタップ

メニュー

1

2

««次のページへ
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投資目的の変更は、投資目的の選択項目から変更した
い項目左端にチェックを入れて右下の[変更]をタップ
することで実行されます。
※複数選択可能

[キャンセル]をタップすると、その他の変更選択画面
が表示されます。

11.マイページ

自己資産・投資可能額の変更はそれぞれ[選択してく
ださい]をタップして表示される自己資産・投資可能
額一覧から、該当する項目を選択します。

選択完了後、[変更]をタップすると、自己資産・投資
可能額の変更が実行されます。

[キャンセル]をタップすると、その他の変更選択画面
が表示されます。

投資目的の変更

自己資産・投資可能額の変更

««次のページへ
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年収の変更は、[選択してください]をタップして表示
される年収項目一覧から、該当する項目を選択します。
選択が完了したら、右下の[変更]をタップすると、年
収の変更が実行されます。
※複数選択可能

[キャンセル]をタップすると、その他の変更選択画面
が表示されます。

11.マイページ

勤務先情報の変更はそれぞれ[選択してください]を
タップして表示される職業(勤務形態)一覧から、該当
する項目を選択します。

また、｢勤務先名｣｢勤務先電話番号｣を入力し、[変更]
をタップすると、勤務先情報の変更が実行されます。

※勤務先名には全角文字のみを入力してください。
※株口座を開設済みの場合には｢所属部署｣もご入力く

ださい。

[キャンセル]をタップすると、その他の変更選択画面
が表示されます。

年収の変更

勤務先情報の変更
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ログイン履歴の確認ができます。

11-6 ログイン履歴

パスワード変更

｢ログイン日時｣｢ログイン経路｣｢ログインステータス｣
を確認できます。

表示件数は25件、50件、100件からご選択いただけま
す。
件数を選択後、[検索]をタップしていただくと、画面
の表示件数が変更されます。

11.マイページ

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[ログイン履歴]をタップ

メニュー
1

2

※過去4か月(最大100件)のログイン履歴を確認できま
す。4か月間で100件を超える場合は、直近100件の
履歴が表示されます。

※1ページ50件ずつ表示されます。

※アカウントロック中にログインを試された場合、当
該履歴は残りません。
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DMM.com会員かつDMM.com証券の口座をお持ちのお客様は、 DMM.comと当社ホームページへ
のログインIDの関連付けを行うことができます。

11-7 ID関連付け･関連付け解除

ID関連付け

DMM会員IDとパスワードを入力し、[ID関連付け実行]
をタップすると、DMM会員IDとの関連付けが実行され
ます。

11.マイページ

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[金融機関登録・変更]をタップ

メニュー

ID関連付けを行うと、PCにてDMM.comのサイトにログインしている状態で当社ホームページへ
ログインする際は、ログインIDおよびパスワードの入力が省略されます。
※スマホからのログインにおいてはID関連付けは適用されません。

なお、ID関連付け解除を行うことで、DMM IDとの関連付けを解消することができます。

1

2

««次のページへ
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ID関連付け解除

[ID関連付け解除]をタップすると、ID関連付け解除
確認画面が表示されます。

確認画面

[OK]をタップすると、ID関連付け解除が実行されま
す。

受付完了

ID関連付解除受付完了となります。

11.マイページ

3

4

5
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住所・氏名の変更やマイナンバー登録に関する本人確認書類を送付できます。

11-8 書類アップロード

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[書類アップロード]をタップ

メニュー

書類アップロード

住所･氏名変更の際の本人確認書類の提出やマイナン
バー確認書類の提出が可能です。
[画像選択]にて書類の画像をアップロードいただき、
[確認]をタップすると確認画面が表示されます。

※口座開設時にマイナンバーをご提出いただいていな
いお客様は、当社へ2021年12月までにご登録いただ
く必要がございます。

※DMMCFDスマホにログイン後の書類アップロードか
らマイナンバー確認書類のご提出いただく場合、免
許証等の本人確認書類のご提出は不要です。

※保存形式｢png，bmp，gif，tif，tiff，jpg，jpeg，
pdf｣に対応しています。

▼マイナンバー確認書類提出方法はこちら
https://fx.dmm.com/support/openingflow/personal/upload/

11.マイページ

1

2

««次のページへ

https://fx.dmm.com/support/openingflow/personal/upload/
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3
確認画面

[アップロード]をタップすると確認書類のアップ
ロード受付完了となります。

[修正]をタップすると書類選択画面へ戻ります。

11.マイページ
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当社のCFD以外のサービスへお申込みいただけます。

11-9 他サービス簡単申込み

追加口座開設
2

追加で開設したい口座に応じて｢口座開設はこちら｣
をタップし、総合口座ログイン画面からログインす
ることでそれぞれお申し込みいただけます。

11.マイページ

1

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[他サービス簡単申込み]をタップ

メニュー
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DMMFXアプリを立ち上げることができます。

11-10 DMM FXアプリを開く

FXアプリ画面
2

[ログイン]をタップしてログインID･パスワードを
ご入力いただくとFXアプリにログインいただけます。

※FX口座を開設している必要がございます。

11.マイページ

1
メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マイページ]項目内の[DMM FXアプリを開く]をタップ

メニュー

FXアプリアイコン
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12.設定

2

注文の初期値等を設定できます。

12-1 注文設定

注文設定

初期値共通設定
①注文数量

注文数量の初期設定を1～200Lotの範囲内で設定できます。
②スリッページ

スリッページ許容幅を設定できます。 (0～99.9pips)
③FIFO

[FIFO:OFF]:新規注文が発注されます。
[FIFO:ON]: 新規/決済の区別のない注文となり、反対ポジションを保有して

いる場合、約定日時が古いポジションから順に決済されます。

例1:買ポジション10Lot保有中、売注文3Lot発注すると、決済売注文が3Lot
発注され、買ポジション7Lotが残ります。

例2:買ポジション10Lot保有中、売注文15Lot発注すると、決済売注文が
10Lotおよび新規売注文が5Lot発注され、新たな売ポジション5Lotと
なります。

※FIFOは新規即時注文でのみ設定できます。

決済同時発注設定
④利食

新規注文が約定すると同時に利益確定の決済指値注文が自動的に発注されます。
利食値幅を設定できます。 (5.0～99.9pips)
※即時注文は利食注文が発注されません。

⑤損切
新規注文が約定すると同時に損切りの決済逆指値注文が自動的に発注
損切値幅を設定できます。 (5.0～99.9pips)

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[注文設定]を選択
※新規注文画面右上、設定ボタンからも遷移できます。1

メニュー

設定画面

1

2

3

4

5
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12.設定

チャートの初期値等を設定できます。

12-2 チャート設定

チャート設定

①Bid/Ask
BidチャートとAskチャートの切り替えができます。

②チャートタイプ
チャートタイプを｢ローソク足・ライン・平均足｣から
選択できます。

③テクニカル表示設定
テクニカル指標を設定できます。(詳細P.44参照)

2

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[チャート設定]を選択
1

メニュー

設定画面

1

2

3
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12.設定

DMMCFDスマホのカラーテーマを設定できます。

12-3 カラーテーマ設定

カラーテーマ設定

カラーテーマの設定を｢ブラック｣もしくは｢ホワイト｣
から選択できます。

利用したいカラーテーマに[✓(チェック)]を入れて変
更できます。
変更後は、画面左上[←]で設定画面へ戻れます。

2

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[カラーテーマ設定]を選択
1

メニュー

設定画面
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12.設定

「追加メールアドレス」の登録・変更をすることができます。

12-4 追加メールアドレス登録・変更

追加メールアドレス設定

登録するメールアドレスを入力し、[変更]をタップす
ると、メールアドレス登録･変更が実行されます。

登録されている追加メールアドレスを削除する場合に
は、入力されているメールアドレスを消して空欄で[変
更]をタップすることで削除ができます。

※CFDスマホツールとは別のリンクが開いております。
終了する際にはご利用のスマートフォンブラウザの
タブを閉じてください。

2

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[追加メールアドレス変更]を選択1

メニュー

設定画面
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12.設定

メール通知設定を変更することができます。

12-5 メール通知設定

メール通知設定
｢ロスカット通知｣｢純資産額不足通知｣｢アラート通知｣｢注
文取消通知(維持率低下)｣｢追加証拠金発生通知｣｢追加証
拠金入金催促通知｣｢追加証拠金解消通知｣｢マージンカッ
ト執行通知｣｢入金通知｣｢出金通知｣｢注文取消通知(証拠金
不足)｣｢注文執行通知｣｢約定通知｣｢ログイン成功時通知
(全サービス共通)｣｢ログイン失敗時通知(全サービス共
通)｣の設定を確認できます。

確認したい通知設定の項目をタップすると、以下のよう
なオン/オフを切り替える画面が表示されます。
[設定する]をタップして設定が変更されます。

2

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[メール通知設定]を選択
1

メニュー

設定画面

ON
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12.設定

レートアラートの通知設定ができます。

12-6 レートアラート通知メール設定

レートアラート通知設定

[新しいレートアラートを設定する]からレートの
設定を行います。

2

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[レートアラート通知メール設定]
を選択1

メニュー

設定画面

««次のページへ
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レートアラート追加
3

4

1

2

3

①銘柄設定
レートアラートを設定したい銘柄を選択します。

②Bid/Ask
通知設定するレートの現在レートから、上昇するレート
を指定する場合にはBidレート・下降するレートを指定す
る場合にはAskレートを指定します。

③設定レート
通知を希望するレートを入力します。

設定内容①~③を設定し、[追加する]をタップすると、
レートアラートが追加されます。

レートアラート通知設定

レートアラート設定の追加完了。

設定済みのレートアラート設定を削除したい場合には、
削除したい項目の右端の[ ]をタップすると削除が
できます。

12.設定
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12.設定

照会画面、チャート画面のレート更新間隔を設定することができます。

12-7 レート更新間隔設定

レートアラート通知設定

設定したい更新秒数に[✓(チェック)]を入れて変更
できます。
変更後は、画面左上[←]で設定画面へ戻れます。

2

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[設定]をタップし、[レート更新間隔設定]を選択
1

メニュー

設定画面
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13.お客様サポート

DMMCFDからのお知らせを確認できます。

13-1 お知らせ

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[お知らせ]をタップ
1

メニュー

2
お知らせ

お知らせのタイトルをタップすると、
お知らせ詳細画面が表示されます。

お知らせ詳細
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13.お客様サポート

DMMCFDスマホのマニュアルのリンク先に遷移します。

13-2 マニュアル

メニューバー

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[マニュアル]項目内の[マニュアル]をタップ
1

メニュー

2
マニュアル

ホームページ上のマニュアルPDFリンクへ遷移し、
本取引ツール操作マニュアルを確認できます。
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13.お客様サポート

DMMCFDスマホのクイックガイドのリンク先に遷移します。

13-3 クイックガイド

メニューバー

1
メニュー

2
クイックガイド

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[クイックガイド]をタップ

ホームページ上のクイックガイドへ遷移します。
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13.お客様サポート

カスタマーサポートへお問い合わせ先の確認、実際にお問い合わせすることができます。

13-4 お問い合わせ先

メニューバーの[ ≡ (メニュー)]より、[お問い合わせ]をタップ
1

メニューバー メニュー

2
お問い合わせ先

【お問い合わせ先】
株式会社DMM.com証券

フリーコール :  0120-961-522
お電話受付期間:【冬時間】月曜07時00分～土曜06時50分

:【夏時間】月曜07時00分～土曜05時50分
メールアドレス:  support-dmm@sec.dmm.com
LINE ID : @sec.dmm.com

ご不明な点がございましたら、お気軽に下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
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注文をされる前に必ずお読みください。

14.注意事項

14-1 注文における注意事項

【すべての注文について】
・レバレッジは、 DMM CFD-Indexは10倍、DMM CFD-Commodityは20倍です。

・1回の注文数量の上限は200Lotとなります。（ロスカットは除きます）

・同一価格に対する指値・逆指値注文の注文数量の上限は200Lotとなります。

・建玉数の上限は、注文中の新規注文件数と合算して最大1,000件となります。（建玉数とはLot数ではなく、
約定件数となります）

【スリッページについて】
・スリッページとは、即時注文や逆指値注文が成立するときに発生する、注文時の表示価格(逆指値注文の場合

は、注文価格)と実際の約定価格との差額をいいます。即時注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可
能です。

・スリッページ設定とは、お客様の発注時に取引画面に表示されているレートと、当社が実際にお客様の注文を
約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートの差をどの程度許容するかを設定していただく機
能となります。

・スリッページ幅を設定できないクイック決済及び一括決済については、マーケットの状況等によってお客様が
意図しているレートから著しくかい離したレートで約定する場合がございます。

・スリッページ設定の初期設定はOFFの状態で、設定幅の初期値は10×0.1pipsに設定されています。

【即時注文について】
・即時注文では確認画面が表示されません。レートをクリックすると、すぐに注文が発注されます。

・スリッページ幅を指定した即時注文では、お客様の発注時に取引画面に表示されているレートと、当社が実際
にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートの差が、お客様が指定したス
リッページ幅を超えている場合は注文は失効します。

【指値注文について】
・取引レートが大きく変動した場合等においても、原則として注文価格での約定となるため、当社レート履歴に

記載のないレートで約定することがあります。これには、【DMM CFD-Index】の全銘柄および、【DMM 
CFD-Commodity】の「原油」「天然ガス」「コーン」「大豆」において提示する限月の交代により、価格
がかい離して配信された場合も含まれ、当該配信された価格がお客様が設定した価格に達している場合には、
お客様が指定した価格で約定されます。ただし、週明けに当社が初めて配信するレートがお客様の指値注文
のレートに達していた場合のみ、当社が初めて配信するレートで約定します。

【逆指値注文について】
・逆指値注文は原則としてレートが指定したレートに到達した段階で注文が執行されるため、 注文価格とかい

離したレートで約定する可能性があります。

【両建てについて】
・両建ては、お客様にとって、Bid価格とAsk価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いの調整額と受取

りの調整額の差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがありますので、当社で
は推奨するものではありません。お客様の判断と責任においてお取引ください。
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入出金をされる前に必ずお読みください。

14.注意事項

14-2 入出金における注意事項

【クイック入金について】
・クイック入金サービスはほぼリアルタイムで反映されますが、即時反映を保証するものではございません。入

金が翌営業日以降になることがございます。この場合にお客様に生じた損失・機会利益の逸失、費用負担につ
いてはお客様のご負担となります。

・追加証拠金発生に伴い追加証拠金額以上のご入金を行った場合においても、異名義入金、クイック入金エラー
等により判定時刻において取引口座への金額の反映が間に合わなかった場合はマージンカットの対象となりま
す。その際発生するお客様の不足金解消の機会逸失、その他一切の責はお客様が負うものとなります。

・当社及び各金融機関のシステムメンテナンス時間帯はクイック入金サービスを利用できませんのでご注意くだ
さい。

・お振込名義人名はDMM CFDの口座と同一名義に限ります。お振込名義人名に相違があった場合には､入金完了
後及び売買発生後であっても、該当のご入金を取消させていただきます。なおご返金に伴う手数料に関しまし
ては、お客様のご負担とさせていただきます。

・ご入金処理の最中に｢閉じる｣ボタンや｢戻る｣ボタンをクリックされますと正常にクイック入金が完了せず、リ
アルタイムで入金が反映されません。
また、エラー等によりリアルタイム反映されなかった場合､当社にて着金の確認が取れ次第反映いたします。
リアルタイムに入金を反映できなかったことにより発生するリスク等は、全てお客様自身が負うものとします。

・クイック入金の際に選択いただく金融機関によっては、個人または法人のどちらか一方しかご利用いただけな
い場合があります。

【出金について】
・平日15時までのご予約は原則翌営業日の出金となります。土日祝日および平日15時以降のご予約は翌営業日の

受付となります。

・出金予約の受付は1営業日につき1回のみとなります。取消後に再度ご予約いただくことは可能です。

・出金予約金額は全額出金を除き、2,000円以上となります。

・ポジションを保有されている場合、出金可能額全額の出金予約をされると、予約直後にロスカットされること
がございます。

各取引状況等を閲覧される前に必ずお読みください。

14-3 その他注意事項

【照会・履歴について】
・ポジション照会、注文照会、約定履歴は、銘柄ボードで選択されている銘柄のみとなります。他銘柄の情報を

確認する場合は、銘柄ボードにて表示する銘柄を切り替えてください。

【注文履歴・約定履歴について】
・一回の検索期間は最大で1年間です。100日以前の期間を指定される場合、検索結果反映までに少々時間がかか

ります。
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情報ツールをご利用いただく前に必ずお読みください。

14.注意事項

14-4 情報ツールにおける注意事項

【すべての情報ツールについて】
・当サービスは情報配信を目的としており提供される情報については万全を期しておりますが、その内容の完全

性・正確性を保証するものではございません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても 、 当社、
情報提供元及び関連会社は一切の責任を負いかねます。また、その目的を問わず情報の転用および販売を固
く禁じます。投資に関する最終的な決定はご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。

各設定をされる前に必ずお読みください。

14-6 設定における注意事項

【注文初期設定について】
・スマホ版取引ツール『DMMCFD スマホ』の注文設定は、『DMMCFD スマホ』のみで有効となります。他の

取引ツールの注文設定とは連携しません。また、 『DMMCFD スマホ』にて設定した注文設定も他の取引
ツールと連携しません。

【メール通知設定について】
・メール通知設定はパソコン版取引ツール『DMMCFD PLUS』からも設定できます。

【お客様情報設定について】
・パスワードの変更は、PCマイベージ上の｢総合口座照会｣からも変更できます。

・ご登録のご住所、ご連絡先、メインメールアドレスはお問い合わせフォームからの変更依頼となります。

『DMM CFD スマホ』の推奨環境は以下をご参照ください。
※ご利用の端末の状態や設定などによっては推奨環境でも正常に動作できない場合がございます。

14-５ 推奨環境

iPhone
推奨機種:iPhone7以降
推奨OS:iOS12以上
推奨解像度:1136×640以上2436×1125以下
対応ブラウザ:Safari / Google Chrome

※端末の言語･書式設定は｢日本語｣のみの対応となります。
※｢iPhone」はApple Inc.の登録商標または商標です。

Android
推奨OS:Android 7以降
推奨解像度:1280×720以上2560×1440以下
推奨画面サイズ:4.6inch以上7inch以下
対応ブラウザ:Androidデフォルトブラウザ / Google Chrome

※端末によっては、ご利用頂けない場合がございます。
※Android は Google LLC の商標です。


