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1

【DMM FX】のホームページへアクセス後、画面右横の[ログイン]をクリック(スマホ
の場合は画面右上[≡](メニュー)＞ [ログイン(マイページ)]をタップ)することにより、
総合口座ログイン画面が表示されます。

｢メインメールアドレスまたはログインID｣ および ｢パスワード｣ をご入力いただき､[ログイン]
をクリックすると「マイページ」が表示されます。
※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。

※パスワードは、マイページ上の「総合口座照会」より変更できます。

[FX STANDARD]をクリックすると、
『DMMFX STANDARD』が起動します。

▼ホームページURL
https://fx.dmm.com/fx/

[ソフトウェアキーボードを使用する]を
クリックすると、画面上でログインID･
パスワードを入力できます。
※スマホからはご利用いただけません。

ログインをすることにより、注文・口座照会が利用可能なほか、経済指標・ニュース等も確認で
きます。

2

3

▼DMM.com証券総合ログイン画面URL
https://trade.fx.dmm.com/comportal/Login.do

1.ログイン

1-1 ログイン

▼PCページ ▼スマホページ
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情報収集から取引まで一画面にて可能です。

2-1 ホーム画面

①プレミアチャート ：プレミアチャートが起動します。

②マイページ ：マイページが表示されます。

③自動ログアウト設定：自動ログアウト設定の切り替えができます。(「自動ログアウト設定」 P.4 参照)

④ログアウト ：取引画面を閉じ、ログアウトします。

⑤CFD ：CFD取引ツールを表示します。

⑥ニュースバー ：経済指標情報やニュースを確認できます。 (｢ニュースバー｣ P.38,39 参照)

⑦レート情報 ：チェックを入力すると高値・安値・前日比が表示されます。

⑧為替ボード ：選択された通貨ペアのレートが表示されます。

通貨ペア名をクリックするとプルダウンで表示され、選択できます。

⑨チャート ：選択された通貨ペアのチャートが表示されます。 (｢チャート｣ P.22～24 参照)

⑩注文ボード ：新規注文・決済注文の発注を行えます。 (｢新規注文｣ ｢決済注文｣ P.7～19参照)

⑪メニューバー ：取引内容等の確認、またクイック入金や出金依頼を行えます。(P.25～37  参照)

8
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2.ホーム画面

4
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3.設定

3-1 自動ログアウト設定

60分間操作がなかった場合に、自動ログアウトする設定を切り替えることができます。

1 自動ログアウト設定ボタン

画面右上部の自動ログアウト設定ボタンをクリックすると設定画面が立ち上がります。

2

自動ログアウトを [する]/[しない]から選択し、[設定］をクリックします。
[しない]を選択した場合、自動ログアウトはされませんが、[する]を選択した場合、

60分間操作がないと自動ログアウトされます。

※｢設定･レイアウトにおける注意事項(P.42)｣を必ずお読みください。
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注文ボード右上の設定ボタンをクリックすると設定画面が立ち上がります。

｢決済同時発注設定｣および｢スリッページ設定｣の設定箇所にチェックを入れ、

設定完了後に[設定を終了する］をクリックします。

1

2

決済同時発注設定

①利食い：利益確定の決済指値注文を設定します。

※即時注文の場合は利食い注文を発注できません。

②損切り：損切りの決済逆指値注文を設定します。

③有効期限：決済同時発注の利食い・損切りの有効期限を設定します。

スリッページ設定

④スリッページ：即時注文の許容スリッページ幅を設定します。

注文ボード

注文設定画面にて、決済同時発注やスリッページの設定ができます。

2

3

4

1

注文ボードでも、赤色枠内の注文
設定内容をクリックし、注文設定
のON/OFFの切り替えが可能です。

3.設定

3-2 注文設定
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その他設定にて、確認画面の表示設定や、約定/エラー音の設定ができます。

2

3

注文ボード右上の設定ボタンをクリックし、[その他設定]をクリックします。

｢表示設定｣および｢音声設定｣の設定箇所にチェックを入
れ、設定完了後に[設定を終了する]をクリックします。

1

2

1
表示設定

①注文確認画面の表示設定

注文確認画面の表示/非表示を選択できます。

※即時注文は注文確認画面がありません。

②注文取消確認画面の表示設定

注文取消確認画面の表示/非表示を選択できます。

③一括決済注文確認画面の表示設定

一括決済注文確認画面の表示/非表示を選択できます。

④クイック決済注文確認画面の表示設定

クイック決済注文確認画面の表示/非表示を選択できます。

⑤一括決済完了後の確認画面の設定

一括決済完了後の確認画面の表示/非表示を選択できます。

⑥クイック決済完了後の確認画面の表示設定

クイック決済完了後の確認画面の表示/非表示を選択できます。

音声設定

⑦約定/エラー音の設定

約定時やエラー発生時のアラート音のON/OFFを選択できます。

注文ボード

4

5

6

7

3.設定

3-3 その他設定



7

即時注文はレートをクリックすることで、クリックしたレートにて発注されます。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

｢発注タイプ｣にて｢即時｣を選択し、注文内容を設定します。

売り注文は[売Bid]、買い注文は[買Ask]をクリックすると発注されます。

1

2

3

注文結果・約定価格が表示されます。

・スリッページ

設定値以上のスリッページが発生した場合、注文が

不成立となります。

・決済同時発注

約定レートから設定値幅分不利な価格にて損切り注文が

設定できます。

・FIFO

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

順番に決済されます。

為替ボード

注文ボード

※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、上記のメッセージが表示され、損
切り注文は不成立となります。

注文ボードにて、赤色枠内の注文設定内容をクリックし、

注文設定のON/OFFの切り替えが可能です。

4.新規注文

4-1 即時注文
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指値注文は現在レートより有利な注文レート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レートを指定して発注する注文方法です。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

注文ボードの｢発注タイプ｣にて｢指値｣または｢逆指値｣を選択し、注文内容を設定の上、

[発注する]をクリックします。

1

2

3

注文内容を確認し、 [注文する]をクリックします。

※注文確認画面を表示しない設定の場合、注文確認画面は表示されません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

決済同時発注

新規注文発注と同時に新規注文レートからの値幅を

設定し、利食いおよび損切り注文を発注できます。
IFD･IFO注文

｢利食い｣または｢損切り｣のどちらかを設定すると

｢IFD注文｣となり、両方を設定すると｢IFO注文｣と

なります。

注文ボード

注文ボードにて、決済同時発注の
[利食い][損切り][有効期限]をク
リックし、注文設定のON/OFFの
切り替えが可能です。

1
為替ボード

4.新規注文

4-2 指値・逆指値注文
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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)が成立すると複合二次注文(決済注文)が発注されます。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

注文内容を確認し、 [注文する]をクリックします。

※注文確認画面を表示しない設定の場合、注文確認画面は表示されません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

1
為替ボード

2
注文ボード ｢発注タイプ｣にて｢IFD｣を選択します。

注文内容を設定し[発注する]をクリックします。

3

①数量：取引数量を設定します。

1Lot～100Lot (1Lot＝1万通貨単位)

複合一次注文(新規)

②売買：売買を選択します。

③執行条件：指値・逆指値を選択します。

④注文レート:レートを設定します。

複合二次注文(決済)

⑤執行条件：指値・逆指値を選択します。

⑥注文レート:レートを設定します。

⑦有効期限：有効期限を[今日中][今週中][無期限][期限指定]

から選択します。

・今日中：下記営業日終了時点まで有効

夏時間(月～木)翌05時59分59秒、(金)翌05時50分

冬時間(月～木)翌06時59分59秒、(金)翌06時50分

・今週中：金曜日営業日終了時間まで有効

夏時間(金)翌05時50分、冬時間(金)翌06時50分

・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

2
3

1

4

7

6

5

4.新規注文

4-3 IFD注文
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OCO注文は異なる2つの注文を同時に発注し、注文の一方が約定したら、もう一方の注文は取り
消される注文です。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

注文内容を確認し、 [注文する]をクリックします。

※注文確認画面を表示しない設定の場合、注文確認画面は表示されません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

1
為替ボード

2
注文ボード ｢発注タイプ｣にて｢OCO｣を選択します。

注文内容を設定し[発注する]をクリックします。

3

①数量：取引数量を設定します。

1Lot～100Lot (1Lot＝1万通貨単位)

OCO1

②売買：売買を選択します。

③執行条件：指値・逆指値を選択します。

④注文レート:レートを設定します。

OCO2

⑤売買：売買を選択します。

⑥執行条件：指値・逆指値を選択します。

⑦注文レート:レートを設定します。

⑧有効期限：有効期限を[今日中][今週中][無期限][期限指定]

から選択します。

・今日中：下記営業日終了時点まで有効

夏時間(月～木)翌05時59分59秒、(金)翌05時50分

冬時間(月～木)翌06時59分59秒、(金)翌06時50分

・今週中：金曜日営業日終了時間まで有効

夏時間(金)翌05時50分、冬時間(金)翌06時50分

・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

4

1

2
3

5
6

8

7

4.新規注文

4-4 OCO注文
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IFO注文とは、新規注文が約定すると、指値・逆指値の決済注文が発注される注文方法です。

決済注文の一方が約定したら、他方の注文は取り消しされます。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

注文内容を確認し、 [注文する]をクリックします。

※注文確認画面を表示しない設定の場合、注文確認画面は表示されません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

1
為替ボード

2
注文ボード ｢発注タイプ｣にて｢IFO｣を選択します。

注文内容を設定し[発注する]をクリックします。

①数量：取引数量を設定します。

1Lot～100Lot (1Lot＝1万通貨単位)

複合一次注文(新規)

②売買：売買を選択します。

③執行条件：指値・逆指値を選択します。

④注文レート:レートを設定します。

複合二次注文(決済) 

⑤OCO1のレートを設定します。

⑥OCO2のレートを設定します。

⑦有効期限：有効期限を[今日中][今週中][無期限][期限指定]

から選択します。

・今日中：下記営業日終了時点まで有効

夏時間(月～木)翌05時59分59秒、(金)翌05時50分

冬時間(月～木)翌06時59分59秒、(金)翌06時50分

・今週中：金曜日営業日終了時間まで有効

夏時間(金)翌05時50分、冬時間(金)翌06時50分

・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

3

2 3

1

4

6

5

7

4.新規注文

4-5 IFO注文
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即時注文はレートをクリックすることで、クリックしたレートにて発注されます。

メニューバーの[ポジション照会]をクリックします。

2

3

4

｢ポジション照会｣から決済するポジションを選択し、｢決済指定｣項目の□に✔を入れます。

※選択したポジションおよび注文ボードの背景色が切り替わります。

※決済注文が既に発注されている場合､□が表示されません。注文取消後に表示されます。

｢発注タイプ｣にて｢即時｣を選択します。

注文数量を設定します。

売り注文は[売Bid]、買い注文は[買Ask]をクリック

すると発注されます。

発注後に、注文結果・約定価格が表示されます。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

メニューバー

注文ボード

※即時注文には注文確認画面はありません。

※ご注文の際は、｢注文における注意事項(P.40)｣を必

ずお読みください。

1
為替ボード

5.決済注文

5-1 即時注文
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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。

3

4

｢ポジション照会｣から決済するポジションを選択し、｢決済指定｣項目の□に✔を入れます。

※選択したポジションの背景色が切り替わります。

※決済注文が既に発注されている場合､□が表示されません。注文取消後に表示されます。

｢発注タイプ｣にて[指値]または[逆指値]を選択します。

注文内容を設定し、[発注する]をクリックします。

①数量：注文数量を設定します。

②注文レート

・指値注文：現在レートより有利な価格を設定します。

・逆指値注文：現在レートより不利な価格を設定します。

③有効期限：有効期限を[今日中][今週中][無期限][期限指定]

から選択します。

・今日中：下記営業日終了時点まで有効

夏時間(月～木)翌05時59分59秒、(金)翌05時50分

冬時間(月～木)翌06時59分59秒、(金)翌06時50分

・今週中：金曜日営業日終了時間まで有効

夏時間(金)翌05時50分、冬時間(金)翌06時50分

・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

2

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

メニューバー

注文ボード

1

次のページへ

メニューバーの[ポジション照会]をクリックします。

為替ボード

1

2

3

5.決済注文

5-2 指値・逆指値注文
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5

｢注文確認｣画面にて注文内容を確認し、 [注文する]をクリックします。

※注文確認画面を表示しない設定の場合、注文確認画面は表示されません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

5.決済注文
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OCO注文は指値注文と逆指値注文を同時に発注し、注文の一方が約定したら、もう一方の注文は
取り消される注文です。

4

1

2

3

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

注文ボード

1

①数量：注文数量を設定します。

②指値レート：現在レートより有利な価格を設定します。

③逆指値レート：現在レートより不利な価格を設定します。

④有効期限：有効期限を[今日中][今週中][無期限][期限指定]から

選択します。

・今日中：下記営業日終了時点まで有効

夏時間(月～木)翌05時59分59秒、(金)翌05時50分

冬時間(月～木)翌06時59分59秒、(金)翌06時50分

・今週中：金曜日営業日終了時間まで有効

夏時間(金)翌05時50分、冬時間(金)翌06時50分

・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

次のページへ

為替ボード

2
メニューバー

メニューバーの[ポジション照会]をクリックします。

3

｢ポジション照会｣から決済するポジションを選択し、｢決済指定｣項目の□に✔を入れます。

※選択したポジションの背景色が切り替わります。

※決済注文が既に発注されている場合､□が表示されません。注文取消後に表示されます。

｢発注タイプ｣にて｢OCO｣を選択します。

注文内容を設定し、[発注する]をクリックします。

4

5.決済注文

5-3 OCO注文
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5

｢注文確認｣画面にて注文内容を確認し、 [注文する]をクリックします。

※注文確認画面を表示しない設定の場合、注文確認画面は表示されません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

5.決済注文
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3

表示された確認画面にて[実行]をクリックするとクイック決済注文が発注されます。

※クイック決済では、注文価格や約定価格を指定することはできません。

※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。ご注意ください。

※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。クイック決済を

行うと注文中の決済注文は取消となりますので、何らかの理由でクイック決済が不成立に

なった場合はご注意ください。

※次回以降表示させないとした確認画面を再度表示させる場合は「その他設定」より

ご設定ください。詳しくは、P.6「3-3その他設定」をご参照ください。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)」を必ずお読みください。

2

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

メニューバー

選択したポジションを成行にて即時に決済します。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り消されます。

1

メニューバーの[ポジション照会]をクリックします。

表示されたポジションの中から決済するポジションの [クイック決済] をクリックします。

※クイック決済に関する確認画面を表示しない設定の場合、クイック決済確認画面は

表示されません。

為替ボード

5.決済注文

5-4 クイック決済
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保有している建玉を一括で決済する注文方法です。

①売建玉一括決済

選択されている通貨ペアの売建玉がすべて決済されます。

②買建玉一括決済

選択されている通貨ペアの買建玉がすべて決済されます。

③(選択通貨ペア) 一括決済

選択されている通貨ペアのすべての建玉が決済されます。

※左画像ではEUR/JPYが選択されています。

※一括決済に関する確認画面を表示しない設定の場合、

一括決済注文確認画面は表示されません。

注文内容を確認し、[決済を実行する]をクリックすると、

一括決済注文が発注されます。

※一括決済では、注文価格や約定価格を指定する

ことはできません。

※保有ポジションの数量が100Lotを超える場合、

一括決済はご利用いただけません。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)｣

を必ずお読みください。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

2 一括決済の種類を選択し、[一括決済]をクリックします。

3

1
為替ボード

1 23

5.決済注文

5-5 一括決済
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FIFO注文は新規/決済の区別のない注文で、ポジションを保有していない場合や同一ポジション
を保有している場合はポジションが追加されます。反対ポジションを保有している場合は約定日
時が古いポジションから順に決済されます。

｢発注タイプ｣にて｢即時｣を選択し、発注ボードに表示されている｢FIFO｣の設定をONにしま
す。

売り注文は[売Bid]、買い注文は[買Ask]をクリックすると発注されます。

3 FIFO注文の注文結果・約定価格が表示されます。

※反対ポジションを保有している場合は、注文数
量分のポジションが古い順に決済され、反対ポ
ジションの保有数量を超えた数量分の新規ポジ
ションを保有する状態となります。

※ご注文の際は、「注文における注意事項(P.40)｣
を必ずお読みください。

為替ボードの[選択]をクリックし、注文する通貨ペアを選択します。

2
注文ボード

1
為替ボード

注文ボードのFIFO設定にて、
[ON/OFF]ボタンをクリックし、
FIFO設定の切り替えが可能です。

6.FIFO注文

6-1 FIFO注文
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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。

また、新規注文時に同時発注した利食い注文や決済注文についても変更ができます。

メニューバー の[注文照会]を選択します。

変更したい注文の[変更]をクリックします。

2

指値、逆指値、IFD、OCO、IFO注文における注文価格と有効期限を変更し、

[この注文を変更する]をクリックすると注文が変更されます。

1
メニューバー

7.注文変更・取消

7-1 注文変更
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注文中かつ未約定の注文を取消できます。

2

注文取消内容を確認し、[この注文を取り消す]をクリックすると注文が取り消されます。

※新規注文時に発注した決済同時発注注文を取り消すと、新規注文についても

取り消されます。ご注意ください。

メニューバー の[注文照会]を選択します。

取消したい注文の[取消]をクリックします。

1
メニューバー

7.注文変更・取消

7-2 注文取消
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ワンクリックでチャート周期やBid・Askの切り替えが可能。テクニカル指標も表示できます。

2

5

1

①通貨ペア

画面上で ｢選択中｣ になっている通貨ペアのチャートが表示されます。

②チャート設定

チャートに関する設定を行えます。(｢チャート設定｣ P.23 参照)

③4本値

チャート上にマウスのカーソルを置くとその時刻の始値・高値・安値・終値が表示されます。

④拡大/縮小

左向きのボタンをクリックするとチャートが拡大します。(表示される期間が狭まります。)

右向きのボタンをクリックするとチャートが縮小します。(表示される期間が広がります。)

⑤表示期間

マウスでカーソルを動かすと、表示させる期間が選択されます。

画面にはポイントとポイントの間の期間のチャートが表示されます。

⑥最新足表示

クリック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。

6

3

4

8.チャート

8-1 チャート画面
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チャート周期やテクニカル指標などの設定を行えます。

21 3 4 5

6

①TICK

選択するとTICKチャートが表示されます。

②チャート周期

チャートの周期を変更できます。

[1分]をクリックすると、1分・5分・10分・15分・30分を選択できます。

[1時間]をクリックすると、1時間・4時間・8時間を選択できます。

[日]・[週]・[月]をクリックするとそれぞれチャートが表示されます。

③テクニカル指標

チャート上に表示するテクニカル指標を選択できます。 (｢テクニカル指標設定｣ P.24 参照)

④Bid/Ask

[Bid]/[Ask] をクリックすると、BidチャートとAskチャートが切り替わります。

⑤ローソク/ライン

ローソク：左側の[ローソク]ボタンをクリックするとローソク足チャートが表示されます。

ライン：右側の[ライン]ボタンをクリックするとラインチャートが表示されます。

⑥Y軸固定

□に✓を入れるとY軸(縦軸・レート)が固定されます。

8.チャート

8-2 チャート設定
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テクニカル指標の表示・パラメータの数値を設定できます。

[テクニカル指標]をクリックすると、テクニカル指標設定が表示されます。

1

2

テクニカル指標設定画面の左側チェックボックスにてテクニカル指標を選択します。

[設定を終了する]をクリックすると選択したテクニカル指標がチャート上に表示されます。

※表示させるテクニカル指標を2つまで選択できます。

・パラメータ設定

テクニカル指標設定画面の右側［設定］をクリックする
と各テクニカル指標のパラメータの設定や、表示ライン
の選択ができます。

[初期値に戻す]をクリックするとパラメータの数値が

初期値に戻ります。

8.チャート

8-3 テクニカル指標設定
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保有しているポジションの情報を確認できます。またポジションを決済することなくスワップ

を受け取るスワップ振替やクイック決済も可能です。

為替ボードの[選択]をクリックし、確認する通貨ペアを選択します。

2

メニューバーの[ポジション照会]を表示します。

※ポジション照会に表示されるポジションは為替ボードで選択されている通貨ペアの

ポジションのみとなります。他の通貨ペアのポジションを確認する場合は為替ボードで

表示させる通貨ペアを切り替えてください。

メニューバー

①スワップ振替

スワップ振替機能をご利用いただくと、決済前のポジションに付与されている

スワップポイントを受け取る事ができます。

②クイック決済

クイック決済につきましては、｢クイック決済(P.17)｣をご参照ください。

[振替]をクリックした後、[実行]をクリックします。

1
為替ボード

1 2

9.取引照会

9-1 ポジション照会
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注文中かつ未約定の注文の詳細を確認できます。また、注文の変更・取消も可能です。

メニューバー の[注文照会]を選択すると、選択した通貨ぺアにおける未約定の注文が

表示されます。

[変更] [取消]をクリックすると注文の変更・取消が可能です。(P.20,21 参照)

※注文照会に表示される注文は為替ボードで選択されている通貨ペアの注文のみとなります。
他の通貨ペアの注文を確認する場合は為替ボードで表示させる通貨ペアを切り替えてくだ
さい。

為替ボードの[選択]をクリックし、確認する通貨ペアを選択します。

2

1
為替ボード

メニューバー

9.取引照会

9-2 注文照会
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「注文中｣｢約定済｣｢取消済｣など、すべての注文履歴を確認できます。

メニューバー の[注文履歴]を選択すると、検索条件に該当する注文履歴が表示されます。

[期間指定]項目の□に✔を入れると検索期間が表示されます。

期間を指定して検索すると、該当する注文履歴が表示されます。

※注文履歴に表示される注文は為替ボードで選択されている通貨ペアの注文のみとなります。
他の通貨ペアの注文を確認する場合は為替ボードで表示させる通貨ペアを切り替えてくだ
さい。

為替ボードの[選択]をクリックし、確認する通貨ペアを選択します。

2

1
為替ボード

メニューバー

9.取引照会

9-3 注文履歴
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約定履歴では、約定した注文の履歴を閲覧することができます。

メニューバー の[約定履歴]を選択すると、選択した通貨ペアの約定履歴が表示されます。

[続きを読み込む]をクリックすると、過去分の約定履歴を約4ヶ月分表示します。

※4ヶ月以前の履歴は『DMMFX PLUS』またはスマホアプリ『DMM FX』よりご確認くださ
い。

※約定履歴に表示される約定履歴は為替ボードで選択されている通貨ペアの約定履歴のみと
なります。他の通貨ペアの約定履歴を確認する場合は為替ボードで表示させる通貨ペアを
切り替えてください。

※「約定履歴」を表示した状態で決済注文が約定した場合、約定結果にかかわらず「建玉損
益(円)」および「スワップ」の項目には「0(円)」と表示されます。

PCのF5キー等でページの再読み込みを行う、または「約定履歴」以外の画面を表示した後
に再度「約定履歴」の画面を表示すると、正しい約定結果をご覧いただけます。

為替ボードの[選択]をクリックし、確認する通貨ペアを選択します。

2
メニューバー

1
為替ボード

9.取引照会

9-4 約定履歴
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証拠金状況では、純資産額や証拠金維持率など、口座状況を閲覧することができます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

｢証拠金状況｣が表示されます。

[更新]をクリックすると最新の証拠金状況が表示されます。

メニューバーから[口座照会]をクリックします。

2

1
メニューバー

11

12

①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)

②注文証拠金
注文中(未約定)の新規注文に必要な証拠金

③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

④預託証拠金残高
取引日基準の証拠金残高

⑤出金予約額
出金予約をしている金額

⑥代用引出予約額
代用引出予約をしている金額

⑦純資産額
預託証拠金に約定評価損益と代用証券評価額を加え、出金予約
額を差引いた金額

⑧証拠金維持率
取引内容に対する証拠金の余力の割合
証拠金維持率が50%以下となった場合、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

⑨約定評価損益
その時点のポジションに対する評価額

⑩建玉評価損益
その時点のポジションに対する評価額(スワップ含まず)

⑪スワップポイント
保有ポジションに付与されているスワップポイント

⑫代用証券評価額
FX口座に差し入れている代用有価証券の前国内株式営業日の
時価(終値)に当社所定の掛目を乗じた価格です。

⑬出金可能額
出金予約が可能な金額

⑭代用引出可能額
代用証券評価額から引出しできる金額

⑮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

13

14

15

10.口座照会

10-1 証拠金状況
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保有ポジションの通貨ペアごとの詳細、損益合計を確認できます。

①損益合計

その時点で保有しているポジションに対する損益の合計金額

②数量

各通貨ペア・売買方向ごとの保有数量

③平均建値

各通貨ペア・売買方向ごとの平均約定価格

④評価損益

各通貨ペア・売買方向ごとの評価損益合計

メニューバーから[口座照会]をクリックします。

2

1
メニューバー

ポジションサマリが表示されます。

1

2 3 4

10.口座照会

10-2 ポジションサマリ
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金融機関名の検索ワードをカタカナで入力し、

｢選択してください｣の表示をクリックすると

該当する金融機関が表示されます。

検索結果より利用する金融機関名をクリック

します。

入金金額を入力し、[確認]をクリックします。

2

3

メニューバー から[入出金]をクリックします。
1

メニューバー

4 入力内容を確認し、[実行]をクリックすると

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。

※ご入金の際は、「入出金における注意事項(P.41)」を必ずお読みください。

全国約340の金融機関から24時間リアルタイムに入金が可能で入金手数料も無料です。

11.入出金

11-1 クイック入金



32

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

クリックすると、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。

メニューバーから[入出金]をクリックします。

2

1
メニューバー

3 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

クリックすると、出金予約が完了します。

※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。

※ご出金の際は、｢入出金における注意事項(P.41)｣

を必ずお読みください。

11.入出金

11-2 出金予約
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出金予約取消

メニューバーから[入出金]をクリックすると、出金予約一覧が表示されます。

2

1
メニューバー

3

入力内容を確認し、[実行]をクリックします。

※ご出金の際は、「入出金における注意事項(P.41)」を必ずお読みください。

取消を希望される出金予約の[取消]をクリックすると、出金予約取消確認画面が表示されます。

出金予約一覧にて｢出金予定日｣｢出金額｣等出金予約状況を確認できます。

11.入出金

11-3 出金予約確認/取消
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[株式振替]をクリックすると、確認画面が表示されます。
[株式振替]をクリックすると『DMM株 STANDARD』が起動し「有価証券振替」画面が表示されます。

2

3

メニューバー から[入出金]をクリックします。
1

メニューバー

4

【DMM 株】口座で保有している株式をFX取引の証拠金として利用いただけます。

FX取引の証拠金(FX代用)と
して利用する銘柄、もしく
はFX取引の証拠金としての
利用を終了する銘柄を選択
し、[代用振替予約]をク
リック。

※平日07時00分～15時30分の

間に振替操作ができます。

当該時間内であれば振替予約

のキャンセルが可能です。

※買付後、受け渡しが完了して

いる株式のみ振替が可能です。

※NISA口座で買付けた株式は

振替できません。

確認画面が表示されますので、取引
暗証番号を入力し[振替予約実行]を
クリック。

株式振替が完了します。

※株口座で預託率(委託保証金率)30%未満になった場合、株口座からFX口座へ振替予約を行うことはできません。

※FX口座から株口座へ証拠金を引き出す際に、FX口座の証拠金維持率が100％を下回る場合には振替予約を

行うことができません。

※FX口座から株口座へ振替予約を実行した時点で、振替額は「代用証券評価額」から差し引かれます。

振替予約によって、FX口座の証拠金維持率が低下する場合がありますので、ご注意ください。

11.入出金

11-4 株式振替
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DMM FXからのお知らせを確認できます。

各お知らせのタイトルをクリックすると、詳細が表示されます。

メニューバーから[お知らせ/情報ツール]をクリックします。

2

1
メニューバー

全通貨ペアの当日のスワップポイント一覧を確認できます。

全通貨ペアの当日のスワップポイントが表示されます。

｢スワップカレンダーを表示｣をクリックすると、

ホームページのスワップカレンダーが表示されます。

メニューバーから [お知らせ/情報ツール]をクリックします。

2

1
メニューバー

12-2 スワップポイント

12.お知らせ/情報ツール

12-1 お知らせ
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DMM FXで取引されているお客様全体の注文比率･人数比率を通貨ペアごとに確認できます｡

売買比率が表示されます。

[注文比率]または[人数比率]をクリックすると、表示が切り替わります。

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分毎に更新されます。

メニューバーから [お知らせ/情報ツール]をクリックします。

2

1
メニューバー

※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.42)」を必ずお読み

ください。

12.お知らせ/情報ツール

12-3 売買比率
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各種報告書を閲覧することができます。

メニューバーから [報告書]をクリックします。

2

1
メニューバー

2014/04/07以降の報告書を検索する場合は[最新]をクリックし、それ以前の報告書を

検索する場合は[過去]をクリックします。

報告書種類・検索条件を設定し、[検索]をクリックします。

※期間損益報告書を選択した場合のみ、[PDF表示]をクリックすると報告書が表示されます。

※証拠金受領通知書は「株券担保サービス」を利用したお客様のみ発行されます。

[証拠金受領通知書はこちら]をクリックすると「電子交付書面閲覧画面」が表示されます。

3

[PDF]をクリックすると、選択した報告書がPDFファイルにて表示されます。

※ご利用端末にAdobe Readerがインストールされていない場合、報告書が表示できません。

最新(2014/04/07以降)の報告書検索 過去(2014/04/05以前)の報告書検索

報告書種類（2014/04/05以前の閲覧可能範囲）

・日次報告書： 1営業日ごとの取引報告書兼残高報告書兼証拠金受領通知書（2013/1/2以降）

・月次報告書： 1か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)の取引報告書兼残高報告書（2012年以降）

※2014年の年間報告書に限り、1/1～4/5の報告書となります。確定申告にご利用いただく

場合、｢最新｣検索にて4/7～12/31の期間報告書を別途取得し、損益を合算してください。

13.報告書

13-1 報告書
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マーケットに影響を与える経済指標を、重要度、予測、結果などに分けて更新しています。

1
ニュースバー

2

※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.42)」を必ずお読み
ください。

経済指標発表の予定・結果の一覧表が表示されます。

＊該当指標発表30分前が黄色、10分前には赤くなります。

ニュースバーから左側の[経済指標]をクリックします。

＊該当指標発表30分前は黄色、10分前には赤色になります。

30分前

10分前

14.ニュースバー

14-1 経済指標
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ニュースがリアルタイムで確認できます。

ニュースバーから右側の[ニュース]をクリックします。

1
ニュースバー

2

ニュース一覧が表示されます。

タイトル名をクリックすると右側にニュースの詳細が表示されます。

※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.42)」を必ずお読み

ください。

14.ニュースバー

14-2 ニュース
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注文をされる前に必ずお読みください。

【すべての注文について】
・個人口座のレバレッジは25倍となります。
法人口座のレバレッジは、最大25倍となっていますが、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想
定比率により、通貨ペア毎にレバレッジが毎週変動します。詳細は当社ホームページにてご確認ください。

・1回の注文数量の上限は100Lot(100万通貨)となります。(ロスカットは除く）

・同一注文レートに対する指値・逆指値注文の注文数量の上限は合計100Lot(100万通貨)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)

・全通貨ペアの建玉限度数量(Lot)は合計10,000Lotまでとなります。ただし、ZAR/JPYおよびMXN/JPYについては、
実際の取引数量の10分の1として計算します。

・通貨ペアごとの建玉限度数量(Lot)は以下をご参照ください。
・USD/JPY,EUR/USD 各5,000Lot
・EUR/JPY,GBP/JPY,AUD/JPY,NZD/JPY,GBP/USD 各3,000Lot
・ZAR/JPY,MXN/JPY 各10,000Lot
・その他通貨ペア 各1,000Lot

【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不成立となります。

【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。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。

15.注意事項

15-1 注文における注意事項
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入出金をされる前に必ずお読みください。

15-2 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 FX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」ボタンをタップ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。

15-3 履歴表示における注意事項

【照会・履歴について】
・ポジション照会、注文照会、約定履歴は、為替ボードで選択されている通貨ペアのみとなります。他通貨ペアの情
報を確認する場合は、為替ボードにて表示する通貨ペアを切り替えてください。

【注文履歴・約定履歴について】
・4か月以前のデータは『DMMFX STANDARD』からは確認できません。『DMMFX PLUS』またはスマホアプリ
『DMM FX』よりご確認ください。

【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、支払いのスワップポイン
トと受取りのスワップポイント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。

15.注意事項
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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。

【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。

15-5 設定における注意事項

【自動ログアウト設定について】
・『DMMFX STANDARD』のログアウト設定は、『DMMFX STANDARD 』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、ブラウザ毎に設定を保存しているため、Cookieを削除
されると初期設定に戻ります。

【注文初期設定について】
・パソコン版取引ツール『DMMFX STANDARD』の注文設定は、『DMMFX STANDARD』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、『DMMFX STANDARD』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。また、ブラウザ毎に各設定を保存しているため、各ブラウザごとに注文
設定が必要です。

【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『DMMFX PLUS』またはスマホアプリ『DMM FX』より設定できま
す。

【お客様情報設定について】
・パスワードの変更は、マイぺージ上の「総合口座照会」より変更できます。

・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。

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。

15-6 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

15.注意事項

15-4 情報ツールにおける注意事項


