
清算注文の条件を予め設定できます
清算注文の条件で"ストップ"、"リミット"を設定すると、マーケットが指定レートに到達した際に、ポジションが
自動清算されます。"ストップ"、"リミット"は約定レートを基準に、変動幅または発生損益額で設定できます。

ストップ

リミット

ノースリッページ注文

2
ポイントの値幅 ￥2,000予想

 値:121.744
 

/
 
121.710

ポイント JPY清算注文の条件

アドバンスオプション

約定ロット数 注文価格

全部約定

一部約定 ポイントのスリップ許容

マーケット注文(現在価格)

ロット優先注文(成行)

高度な約定設定  
全部約定／一部約定の別や、約定価格の決定方法等の条件をを設定できます。 

アドバンスオプション

取引ロット数

約定ロット数

ストップ

リミット

維持証拠金:

注文価格

全部約定

1 売 買

2  

JPY 486,932

JPY

両建て(ヘッジ)

一部約定 ポイントのスリップ許容

ポイント JPY 

ロット優先注文(成行)

マーケット注文(現在価格)

損益通貨

(Min: 1 取引ロット数)

USD/JPY

注文条件 リーブオーダー

CFD Ticket

清算注文の条件

121.724 121.730

「注文条件」タブ
すぐ取引するには"注文条件"をクリック。

主要項目
主要項目を設定するだけで即時に約定が可能です。

取引ロット数 1

JPY

両建て(ヘッジ)

損益通貨

(Min: 1 取引ロット数)

USD/JPY

注文条件 リーブオーダー

CFD Ticket

121.724 121.730

 

売 買

ポイントの値幅 ￥2,000予想 
値:121.744 / 121.710

ポイントの値幅

維持証拠金:
取引ロット数を入力すると、注文
を発注するために必要な維持証拠
金が自動計算され表示されます。

約定ロット数:
流動性不足により全注文の一
括約定が不可能な場合、受付
可能な範囲で一部注文を約定
することができます。

スリッページの指定:
発注時レートから許容できるス
リッページ幅を設定することで、
予想以上のスリッページが発生
した際に注文を取り消すことが
可能です。

ロット優先注文:
取引ロット数と約定ロット数の
指定に応じた、現在の市場の受付
可能な最優良レートで約定されます。
（ロット優先注文はお客様にとって
不利なレートで約定される可能性
もあります。）

ストップ:
マーケットがお客様の思惑とは逆
に変動した場合に自動で損切りさ
れるよう、損切りするレートを予
め設定できます。マーケット状況
によっては、設定したストップレー
トより不利な価格で約定される場
合があります。

リミット:
マーケットがお客様の思惑通りに
変動した場合、自動で利益が確
定されるよう、利益確定するレー
トを予め設定できます。

ノースリッページ注文 　
ノースリッページ注文を設定し
た場合、スリッページが発生する
ことなく指定のレートで必ず約定
されます。ノースリッページ注文
によって保有ポジションが清算

ポイント/JPY:
"ストップ"、"リミット"の設定は、約
定レートからの変動幅（ポイン
ト）、または当ポジションの円ベー
スの含み損益（JPY)のいずれか
から選択することが出来ます。

両建て:
保有ポジションに対しての"
反対ポジション"を同時に保
有したい場合は、"両建て"に
チェックを入れます。

取引ロット数:
発注数量を指定します。
各銘柄に必要な維持証拠金
は注文画面下の"維持証拠
金"より確認できます。

売値/買値レート:
売買レートが表示されてい
ます。売買レートの差は"ス
プレッド"となります。

IG取引チケット
クイックガイド

された際には、保証料が発生し
ます。

トレーリングストップ



2

  

有効期限

GTC 日付

直近レート: 15/12/16 12:30
有効期限

清算注文の条件 ポイント JPY

有効期限

維持証拠金

ストップ ポイントの値幅

ポイントの値幅リミット

直近レート:

日時

直近レート

注文水準

取引ロット数

売買 買

121.731 / 121.74

0

1

リミット

JPY

注文タイプ

損益通貨

GTC 日日 月月 年年/ / 時時 分分

15/12/16  15:28

(Min: 1 取引ロット数)

121.733

 (Min:2) 

キャンセル 送信

  

注文条件 リーブオーダー

CFD Ticket

USD/JPY

 

直近レート

売買

注文水準

取引ロット数

注文タイプ

損益通貨

買

121.87 / 121.879

1

リミット

JPY

(Min: 1 取引ロット数 )

121.733

注文条件 リーブオーダー

CFD Ticket

USD/JPY

IG取引チケット
クイックガイド

「リーブオーダー」タブ
お客様のご希望に沿ったリーブオーダー
（新規価格指定注文）の条件を設定できます。

ストップ:
マーケットがお客様の思惑とは逆
に変動した場合に自動で損切りさ
れるよう、損切りするレートを予
め設定できます。マーケット状況
によっては、設定したストップレー
トより不利な価格で約定される場
合があります。

リミット:
マーケットがお客様の思惑通りに
変動した場合、自動で利益が確
定されるよう、利益確定するレー
トを予め設定できます。

 　 ポイント/JPY:
"ストップ"、"リミット"の設定は、約
定レートからの変動幅（ポイン
ト）、または当ポジションの円ベー
スの含み損益（JPY)のいずれか
から選択することが出来ます。

清算注文の設定

リーブオーダー有効期限の設定
リーブオーダーの有効期限を設定できます。

主要項目
リーブオーダー（新規価格指定注文）の条件を設定できます。

直近レート:
現在のマーケットの売買
レートになります。

売買:
注文の売り、または買いを指
定します。

維持証拠金:
取引ロット数を入力すると、
ポジションを建てるのに必
要な維持証拠金が自動計算
され表示されます。

送信:
"送信"をクリックすると、注
文が発注されます。

注文水準:
希望する注文執行レートを
指定します。

GTC:
お客様が注文をキャンセル
されるまで有効となります。

日時:
設定された日時まで有効と
なります。

注文タイプ: 取引ロット数:
発注数量を指定します。

リーブオーダーで設定したレートにマーケットレートが到達するとポジションが約定されますが、ここでは保有したポジション
に対して"リミット"、"ストップ "清算注文を予め設定できます。清算注文の条件で"ストップ "、"リミット"を設定すると、マー
ケットが指定レートに到達した際にポジションが自動清算されます。"ストップ "、"リミット"は約定レートを基準に、変動幅ま
たは発生損益額で設定できます。

清算注文の条件

ストップ

リミット ポイントの値幅

ポイントの値幅 ￥2,000予想
値:121.744

 
/ 121.710

ポイント JPY

有効期限

日日 月月 年年/ / 時時 分分

"ストップ" (逆指値注文)または
"リミット" (指値注文)のいずれ
かを選択します。

ノースリッページ注文

ノースリッページ注文 　
ノースリッページ注文を設定し
た場合、スリッページが発生する
ことなく指定のレートで必ず約定
されます。ノースリッページ注文
によって保有ポジションが清算
された際には、保証料が発生し
ます。


