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１．ご利用上の注意事項  

 

２．インストール／アンインストール 

• インストールプログラムのダウンロード   

• ＰｒｉｍｅＮａｖｉｇａｔｏｒのインストール 

• ＰｒｉｍｅＮａｖｉｇａｔｏｒアンインストール 

 

３．起動できない場合 

• ネットワークエラーに関して／管理者権限に関して 

 

４．ログイン／ログアウト 

• ログイン方法  

• ログアウト方法  

 

５．取引画面の基本機能 

• メニューバー  

• ツールバー／ステータスバー  

• ウィンドウタブ／時計、レイアウト  

 

６．レート表示 

• 詳細モードの表示   

• 簡易モードの表示   

• 表示通貨ペアの設定   

 

７．新規注文 

• 新規注文  

• 簡易モードからの新規注文  

 

８．決済注文 

• 決済注文  

• 複数決済注文  

• ポジション画面からの複数決済注文  
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１ ５ ．アプリケーション設定 

• アプリケーション設定画面の起動 

• 注文基本設定 

• ワンクリック注文 

• 注文画面のティック表示 

• 注文結果の表示 

• 注文後の注文画面 

• リミットマインダ― 

• サウンド設定 

• 色とフォント 

• ティッカー表示 

• 通貨ペア／ニュース 

• メッセージ確認表示／時計表示 

• ネットワーク設定 

 

１６．チャート発注  

• 新規注文／決済注文 

• 注文訂正／注文取消 

• 注文ライン表示設定 

 

１７．強制決済 

• 強制決済対象通知 

• 強制決済解消方法 

 

１８ ．その他 

• 契約締結前交付書面の確認 

    

９．注文状況 

• 注文の確認 

• 注文の訂正 

• 注文の取消 

 

１０．ポジション 

• ポジションの確認 

• ポジションの詳細 

• 決済注文 

 

１１．照会 

• 口座情報の確認 

• 取引履歴の確認 

• 無効注文履歴の確認 

 

１２．マーケット情報 

• マーケット情報ページ 

• ニュースヘッドライン 

 

１ ３ ．ネット入金 

• ネット入金２４ 

 

１ ４ ．チャート 

• チャートの表示方法 

• チャートの操作方法 

• 売買シグナル 

• チャート設定 
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※本操作マニュアルで使用されている取引システムの画像はイメージであり、 
実際の取引システムの画面とは異なる場合があります。 
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以下の機能は｢PrimeNavigator｣ではご利用いただけません。 
ホームページよりログイン後に展開される「マイページ」にてご利用いただくことが可能です。 
 

※ご利用のブラウザにより、ページが直接開かずマニュアルのトップページが開く場合がございます。 

 その場合はお手数ですが目次より該当ページをクリックしてください。 

 

●各種報告書の取得 

⇒各種報告書の取得方法はこちら 
https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/browser/manual_browser.pdf#page=48 
 

●お客様ご登録情報の確認・変更 

⇒お客様ご登録情報の確認・変更方法はこちら 
https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/browser/manual_browser.pdf#page=56 
 

●出金方法 

⇒出金方法はこちら 
https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/browser/manual_browser.pdf#page=43 

 

●動作環境 

 

ご利用上の注意事項 １．ご利用上の注意事項 
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OS  Windows: Windows7, Windows8.1 ,Windows10 

CPU  Intel Core 2 Duo以上 
メモリ  2GB以上 推奨4GB以上 

モニタ  解像度1024×768以上  

通信回線  ブロードバンド回線（1Mbps以上）推奨  

https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/browser/manual_browser.pdf
https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/browser/manual_browser.pdf
https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/browser/manual_browser.pdf
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お使いのパソコンのブラウザで、下記URLにアクセスします。
URL:http://www.fxprime.com/service/exchange/tool/prime_na
vigator/download.html 

ページ内の「ダウンロード」をクリックします。 

 

※お使いのパソコンの設定によっては、ダウンロードが 

  ブロックされる場合があります。ブロックされた場合は、 

  メッセージを確認の上、ファイルのダウンロードを選択します。 

 

 

「保存」をクリックします。 

 

 

任意の保存場所を選択し、「保存」をクリックします。 

 

 

ダウンロードが完了するまでお待ちください。 

 

 

ダウンロードの完了画面が表示されます。 
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インストールプログラムのダウンロード ２．インストール／アンインストール 

http://www.fxprime.com/service/exchange/tool/prime_navigator/download.html
http://www.fxprime.com/service/exchange/tool/prime_navigator/download.html
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ダウンロードしたPrimeNavigatorのインストーラーをダブルクリック 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実行」をクリックします。  

※ダウンロードファイルの為、お使いのパソコンの設定によっては 

  警告メッセージが表示される場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をクリックします。 
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PrimeNavigatorのインストール                                       ２．インストール／アンインストール 
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「次へ」をクリックします。 

 

 

 

使用許諾契約の内容をご確認いただき、 

同意いただける場合は、「同意する」に 

チェックを入れ、「次へ」をクリックします。  

 

※使用許諾契約に同意いただかないと   

 PrimeNavigatorを使用することはできません。 

※使用許諾契約には重要な内容が含まれるため 

 熟読をお願いします。 

 

 

 

「次へ」をクリックします。 

 

 

 

「次へ」をクリックします。  

※インストールフォルダを変更する場合は、 

 この画面で変更します。 

※PrimeNavigator使用ユーザーを変更する場合は   

 この画面で変更します。 

 

 

 

 
 

２．インストール／アンインストール 
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PrimeNavigatorのインストール                                      



『選べる外貨 リッチクライアント版Prime Navigator 』操作マニュアル 
COPYRIGHT© FX PRIME by GMO Corporation.ALL RIGHTS RESERVED. 目次へ 

インストール中です。しばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「閉じる」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

左記のアイコンがデスクトップに表示されます。 
PrimeNavigatorのインストールはこれで完了です。 
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PrimeNavigatorのインストール                                       ２．インストール／アンインストール 
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WindowsVistaをお使いの場合 

・「スタート」をクリックします。 

・「コントロールパネル」をクリックします。 

・「プログラム」をクリックします。 

・「プログラムと機能」をクリックし、「プログラムと機能」画面を表示します。 

・「PrimeNavigator」を選択し、「アンインストール」をクリックします。 

・「PrimeNavigator」が、「プログラムと機能」画面から削除されたら完了です。 

 

 

Windows７をお使いの場合 

・「スタート」をクリックします。 

・「コントロールパネル」をクリックします。 

・「プログラムのアンインストール」をクリックし、「プログラムのアンインストール 

  または変更」画面を表示します。 

・「PrimeNavigator」をダブルクリックし、「はい」をクリックします。 

・「PrimeNavigator」が、「プログラムのアンインストールまたは変更」一覧から 

  削除されたら完了です。 

 

Windows８をお使いの場合 

・[プログラムと機能]画面を表示します。 

（画面の左下隅で右クリックし、表示されたメニューから[プログラムと機能]をクリックすると
開けます。 

キーボードをご使用の場合は、(Windows)キー+[X]キーでメニューを表示できます。） 

・「PrimeNavigator」をダブルクリックし、「はい」をクリックします。 

・「PrimeNavigator」が、「プログラムと機能」一覧から削除されたら完了です。 

 

Windows10をお使いの場合 

・ディスプレイ左下の「WebとWindowsを検索」にコントロールパネルと入力して検索します。 

・コントロールパネル表示後は、他のOSと同様の作業をします。 
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PrimeNavigatorのアンインストール                                      ２．インストール／アンインストール 
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ネットワークエラーに関して 

 

・一般的に企業では、セキュリティ対策等の目的で、Proxy サーバやファイヤウォール等が導入されています。 

 このため、これらの設定によってはご利用になれない場合があります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 

 

・CATV をご使用の場合は、ネットワーク設定がCATV会社によって異なるためご利用になれない場合があります。 

 お使いのCATV、プロバイダにお問い合わせください。 

 

・「ネットワーク設定」より「プロキシ」の設定を変更してお試しください。 

  また、ファイアウォール等の設定によりPort14001がご利用になれない場合、PrimeNavigatorにログインできません。 

  ご利用のパソコンへセキュリティソフトがインストールされている場合、 

 「ファイアウォール」によって接続が遮断されている可能性が考えられます。 

 

・ルータやルータ機能付きモデムの「ファイアウォール」機能で接続が遮断されている可能性が考えられます。 

 ご利用機器のセキュリティ設定をご確認ください。 

 

※DHCP接続で接続途中にIPアドレスの振替が行われる場合、ログイン中にネットワークが切断されることがあります。 

 

※ProxyサーバーもしくはCacheサーバーが導入されている場合、PrimeNavigatorが正常に動作しない場合があります。 

 

※セキュリティ設定・ルーターの設定によって切断されることがあります。 

 

 

管理者権限に関して 

 

PrimeNavigatorのご利用には管理者権限が必要です。 

PCの管理者に連絡して、PrimeNavigatorを使用するユーザーに管理者権限を付与してもらってください。 

 

３．起動できない場合 

9 

ネットワークエラーに関して  ／ 管理者権限に関して                                 
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PrimeNavigatorのアイコンをダブルクリックします。 

 

 

 

バージョンチェックが起動します。 

 

 

ログイン画面が表示されるまでお待ちください。 

 

 

 

 

 

『選べる外貨』へログインする際にご使用のお客様IDとパスワードを入力します。 

 

「ログイン」をクリックします。  

※「お客様ＩＤを保存する」にチェックを入れると、次回以降のログイン時には 

  あらかじめお客様ＩＤが入力された状態でログイン画面が立ち上がります。 

 

 

PrimeNavigatorの取引画面が表示されます。  

 

 

 

ログイン方法 

10 

４．ログイン／ログアウト 
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メニューバーの「ファイル」をクリックします。 

 

 

 

「ログアウト」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

ログアウトの確認画面が表示されます。 

 

 

・「はい」(終了時のレイアウトを保存)をクリックします。 

・「いいえ」（前回保存時のレイアウト）をクリックします。 

・ 取消しをされたい場合は「キャンセル」をクリックします。 

 

 

 

 

ログアウトが完了し、ログイン画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

ログアウト方法 
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４．ログイン／ログアウト 
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下記メニューを選択することができます。 

 

・ファイル： 「ログアウト」、「設定」（アプリケーション設定）、「終了」 

（ PrimeNavigator の終了）を選択できます。 

 

・レイアウト（※）： 「レイアウトの読み込み」、「レイアウトの保存」を選択できます。 

 

・表示： ツールバーとステータスバーの表示／非表示切り替え、 

 および各画面（レート、ポジション、注文状況、無効注文履歴、取引履歴、口座情報） 

 の表示ができます。 

 

・取引（※）： 「新規注文」、「決済対象ポジション選択」、「複数決済」を選択できます。 

 

・チャート： 「通貨ペア」（チャートを表示する通貨ペア）、「チャート設定」を選択できます。 

 

・マーケット情報： 「マーケット情報」（マーケット情報ページの表示）、 

「ニュースヘッドライン」を選択できます。 

 

・お知らせ： 「お知らせ」（当社のお知らせページの表示）を選択できます。 

 

・ウィンドウ： 各画面の整列、およびウィンドウタブの切り替えができます。 

 

・ヘルプ： 「操作マニュアル」、「Ｑ＆Ａ」、「ＦＸプライムについて」、 

「バージョン情報」を選択できます。 

 

※「レイアウト」メニューについて 「レイアウトの保存」では、PrimeNavigator取引画面で 

  作成したレイアウトを、ファイルとして任意の場所に保存することができます。 

 
「レイアウトの読み込み」では、任意の場所に保存したレイアウトファイルを 

 PrimeNavigator取引画面に読み込む（保存したレイアウトを再現する）ことができます。 

 

※「取引」メニューについて 「決済注文」の項目は、決済の対象ポジションが選択されていない 

  場合は「決済対象ポジション選択」と表示されます。 

 

５．取引画面の基本機能 
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メニューバー 
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ツールバー 

 

・新規注文： 新しくポジションを持つ場合に出す注文です。 

 

・決済注文： 保有するポジションの損益を確定する注文です。 

  

 決済の対象ポジションが選択されていない場合は 

「決済対象ポジション選択」と表示されます。 

 

・複数決済： 複数の保有ポジションをまとめて決済する注文方法です。 

 

 

 

 

ステータスバー 

 

各画面情報、および注文受付状況などを表示します。 

ツールバー／ステータスバー 
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５．取引画面の基本機能 
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ウィンドウタブ 

 

PrimeNavigator上に表示している各画面 

（レート、ポジション、注文状況、無効注文履歴、取引履歴、  

 口座情報、チャート）のうち、アクティブにする画面を 

 選択できます。 

 
 

 

ウィンドウタブを右クリックすることにより 

「最大化／元に戻す」「最小化／元に戻す」「タブを閉じる」 

「右側のタブを閉じる」を   選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

時計、レイアウト 

 

時計： 東京（ＴＫ）、ロンドン（ＬＮ）、ニューヨーク（ＮＹ）の 

    時計を表示することができます。 

 

レイアウト： 複数の画面レイアウトを作成し、レイアウトを 

       切り替えることができます。  

 

ウィンドウタブ  時計、レイアウト 

14 

５．取引画面の基本機能 
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メニューバーの「表示」をクリックします。 

 

 

 

「レート」を選択します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

詳細レートが表示されます。  

※簡易モードが選択されている場合は「詳細モード」をクリックしてください。  

 詳細モードに切り替わります。 

 

※「レート」画面に表示されるスワップポイント 

（「売SWAP」、「買SWAP」）は、前営業日から当営業日までの 

  スワップポイントの受け払い額です。 当日保有しているポジションを 

  繰り延べする際に発生するスワップポイントの受け払い額では 

  ありませんのでご注意ください。 

  ウィンドウタブを右クリックすることにより 

 「最大化／元に戻す」「最小化／元に戻す」「タブを閉じる」 

 「右側のタブを閉じる」を選択できます。 

 

 

 

詳細モードの表示 ６．レート表示 
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メニューバーの「表示」をクリックします。 

 

 

 

「レート」を選択します。 

 
 

 

 

 

詳細レートが表示されます。 

（簡易レートが表示される場合もございます） 

 

 

「簡易モード」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

簡易モードに切り替わります。 

 

 

簡易モードの表示 
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６．レート表示 
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メニューバーの「表示」をクリックします。 

 

「レート」を選択します。 

 

 

 

 

 

レート画面右上段の歯車ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レート表示設定」画面が表示されます。 

 

 

表示させたい通貨ペアを選択し「設定」をクリックします。 

 

 

表示される通貨ペアが変更されます。 

 

表示通貨ペアの設定 
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６．レート表示 
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新規注文は下記3つの方法で行えます。 
 

①ツールバーより「新規注文」をクリック 

 

②「レート」画面から新規注文を出したい 

  通貨ペアの行を選択してダブルクリック 

 

③チャート上で右クリックし表示されるメニューの 

 [新規注文]から、注文種類を選択 →チャート発注  

 の説明はこちら 

 

 

 

「新規注文画面」が表示されます。 

 

下記注文種類の中から発注します。  

 

［新規注文の種類］ 

・成行注文（自動成立） 

 

・指値注文 

 

・逆指値注文 

 

・イフダン注文 

 

 

新規注文 ７．新規注文 

18 

新規注文は、新しくポジションを持つ場合に出す注文です。 
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「注文種類」で「成行」を選択します。 

 

以下の項目を入力します。  
・通貨ペア（必須） 
・取引数量（必須） 
・決済逆指値（任意）  

※決済逆指値は、1～500pipsの範囲で設定して発注することが可能です。 

※決済逆指値は、現在のスプレッド幅よりも大きい値を設定の上、発注ください。 

 決済逆指値設定を現在のスプレッドの範囲内の値で注文すると、新規注文は 

 約定しますが、決済逆指値はエラーとなり、注文を受け付られません。 

 

上記項目を入力後、「売注文（成行自動）」「買注文（成行自動）」のいずれかを 

クリックします。 注文を取りやめる場合には「キャンセル」をクリックします。 

 

「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容を訂正または取消する場合には「キャンセル」をクリックします。  

※注文内容確認時の注意点 

・取引成立前には、プライスは表示されませんのでご注意ください。 

 

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、「注文確認」画面の表示が 

 省略されます。 「ワンクリック注文」の設定方法については、 

 操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「注文基本設定／ワンクリック注文」をご参照ください。 

 

注文が成立すると確認画面が表示されます。 

 

「OK」をクリックします。 

 

 

 

成行注文（自動成立） 

19 

７．新規注文 

売り/買いの指定をした後に、最新のレートで売買を行う注文方法です。  
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「注文種類」で「指値」を選択します。 

 

以下の項目を入力します。  

・通貨ペア 

・取引数量 

・指定値段 

・有効期限 

 

※指定値段入力時の注意点 

・「買注文」の場合、BIDレートよりも低いレートを入力してください。 

・「売注文」の場合、OFFERレートよりも高いレートを入力してください。 

 

上記項目を入力後、「売注文」「買注文」のいずれかをクリックします。 
注文を取りやめる場合には「キャンセル」をクリックします。 

 

 

 

「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容をまたは取消する場合には「キャンセル」をクリックします。  

 

※指値注文時の注意点 

・買注文はOFFERレートが指定レートに達した時点、 

 売注文はBIDレートが指定レートに達した時点で成立します。 

 

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、「注文確認」画面の表示が 

  省略されます。「ワンクリック注文」の設定方法については、 

  操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「注文基本設定／ワンクリック注文」をご参照ください。 

 

注文の受付が完了すると確認画面が表示されるので「OK」をクリックします。  

 

 

 

 

指値注文 

20 

７．新規注文 

売買するレートを指定し、指定値段まで「下がったら買う」、 

「上がったら売る」注文方法です。 
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「注文種類」で「逆指値」を選択します。 

 

以下の項目を入力します。  

・通貨ペア 

・取引数量 

・指定値段 

・有効期限 

 

上記項目を入力後、 

「売注文」「買注文」のいずれかをクリックします。 
注文を取りやめる場合は「キャンセル」をクリックします。  

※指定値段入力時の注意点 

・「買注文」の場合、OFFERレートよりも 

  高いレートを入力してください。 

・「売注文」の場合、BIDレートよりも 

  低いレートを入力してください。  

 

※決済逆指値は、現在のスプレッド幅よりも大きい値を 

 設定の上、発注ください。 決済逆指値設定を 

 現在のスプレッドの範囲内の値で注文すると、 

 新規注文は約定しますが、決済逆指値はエラーとなり、  

 注文を受け付られません。 

逆指値注文 

21 

７．新規注文 

指値注文とは逆に、指定値段まで「上がったら買う」「下がったら売る」注文方法です。 
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「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容を訂正または取消する場合には 

「キャンセル」をクリックします。  

 

※逆指値注文時の注意点 

 

・買注文はＯＦＦＥＲレートが指定レートに達した時点、 

 売注文はＢＩＤレートが指定レートに達した時点で成立します。  

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、 

 「注文確認」画面の表示が省略されます。 
「ワンクリック注文」の設定方法については、操作マニュアルの 

【アプリケーション設定】「注文基本設定／ワンクリック注文」を 

 ご参照ください。 

 

※逆指値注文は、スリッページ（お客様の指定レートよりも不利な 

 レートで約定すること）が発生しますので、ポジション管理には 

 十分ご注意ください。 

 

注文の受付が完了すると確認画面が 

表示されるので「OK」をクリックします。 

逆指値注文 

22 

７．新規注文 
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上記で入力した新規注文が成立した場合に有効となる決済注文の 

内容を、「決済」の各項目に入力します。  

・注文種別 

・指値 
（「指値」もしくは「逆指値」を入力します。 

 「注文種別」で「OCO」を選択した場合は両方を入力します。） 

 

 

新規注文および決済注文を入力後、「注文」をクリックします。 

注文を取りやめる場合は「キャンセル」をクリックします。 

 

新規注文とその対となる決済注文を同時に出す注文方法です。 

 

「注文種類」で「イフダン」を選択します。  

 

通貨ペアを選択します。 

 

新規注文の内容を「新規」の各項目に入力します。  

・売／買区分 

・取引数量 

・指値／逆指値区分 

・指定値段 

・有効期限 

 

イフダン注文 

23 

７．新規注文 
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「注文確認」画面が表示されます。 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容を訂正または取消する場合には「キャンセル」をクリックします。 

 

注文の受付が完了すると確認画面が表示されるので、 

「OK」をクリックします。  

  

※イフダン注文を入力する場合の注意点 

・新規注文と決済注文の値幅を3銭（ポイント）以上 

 離して入力してください。 

 

※指値注文の指定値段入力時の注意点 

・「買注文」の場合、BIDレートより低いレートを入力してください。 

・「売注文」の場合、OFFERレートより高いレートを入力してください。 

 

※逆指値注文の指定値段入力時の注意点 

・「買注文」の場合、OFFERレートより高いレートを入力してください。 

・「売注文」の場合、BIDレートより低いレートを入力してください。  

 

 

※逆指値注文の指定値段入力時の注意点 

・指値or逆指値（新規注文） ＋ 指値（決済注文） 
 成立した新規注文に対して有効になる、利食いの指値注文を予め出す方法 

 

・指値or逆指値（新規注文） ＋ 逆指値（決済注文） 
 成立した新規注文に対して有効になる、損切りの逆指値注文を予め出す方法 

 

・指値or逆指値（新規注文） ＋ OCO（決済注文） 
 成立した新規注文に対して有効になる、 

 利食いの指値注文と損切りの逆指値注文を予め出す方法 

 

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、 

 「注文確認」画面の表示が省略されます。 
 「ワンクリック注文」の設定方法については、操作マニュアルの 

 【アプリケーション設定】「注文基本設定／ワンクリック注文」 

  をご参照ください。 

イフダン注文 
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７．新規注文 
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簡易モードからの新規注文 

25 

「レート」画面の簡易モードからの新規注文方法です。 

 

レート画面の「簡易モード」をクリックします。 

 

 

 

 

レートの簡易モードが表示されます。 

 

注文したい通貨の欄をクリックします。 
売注文の場合は「BID」、買注文の場合は「OFFER」のレート欄を
クリックします。  

 

※“左”クリックからは「成行（自動成立）」注文のみ行うことが 

 できます。 

※その他の種類の注文をする場合は、レート上で“右”クリックし、 

 表示されるメニューの中から該当する注文の種類を選択します。 

 

 

 

※その他の種類の注文をする場合は、レート上で“右”クリックし、 

 表示されるメニューの中から該当する注文の種類を選択します。 

 

７．新規注文 
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新規注文 

26 

「以下は、簡易モードのレート欄で“左”クリックを 

   した時の「成行（自動成立）」の注文方法です。 

 

下記項目を入力します。  

取引数量 

※「通貨ペア」は自動的に指定されます。 

 

上記項目を入力後、 

「売注文」もしくは「買注文」をクリックします。 
注文を取りやめる場合には「キャンセル」をクリックします。 

 

「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容を訂正または取消する場合には 

「キャンセル」をクリックします。 

  

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、 

 「注文確認」画面の表示が省略されます。 
「ワンクリック注文」の設定方法については、操作マニュアルの
【アプリケーション設定】「注文基本設定／ワンクリック注文」
をご参照ください。 

 

注文が成立すると確認画面が表示されるので「OK」を 

クリックします。  

 

 

 

 

 

 

７．新規注文 
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決済注文 
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「ポジション」画面が表示されていない場合は、メニューバーの「表示」を 

 クリックし、「ポジション」を選択します。  

  

 決済注文は、保有するポジションの損益を確定する注文です。 
 下記の2つの方法で行えます。 
・「ポジション」画面より決済注文 
・チャート上のポジションライン・ボックスからの決済注文 
→チャート発注はこちら 

 

 

「ポジション」画面において、決済するポジションの「決済」欄にチェックを入れます。 

 

 

ツールバーの「決済注文」をクリックします。  

※決済するポジションにカーソルを合わせ、ダブルクリックや右クリックで 

 発注することもできます。 

 

チェックを入れた後、「取引可能数量」欄をダブルクリックすると、 

決済注文の取引数量を変更することができます。 

 

 

 

「決済注文画面」が表示されます。 

下記注文種類の中から発注します。  

［決済注文の種類］ 

・成行注文（自動成立） 

・指値注文 

・逆指値注文 

・OCO注文 

 

 

 

  

 

８．決済注文 
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成行注文（自動成立） 

28 

 

 

 

「注文種類」で「成行」を選択します。 

 

取引数量を入力します。 

 

保有するポジションに対して反対の売買を行います。 
売りポジションでは「買注文（成行自動）」を、 

買いポジションでは「売注文（成行自動）」をクリックします。 
注文を取りやめる場合は「キャンセル」をクリックします。 

 

 

 

「注文確認」画面が表示されます。 

 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 

注文内容を訂正または取消する場合には「キャンセル」をクリックします。  

 

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、「注文確認」画面の表示が
省略されます。 

 「ワンクリック注文」の設定方法については、 

  操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「注文基本設定／ワンクリック注文」をご参照ください。 

 

 

 

 

８．決済注文 

最新のレートで自動的に売買を行う注文方法です。 
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指値注文 

29 

 

 

 

 

「注文種類」で「指値」を選択します。 

 

以下の項目を入力します。  

・取引数量 

・指定値段 

・有効期限 

・「買注文」の場合、BIDレートよりも低いレートを入力してください。 

・「売注文」の場合、OFFERレートよりも高いレートを入力してください。 

 

上記項目を入力後、保有するポジションに対して反対の売買を行います。 

売りポジションで「買注文」、買いポジションは「売注文」をクリックします。 

注文を取りやめる場合は「キャンセル」をクリックします。 

 

「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容を訂正または取消する場合には「キャンセル」をクリックします。  

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、「注文確認」画面の表示が省略   

 されます。 

 「ワンクリック注文」の設定方法については、 

  操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「注文基本設定／ワンクリック注文」をご参照ください。 

 

注文の受付が完了すると確認画面が表示されるので「OK」をクリックします。  

 

 

 

 

８．決済注文 

売買するレートを指定し、指定値段まで「下がったら買う」、 

「上がったら売る」注文方法です。  
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逆指値注文 

30 

 

 

 

「注文種類」で「逆指値」を選択します。 

 

以下の項目を入力します。  

・取引数量 

・指定値段 

・有効期限 

・「買注文」の場合、OFFERレートより高いレートを入力してください。 

・「売注文」の場合、BIDレートより低いレートを入力してください。 

 

上記項目を入力後、保有するポジションに対して反対の売買を行います。
売りポジションでは「買注文」を、買いポジションでは「売注文」をク
リックします。注文をやめる場合は「キャンセル」をクリックします。 

 

「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 
注文内容を訂正または取消する場合には「キャンセル」をクリックします。  

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、 

 「注文確認」画面の表示が省略されます。 

 「ワンクリック注文」の設定方法については、 

  操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「注文基本設定／ワンクリック注文」をご参照ください。 

 

 

 

注文の受付が完了すると確認画面が表示されるので 

「OK」をクリックします。  

 

 

 

 

 

８．決済注文 

指値注文とは逆に、指定値段まで「上がったら買う」、 

「下がったら売る」注文方法です。 
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ＯＣＯ注文 

31 

 

 

 

「注文種類」で「OCO」を選択します。 

 

以下の項目を入力します。  

・取引数量 

・指値 

・逆指値 

・有効期限 

・指値注文逆指値注文の値幅を3銭（ポイント）以上 

 離して入力してください。 

 

上記項目を入力後、保有するポジションに対して反対の売買を行います。 

売りポジションは「買注文」、買いポジションは「売注文」をクリック
します。 
注文を取りやめる場合には「キャンセル」をクリックします。 

 

 「注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。 

 
注文内容を訂正または取消する場合には「キャンセル」をクリックしま
す。  

※「ワンクリック注文」機能を有効にすると、 

   「注文確認」画面の表示が省略されます。 

 「ワンクリック注文」の設定方法については、 

  操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「注文基本設定／ワンクリック注文」をご参照ください。 

 

注文の受付が完了すると確認画面が表示されるので 

「OK」をクリックします。  

 

 

 

 

８．決済注文 

指値注文と逆指値注文を同時に出す注文方法です。 

一方の注文が成立すると、もう一方の注文は自動的に取り消されます。 
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複数決済注文 

32 

 

 

ツールバーの「複数決済」をクリックします。 

 

「複数決済注文」画面が表示されます。 

 

決済する複数のポジションの「決済」欄にチェックを入れます。 

 

「確認画面へ」をクリックします。 

 

「複数決済注文の確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「実行」をクリックします。 

注文を取りやめる場合は「キャンセル」をクリックします。  

※複数決済注文時の注意点 

・本注文は、選択したポジションに対して既に発注済みの決済注文を 

 自動的に取り消した後、実勢レートに合わせて順次執行しますので、 

 決済注文の約定レートはポジション毎に異なる場合があります。 

・本注文において、合計で500万通貨を越える場合、または取引件数が50件を 

 超える場合は、複数決済を受付けることができませんので、合計額が 

 500万通貨以下、または件数合計が50件以下になるようにご選択ください。 

 なお、選択したポジションに既に決済注文が発注されている場合、 

 その注文の取消は、取引件数1件とカウントされます。  

・本注文は、選択したポジションに対して既に発注済みの決済注文を自動的に 

 取り消した後、実勢レートに合わせて順次執行する注文方式です。値動き次第 

 では、発注済み決済注文（指値、逆指値注文）が先に約定する場合があります。  

・相場急変時には一部あるいはすべての注文が執行されない可能性がありますので、  

 複数決済注文実行後、「取引履歴」画面にて約定内容を必ずご確認ください。 

・保有するポジションに対して一部のみ既に決済注文が発注されている場合、 

 例えば、10万米ドルの買いポジションに対して3万米ドルのみ既に決済注文が 

 発注されている場合、複数決済注文を利用すると発注済みの決済注文がすべて取  

 り消され、保有する10万米ドルすべてが決済対象となりますのでご注意ください。 

 

 

 

８．決済注文 

複数の保有ポジションをまとめて決済する注文方法です。 



『選べる外貨 リッチクライアント版Prime Navigator 』操作マニュアル 
COPYRIGHT© FX PRIME by GMO Corporation.ALL RIGHTS RESERVED. 目次へ 

複数決済注文 

33 

実行前の最終確認画面が表示されます。 

 

「はい」をクリックします。 

 

複数決済注文が完了すると完了通知画面が表示されます。 

 

「OK」をクリックします。  

 

 

 

８．決済注文 
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「ポジション」画面で、決済する複数のポジションの「決済」欄にチェックを入れます。 

 

ツールバーの「決済注文」をクリックします。 
または、「ポジション」画面上でチェックを入れたいずれかのポジションにカーソルを合わせ、
ダブルクリック、もしくは“右”クリックで表示されるメニューから「決済注文」を選択します。 

 

「決済注文確認」画面が表示されます。 

 

注文内容が正しければ「注文」をクリックします。注文を取りやめる場合は「キャンセル」を
クリックします。 

 

複数決済注文が完了すると「決済注文確認」画面が表示されます。 

 

「確認」をクリックします。  

※成立した注文は「取引履歴」画面でご確認ください。 

 

 ※複数決済注文時の注意点 

・本注文は、選択したポジションに対して既に発注済みの決済注文を自動的に取り消した後、  

 実勢レートに合わせて順次執行しますので、 

 決済注文の約定レートはポジション毎に異なる場合があります。 

・本注文において、合計で500万通貨を越える場合、または取引件数が50件を超える場合は、  

 複数決済を受付けることができませんので、合計額が500万通貨以下、または件数合計が 

 50件以下になるようにご選択ください。なお、選択したポジションに既に決済注文が 

 発注されている場合、その注文の取消は、取引件数1件とカウントされます。 

・本注文は、選択したポジションに対して既に発注済みの決済注文を自動的に取り消した後、  

 実勢レートに合わせて順次執行する注文方式ですが、 

 値動き次第では、発注済み決済注文（指値、逆指値注文）、が先に約定する場合があります。 

・相場急変時には一部あるいはすべての注文が執行されない可能性がありますので、 

 複数決済注文実行後、「取引履歴」画面にて約定内容を必ずご確認ください。 

 保有するポジションに対して一部のみ既に決済注文が発注されている場合、 

 例えば、10万米ドルの買いポジションに対して3万米ドルのみ既に決済注文が 

 発注されている場合、複数決済注文を利用すると発注済みの決済注文がすべて取り消され、  

 保有する10万米ドルすべてが決済対象となりますのでご注意ください。 

 

 

 

８．決済注文 

ポジション画面から複数の保有ポジションをまとめて決済する注文方法です。 
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現在有効な注文の内容を確認できます。 

メニューバーの「表示」をクリックし「注文状況」
を選択すると「注文状況」画面が表示されます。 
 
 
新規注文・項目説明 
 
・注文番号： 
 注文番号を表示します。 
 
・通貨ペア： 
 通貨ペアを表示します。 
 
・売買： 
 売買区分を表示します。 
 
・取引額： 
 取引額（万単位）を表示します。 
 
・注文種類： 
 注文種類を表示します。 
 
・指定値段： 
 指値もしくは逆指値のレートを表示します。 
 
・有効期限： 
 有効期限を表示します。 
 
・取引保証金： 
 必要な取引保証金を表示します。 
 
・受注日時： 
 注文を受付けた日時を表示します。 
 
・決済指値： 
 イフダン注文時の、決済注文の指値のレート   
 を表示します。 
 
・決済逆指値： 
 イフダン注文時の、決済注文の逆指値のレート 
 を表示します。 

 

 

９．注文状況 
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決済注文・項目説明 

 

・注文番号： 
 注文番号を表示します。 

 

・通貨ペア： 
 通貨ペアを表示します。 

 

・売買： 
 売買区分を表示します。 

 

・取引額： 
 取引額（万単位）を表示します。 

 

・注文種類： 
 注文種類を表示します。 

 

９．注文状況 

・指値： 
 指値のレートを表示します。 

 

・逆指値： 
 逆指値のレートを表示します。 

 

・有効期限： 
 有効期限を表示します。 

 

・受注日時： 

 注文を受付けた日時を表示します。 

 

・ポジション№： 
 ポジション№を表示します。 

 

・成立値段： 
 ポジションの成立値段を表示します。 
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「注文状況」画面で訂正したい注文の行をダブルクリックすると
「注文訂正」画面が表示されます。  

※「注文状況」画面で訂正したい注文をクリック後、 

  右クリックで「注文訂正」を選択。もしくは、注文を 

  クリック後、「注文状況」画面右上の「注文訂正」を 

  クリックすることで、訂正画面を表示させることができます。 

 

訂正可能項目と内容は以下のとおりです。 

取引数量：取引数量を訂正できます。 

注文種類：成行注文へのみ訂正できます。 
（指値→逆指値へ、などの訂正はできません） 

指定値段：指定値段を訂正できます。 

有効期限：有効期限を訂正できます。 

※イフダン・イフダン・ＯＣＯは、決済指値と決済逆指値の 

 値段も訂正できます。 

 

 

注文を訂正後、「訂正」をクリックすると、「注文訂正確認」 

画面が表示され、内容が正しければ「訂正」をクリックします。 

また、「キャンセル」をクリックすると訂正をキャンセルします。 

 

 

 

 

 

 

 

新規注文の訂正方法 

37 

９．注文状況 
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「注文状況」画面で訂正したい注文の行をダブルクリック 

すると「注文訂正」画面が表示されます。  

※「注文状況」画面で訂正したい注文をクリック後、 

 右クリックで「注文訂正」を選択。もしくは、注文を 

 クリック後、「注文状況」画面右上の「注文訂正」を 

 クリックすることで、画面を表示させることができます。 

 

 

訂正可能項目と内容は以下のとおりです。 

取引数量：取引数量を訂正できます。 

注文種類：成行注文へのみ訂正できます。 
（指値→逆指値へ、などの訂正はできません） 

指定値段：指定値段を訂正できます。 

有効期限：有効期限を訂正できます。 

※イフダン・イフダン・ＯＣＯは、 

 決済指値と決済逆指値の値段も訂正できます。 

 

 

注文を訂正後、「訂正」をクリックすると、「注文訂正確認」
画面が表示され、訂正内容が正しければ「訂正」をクリックし
ます。 

また、「キャンセル」をクリックすると注文訂正をキャンセル
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．注文状況 
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 取消する注文を選択して「注文取消」をクリックします。  

※もしくは、「注文状況」画面で取消したい注文をクリック後、  

 右クリックで「注文取消」を選択。 

 取消する注文を選択して「注文取消」をクリックします。  

 

※もしくは、「注文状況」画面で取消したい注文をクリック後、  

 右クリックで「注文取消」を選択。 

 

 

 

 

「注文取消確認」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取消内容が正しければ「取消」をクリックします。 
注文の取消を取りやめる場合には「キャンセル」を 

クリックします。 

 

 

９．注文状況 
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現在のポジション状況を確認できます。 

 

メニューバーの「表示」をクリックし、「ポジション」を選択します。 

 

「ポジション」画面が表示されます。 

 

項目名の上で右クリックし、チェックを外すことで表示項目を絞り込むことができます。 

１0．ポジション 

ポジションの項目説明 

ポジション№ ポジション№が表示されます。  現在値 通貨ペアの現在のレートが表示されます。 

通貨ペア 通貨ペアが表示されます。  為替損益 為替損益が表示されます。 

売買 売買区分が表示されます。  スワップ 前日までのスワップの合計が表示されます。 

決済 ポジションを決済する際にチェックを入れます。  
円換算 

レート 

対円以外の通貨ペアの場合、「為替損益」および「スワップ」
の円換算レートが表示されます。 

取引可能数量 
「取引数量」から決済注文中の取引数量を引いた値が 

表示されます。  
円換算損益 円換算した為替損益とスワップの合計が表示されます。 

取引数量 取引数量が表示されます。  損益率 損益率が表示されます。 

成立値段 成立値段が表示されます。  新規手数料 手数料が発生する取引に関しては新規手数料が表示されます。 

取引保証金 使用中の保証金額が表示されます。  決済手数料 手数料が発生する取引に関しては決済手数料が表示されます。 

成立日時 注文が成立した日時が表示されます。  
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それぞれのポジションにカーソルを合わせて 

右クリックすると追加メニューが表示されます。  

 

・ポジション詳細 

 

・決済注文 （「決済注文」は「決済」欄に 

 チェックを入れたポジションを決済します。） 

 

 

 

 

「ポジション」画面上で右クリックのメニュー 

 から「ポジション詳細」を選択すると、 

「ポジション詳細」画面が表示され、 

 詳細をご確認いただけます。 

１0．ポジション 
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決済するポジションの「決済」欄にチェックを 

入れます。 

 

ツールバーの「決済注文」をクリックします。 

または、右クリックのメニューから 

「決済注文」を選択します。  

※チェックを入れた後、「取引可能数量」欄を 

 ダブルクリックすると、決済注文の取引数量を  

 変更することができます。 

 

※上記注文の他、決済するポジションにカーソルを合
わせ、ダブルクリックするだけで「決済注文」画面を
表示することもできます。 

 

 

「決済注文」画面が表示されます。  

※「決済注文」画面の操作方法は、操作マニュアルの
【決済注文】「決済注文」をご参照ください。 

 

１0．ポジション 

「ポジション」画面より決済注文を出すことができます。 
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メニューバーの「表示」をクリックします。 

 

 

「口座情報」を選択します。 
 

１１．照会 

現在のポジション状況を確認できます。 
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・維持率： 「純資産」÷「使用中保証金」×100を表示します。 

 

・使用可能保証金：「時価評価総額」から「使用中保証金」を控除した額を 

             表示します。この「使用可能保証金」は、 

          新規注文を行う際の    保証金として利用できます。 

           

・時価評価総額：「取引口座残高（￥）」と「損益（￥）」を 

         合計した現時点における時価評価総額を表示します。 
 

・取引口座残高：現在の口座残高を表示します。 

 

・評価損益：現在のレートで評価したポジションの評価額を表示します。 

      評価損益はスワップ損益も含まれます。 

 

・未払手数料：新規ポジションを持った際に発生した手数料を 表示します。 

       決済時に決済手数料と合わせて取引口座から引き落とします。 

 

１１．照会 

口座情報の項目説明 
 

・出金可能額：  

「取引口座残高」－「使用中保証金」－「出金依頼額」を表示します。 
 

・出金依頼額：現在出金依頼中の金額を表示します。 
 

・使用中保証金： 

 保有ポジションと未約定の新規注文の保証金の合計額を表示します。 
  
 保証金について 

 個人のお客様は4%を乗じた金額が必要です。 

 法人のお客様は金融先物取引業協会が定めた「必要保証金率」を 
 乗じた金額が必要です。 

 

※強制決済対象のお客様はニューヨーククローズ時の口座残高を 

 表示する事が可能です。 
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メニューバーの「表示」をクリックします。 

 

 

「取引履歴」を選択します。 

 

 

「取引履歴」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

「自動更新」にチェックを入れると、 

 取引履歴がリアルタイムに反映・表示されます。 

 

「通貨ペア」と「取引区分」で検索ができます。 

 

「自動更新」のチェックを外すと、「期間」でも
検索できます。 

一度に表示できる取引履歴は50件までです。 

 

１１．照会 

成立した注文の履歴を確認できます。 
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メニューバーの「表示」をクリックします。 

 

「無効注文履歴」を選択します。 

 

「無効注文履歴」画面が表示されます。 

 

※無効注文とは下記の注文を指します。 
 

 ・有効期限が過ぎた注文 

 ・訂正された注文 

 ・取消された注文 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通貨ペア」と「期間」で検索できます。 
 一度に表示できる注文は20件までです。 

１１．照会 

無効になった注文の履歴を確認できます。 
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メニューバーの「マーケット情報」を 

クリックします。 

 

 

「マーケット情報」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラウザが立ち上がり、マーケット情報ページが 

表示されます。 

 

１2．マーケット情報 
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メニューバーの「マーケット情報」をクリックし、 

「ニュースヘッドライン」を選択します。 

 

「ニュースヘッドライン」画面が表示されます。  

 配信されるニュースは下記コンテンツです。 

・GlobalInfo24 

・MaketWin24 

 

詳細を表示したいニュース（行）を 

ダブルクリックします。 

 

 

ニュース画面でニュース詳細が表示されます。 

 

 

 

１2．マーケット情報 

リアルタイムのニュースヘッドラインを表示 

することができます。 
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メニューバーの「入金」をクリックし 

「ネット入金24」を選択します。  

 

金融機関を選択し、入金額を入力します。 

 

「ネット入金」をクリックすると、ブラウザリンクで 

選択した提携銀行のページに遷移します。 

 

対応金融機関は下記の10行から選択できます。  

・みずほ銀行 

・三井住友銀行 

・三菱東京ＵＦＪ銀行 

・りそな銀行 

・埼玉りそな銀行 

・イーバンク銀行 

・ジャパンネット銀行 

・住信ＳＢＩネット銀行 

・セブン銀行 

・ゆうちょ銀行 

 

振込手続完了後は、必ずPrimeNavigatorの画面に戻ってください。 

 

 

 

 

１３．ネット入金２４ 

・振込手続完了時の注意事項 
※入金手続きを完了するには、必ずPrimeNavigatorに戻
る必要があります。画面内に表示される「ショップ・
加盟店サイトへ戻る」「ログアウト」「加盟店に通
知」等のボタンを押して手続きを終了してください。 
正しく完了しない場合、振込額が即時に反映されない
場合があります。 

 
・振込名義人について 
ご本人名義以外の名義 （ご家族・ご友人など）による 
入金は受付できません。お手続きの際は、必ずご本人
様名義口座よりお振替ください。 
当社での登録名義と異なる名義でご入金をされた場合
は、ご入金は反映されず、振込元の金融機関において、
お客様ご自身による「組戻し」手続きが必要です。 
組戻しにおける手数料はお客様負担となります。 
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チャートの表示方法 
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メニューバーの「チャート」をクリックします。 

 

 

「通貨ペア」を選択します。 

 

 

チャートを表示したい通貨ペアを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択した通貨ペアのチャートが表示されます。 

１4．チャート 
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チャートの操作方法 
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チャートに表示する通貨ペアを選択できます。 

 

 

 

 

 

チャートの種類を下記から選択できます。  

•ローソク足 

•バーチャート 

•ライン 

•新値足 

•P＆F 

•カギ足 

 

 

足の期間を下記から選択できます。  

•ティック 

•１分足 

•５分足 

•１０分足 

•１５分足 

•３０分足 

•１時間足 

•２時間足 

•４時間足 

•８時間足 

•日足 

•週足 

•月足 

１4．チャート 
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チャートの操作方法 
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テクニカル分析を下記から選択できます。  

•移動平均線 

•一目均衡表 

•ボリンジャーバンド 

•パラボリック 

•エンベローブ 

•スーパーボリンジャー 

•スパンモデル 

•モメンタム 

•ＲＳＩ 

•ストキャスティクス 

•サイコロジカル 

•ＲＣＩ 

•ＭＡＣＤ 

•％Ｒオシレーター 

 

 

 

チャートの表示期間を指定できます。 

１4．チャート 
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チャートの操作方法 
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スクロールバー両端の三角形をクリック、または 

スライダを左右に動かすことで、チャートの表示を
スライドさせることができます。 

 

 

プラスとマイナスのアイコンをクリック、または、
ズームスライダを左右に動かすことで、チャートの
ズーム比率を変えることができます。 

 

 

チャート上で右クリックし、表示されるメニューの
中から、描画ツールをクリックすることで、 

チャートの左側に描画ツールが開き、 

以下の機能を使用できます。 

 

１4．チャート 

ズームスライダ 



『選べる外貨 リッチクライアント版Prime Navigator 』操作マニュアル 
COPYRIGHT© FX PRIME by GMO Corporation.ALL RIGHTS RESERVED. 目次へ 

７.クリア 
 
 
８.水平線 
 
９.サークル 
 
１０.フィボナッチ 
 
 
１１.サイクル 
 
１２.カラーパレット 

１.エレメント 
  選択 
 
２.ライン 
 
３.平行線 
 
４.矢印 
 
 
５.ラベル 
 
６アンドゥ 

チャートの操作方法 
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1. エレメント選択：チャート上に描画したライン等（エレメント）を選択することができます。 

2. ライン：チャート上にラインを描画することができます。 

3. 平行線：チャート上に既に描画されているラインをコピーし、移動することができます。 

4. 矢印：チャート上に矢印を描画することができます。 

5. ラベル：チャート上に文字や数字を描画することができます。 

6. アンドゥ：エレメントウィンドウを使用して行った直前の操作を取消すことができます。 

7. クリア：エレメントウィンドウを使用してチャート上に描画したエレメントを全て消去することができます。 

8. 水平線：チャート上に水平線を描画することができます。 

9. サークル：チャート上にサークル（円形）を描画することができます。 

10.フィボナッチ：チャート上にフィボナッチを描画することができます。 

11.サイクル：チャート上に垂直なラインを等間隔に描画することができます。 

12.カラーパレット：エレメントウィンドウを使用してチャート上に描画するエレメントの色を変更することができます。 

１4．チャート 
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６.十字カーソル 
 
 
７.データウインドウ 
 
８.期間指定 
 
９.ズームイン 
 
１０.チャート設定の 
   読込／保存 
 
１１.注文ライン・ 
   ポジションラインの 
   表示／非表示 

１.フリースクロール 
 
２.ライン 
 
３.平行線 
 
４.矢印 
 
 
５.ラベル 

チャートの操作方法 
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1. フリースクロール：チャート上でクリックしたままマウスを動かすと、          
チャートの領域を好きな方向に動かすことができます。 

2. グリッド表示：チャート上にグリッドラインを表示します。 

3. ズームアンドゥ：ズームアウト、ズームインもしくはズームスライダで変更したチャートのズーム比率を元に戻します。 

4. ズームアウト：チャートのズーム比率を下げることができます。 

5. 印刷：チャートを印刷できます。 

6. 十字カーソル：チャート上に十字線を表示します。 

7. データウィンドウ：チャートの右側に、カーソルを当てたローソク足の四本値（始値・高値・安値・終値）を表示します。 

8. 期間指定：チャート上の一部期間を拡大することができます。 

9. ズームイン：チャートのズーム比率を上げることができます。 

10.チャート設定の読込/保存：チャート設定の読込・保存ができます。 

11.チャート上の注文/ポジションラインの表示・非表示ができます。 

１4．チャート 



『選べる外貨 リッチクライアント版Prime Navigator 』操作マニュアル 
COPYRIGHT© FX PRIME by GMO Corporation.ALL RIGHTS RESERVED. 目次へ 

チャート上で右クリックしていただき、「分析ツール設定」から 
表示しているテクニカル分析の売買シグナル設定ができます。 
（Ｐ＆Ｆはチャートの足の種類を同テクニカルに変更後、 
「分析ツール設定」から売買シグナルの設定ができます。） 
なお、下記テクニカル分析は 
売買シグナルを表示することができません。  
  
 ・エンベロープ 
 ・スーパーボリンジャー 
 ・スパンモデル 
 ・サイコロジカル 
 ・ＲＣＩ 
 
「分析ツール設定」画面で表示させたい売買シグナルに 
 チェックを入れると、チャート上にチェックを入れた 
 売買シグナルが表示されます。 
（初期設定では「移動平均線」の「位置」のみに 
    チェックが入っています。） 

売買シグナル 

56 

売買シグナルの種類 
 
・移動平均線      ・一目均衡表      ・ボリンジャーバンド   ・パラボリック    ・モメンタム 
 位置        好転逆転          第一支持、抵抗        クロス         ゼロライン 
 クロス       雲             第二支持、抵抗 
 支持抵抗      遅行スパン 
 
・RSI       ・ストキャスティクス  ・MACD          ・％Rオシレーター   ・P＆F  
 位置          位置            クロス           位置           ダブル 
             ％K、％D           クロス（ゼロ）       ガーベージ             信号型 
                                                        トリプル 

１4．チャート 
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チャート上のシグナル矢印は、 
買いシグナルの場合は赤色の上矢印、 
売りシグナルの場合は青色の下矢印で表示されます。 
（シグナル矢印発生直後は、 
 赤色もしくは青色の「！」マークが表示されます。）  
 
※一部、PrimeNavigatorのチャートでは 
 ご利用いただけないシグナルがあります。 

売買シグナル 

57 

●シグナルに関するご注意 
※本シグナルは、当社が信頼できると判断した資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、 
 その正確性および完全性、将来の状況や条件等を保証するものではありません。 
※本シグナルは情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 
 売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 
 万一、お客様が本シグナルの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに 
 情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 
※本シグナルの無断複写、転載などを禁じます。またお客様は、本シグナルに含まれる情報をお客様自身の 
 ためにご利用するものとし、第三者への情報提供や再配信を行うこと、またこれらを目的とした複写や 
 加工などを禁じます。 
※本シグナルのデータは、システムメンテナンス時など、データが更新されない時間がありますので、 
 あらかじめご了承ください。 

１4．チャート 
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メニューバーの「チャート」をクリックします。 
 
「チャート設定」を選択します。 
 
「チャート設定」画面が表示されます。 

チャート設定 

58 

「基本設定」をクリックします。 
「基本設定」では下記の項目を設定できます。  
 
・カラーセット： 
 チャートの背景、ローソク足、グリッド線、 
 文字の色について、基本となるカラーセットを 
 指定できます。 
 
・背景： 
 チャートの背景色を指定できます。 
 マウスカーソル位置の四本値： 
 チャート画面左下にマウスカーソル位置の 
 四本値を表示できます。 
 
・最新四本値情報： 
 最新のローソク足の四本値情報 
 （始値・高値・安値・終値）を表示する位置を 
 指定できます。 
 
・サブチャート情報： 
 サブチャートに表示しているテクニカル名を 
 表示することができ、文字の色も変更する 
 ことができます。 

１4．チャート 
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チャート設定 
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「グリッド設定」をクリックします。 
「グリッド設定」では下記の項目を設定できます。  
・グリッド線：グリッド線の種類を指定できます。 
・グリッド：グリッド線の色を指定できます。 

１4．チャート 



『選べる外貨 リッチクライアント版Prime Navigator 』操作マニュアル 
COPYRIGHT© FX PRIME by GMO Corporation.ALL RIGHTS RESERVED. 目次へ 

チャート設定 
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「ローソク足」をクリックします。 
「ローソク足」では下記の項目を設定できます。 
  
・陽線（中塗り）： 
 陽線の中塗りの色を指定できます。 
 
・陰線（中塗り）： 
 陰線の中塗りの色を指定できます。 
 
・陽線（囲み）： 
 陽線の囲みの色を指定できます。 
 
・陰線（囲み）： 
 陰線の囲みの色を指定できます。 
 
・ヒゲ： 
 ヒゲの色を指定できます。 
 
・太さ： 
 ローソク足の太さを指定できます。 
 
・ピークボトム表示： 
「ピークボトム表示」にチェックを入れると 
 ピークボトムがチャート上に表示されます。 
 
※ピークボトム表示にチェックを 
 入れることにより、チャート上に 
 高値・安値のレートを表示できます。 

１4．チャート 
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チャート設定 
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「ライン」をクリックします。 
「ライン」では下記の項目を設定できます。 
  
・ラインチャート：ラインチャートのライン色を指定できます。 
 
・下側を塗りつぶす：ラインチャートのラインより下側の領域を、 
          ライン色で塗りつぶすかどうか設定できます。 
 
・グラデーション：ラインチャートのラインより下側の領域を、 
         ライン色で塗りつぶした際に、グラデーションで表示するかどうか設定できます。 

１4．チャート 
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チャート設定 
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「注文ライン設定」をクリックします。 
「注文ライン設定」では下記の項目を設定できます。 
 
・注文ライン 
・ポジションライン 
 
※現在値ラインにつきましては色・ラインともに  
 設定いただけません。何卒ご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
※カラーの選択方法 
 チャート設定において、各種色の指定は 
「カラーの選択」画面より行います。 
 
 下記の方法で色を指定することができます。 
 
・「基本的なカラー」： 
  既定色から色を選択することができます。 
 
・「カスタムカラー」： 
  右上のカラーウィンドウからマウスで指定、 
  もしくは、色相、彩度、明度、赤、緑、青の値を 
  調整することで色を指定できます。 
  また、指定した色をカスタムカラーとして 
  登録することができます。  

１4．チャート 
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チャート設定 
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「表示本数設定」をクリックします。 
「表示本数設定」では 下記の項目を設定できます。 
 
・チャート表示本数： 
 チャートに表示させるローソク足の本数を設定できます。 
 
※設定本数が多い場合、チャートが表示されるまでに時間がかかる場合があります。 
※無制限は、日足チャートのみに提供されます。 
（無制限に設定し日足以外を表示した場合、４０００本表示となります） 
 
 
 

１4．チャート 
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アプリケーション設定画面の起動 
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PrimeNavigatorの各種設定を行うため、 

「アプリケーション設定」画面を起動します。 

 

 

メニューバーの「ファイル」をクリックし、 

「設定」を選択します。 

 

「アプリケーション設定」画面が表示されます。 

 

本画面では、下記項目の設定をすることができます。  

 

基本設計 
・注文基本設定 
・注文画面設定 
・リミットマインダー 
・サウンド設定 

 

表示設定 
・色とフォント 
・メッセージ確認表示 
・時計表示 
・ニュース・ティッカー 

 

ネットワーク 
・ネットワーク設定 

 

 

 

１５．アプリケーション設定 
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注文基本設定 
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「アプリケーション設定」画面において、「基本設定」の「注文基本設定」を選択します。 
 

「基本通貨ペア」のボックスをクリックし、任意の通貨ペアを選択します。 
 

「OK」をクリックすると、本設定が有効となります。 

 

 

 

 

 

 

１５．アプリケーション設定 

基本通貨ペアの設定例 
 

「詳細設定」をクリックすると、新規注文画面で初期に選択される 

「取引数量」「有効期限」「決済逆指値」の設定を通貨ペアごとに登録できます。 

 

「基本通貨ペア」で設定した通貨ペア（例ではユーロ／円）が自動的に選択された状態
で、「新規注文」画面が表示されます。 

 
 

ツールバーの「新規注文」をクリックして立ち上げる「新規注文」画面において、 

                 初期に選択される通貨ペアを設定することができます。 
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ワンクリック注文 
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PrimeNavigator では、発注時の注文確認画面を省
略する｢ワンクリック注文｣機能を搭載しています。 
本機能を有効にすることで、お客様はより少ない
手順で素早く発注をすることができます。 

 

 

「アプリケーション設定」画面において、 

「基本設定」の「注文基本設定」を選択します。 

 

「ワンクリック注文を有効にする」に 

 チェックを入れます。 

 

｢ワンクリック注文｣に関する注意事項が 

表示されます。 
 内容を確認の上、「同意する」をクリックします。 

 

「OK」をクリックすると、「ワンクリック注文」
機能が有効となります。 

 

 

１５．アプリケーション設定 
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注文画面のティック表示 
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「有効にすると注文画面にティックを 

 表示します」にチェックを入れると、 

 注文画面にティックが表示されます。  

 チェックを外すとティックは表示されません。 

 

「ＯＫ」をクリックすると、 

 本設定が有効になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５．アプリケーション設定 

注文画面にティックを「表示/非表示」を設定することができます。 

※ティックを表示している注文画面 

※ティックを表示しない注文画面 
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注文結果の表示 

68 

 

 

 

「有効にすると注文結果のメッセージを 

 表示します」にチェックを入れると、 

 発注後の注文結果のメッセージを 

 表示します。 

 チェックを外すと表示されません。 

 

「ＯＫ」をクリックすると、本設定が有効に 

   なります。 

 

 

 

 

 

確認画面 

「注文結果のメッセージを非表示にします。 

 よろしいですか？」で「はい」を 

 クリックすると、注文結果のメッセージが 

 非表示となる設定が有効になります。 

 注文結果のポップアップメッセージが 

 表示されなくなるため、必ず取引履歴 

 もしくはポジション画面、注文状況画面で 

 内容をご確認ください。 

１５．アプリケーション設定 

注文結果の「表示/非表示」を設定することができます。 
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注文後の注文画面 
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「有効にすると注文後に注文画面を閉じないで
残します」にチェックを入れると、注文後に 
注文画面が自動的に閉じませんが、チェックを
外すと自動的に閉じます。 

 

 

 

「ＯＫ」をクリックすると、本設定が有効 

  になります。 

１５．アプリケーション設定 

注文後に注文画面を「閉じる/閉じない」を設定することができます。 
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リミットマインダー 
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「アプリケーション設定」画面において、
「基本設定」の「リミットマインダー」を  

 選択します。 

 

「追加」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

「通貨ペア」項目から、任意の通貨ペアを
選択します。 

１５．アプリケーション設定 

登録した通貨ペアのレートがあらかじめ設定した基準値（上限値または下限値）に 

             到達した場合に、ポップアップウィンドウとサウンドで通知する機能です。 
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リミットマインダー 
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「上限値」の項目をダブルクリックすると、 

 任意の上限値レートを入力することができます。 

 

 

「下限値」の項目をダブルクリックすると、 

 任意の下限値レートを入力することができます。 

 

※上限値、下限値どちらか一方、あるいは両方を設定
することができます。 

 

レートが設定した基準値に到達した場合、ポップアッ
プウィンドウとサウンドで通知します。 

 

※「リミットマインダー」の通知サウンドは 

  任意に変更できます。 

 操作マニュアルの【アプリケーション設定】 

 「基本注文設定／サウンド設定」をご参照ください。 
 
 

※「リミットマインダー」に関する注意点 

 

・上限値では「プライスが明確に上抜けした時点」を  

 把握するためにBID値をトリガーとして用い、 

 下限値では「プライスが明確に下抜けした時点」を 

 把握するためにOFFER値をトリガーとして用いて、
「リミットマインダー」の通知を行います。 

 

・ ｢リミットマインダー｣で設定した基準値 

 （上限値・下限値）は、一度通知完了すると 

  自動的にクリアされます。 

１５．アプリケーション設定 
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サウンド設定 
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「アプリケーション設定」画面において、 

「基本設定」の「サウンド設定」を選択します。 

 

「ファイル」欄右端の「... 」の部分を 

 クリックします。 

 

 

 

 

 

 

「ファイルを開く」画面が表示されます。 

 

  任意のサウンドファイルを選択します。 

 

「サウンド設定」の「再生」をクリックして、 

 音声を確認することができます。 

 

※PrimeNavigatorの「data」フォルダには、 

 あらかじめ何種類かの音声をご用意しています。 

 お好みに合わせてご選択ください。 

１５．アプリケーション設定 

PrimeNavigatorのそれぞれのアクションに対し、任意のサウンドを設定できます。 
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色とフォント 
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PrimeNavigatorの画面全体のカラーセットを 

デフォルト、ブラック、チョコレート、ハーフ、スノー、サクラ 

の６色から選べます。 

 

＜表示設定＞の＜カラーセット＞より、任意のカラーセットを 

選択します。 

 

「ＯＫ」をクリックすると、本設定が有効となります。 

 

１５．アプリケーション設定 

＜デフォルト＞               ＜ブラック＞                ＜チョコレート＞ 

＜ハーフ＞                 ＜スノー＞                 ＜サクラ＞ 
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ティッカー表示 

74 

 

「ティッカーを利用する」にチェックを入れるとティッカーが表示されます。チェックを外すとティッカーは表示されません。 

「ＯＫ」をクリックすると、本設定が有効になります。 

 

表示位置： 

ティッカーが表示される位置を変更することができます。 

 

「上」にチェックを入れると画面上部にティッカーが表示されます。 

「下」にチェックを入れると画面下部にティッカーが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックすると、本設定が有効になります。 

 

表示速度： 

ティッカーに表示されるレート等の表示速度を変更できます。 

表示速度を「速い」・「普通」・「遅い」から選択することができます。 

「ＯＫ」をクリックすると、本設定が有効になります。 

 

１５．アプリケーション設定 

ニュース・ティッカーの「表示/非表示」を設定することができます。 
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ティッカー表示 
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表示ニュース： 

ニュースヘッドラインまたはティッカーに表示したい
ニュース配信元にチェックを入れると表示できます。 

また、チェックを外したニュース配信元は各項目に 

表示されません。 

 

「全選択」をクリックすると、全てのニュース配信元に
チェックを入れた状態となります。 

「全解除」をクリックすると、全てのニュース配信元の
チェックが外ずれた状態となります。 

 

 

表示通貨ペア： 

ティッカーに表示する通貨ペアを選択することができます。 

 

ティッカーに表示したい通貨ペアにチェックを入れると 

表示できます。 

また、チェックを外した通貨ペアはティッカーに表示され
ません。 

 

「全選択」をクリックすると、全ての通貨ペアにチェック
を入れた状態となります。 

 

「全解除」をクリックすると、全ての通貨ペアのチェック
が外れた状態となります。 

１５．アプリケーション設定 
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通貨ペア/ニュース 
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通貨ペア 

 

ティッカーに表示されている通貨ペアのレート変動時には、
黄色で表示されます。 

 

 

ティッカーに表示されている通貨ペアを 

ダブルクリックすると、注文画面を表示できます。 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース 

 

ニュースは緑色で表示されます。 
 

 

 

 

ティッカーに表示されているニュースをダブルクリック 

すると、ニュース詳細を表示できます。 

１５．アプリケーション設定 

ダブルクリック 

ダブルクリック 
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メッセージ確認表示/時計表示 
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メッセージ確認表示 

 

各種確認メッセージの表示／非表示の設定を行うことができます。 
 
「アプリケーション設定」画面において、 
「表示設定」の「メッセージ確認表示」を選択します。 
 
 
確認メッセージを表示させたい場合は、表示させたいメッセージの
「確認」にチェックを入れてください。 
チェックを外すと、確認メッセージは表示されません。 

 

 

時計表示 

 

PrimeNavigatorの画面右上に表示される、 

「東京（TK）」「ロンドン（LN）」「ニューヨーク（NY）」の 

 時計表示を設定できます。 

 

「アプリケーション設定」画面において、 

「表示設定」の「時計表示」を選択します。 

 

 時計を表示したい都市にチェックを入れます。 

 

 

 秒単位で時計を表示する場合は「秒表示」にチェックを入れます。  

 

※時計表示に関する注意点 

 時計に表示される時刻は、お客様がお使いのコンピュータ・ 

 内蔵時計の日時をベースに表示されます。 

 時計を正確に表示するにはお使いのコンピュータ・内蔵時計が 

 東京時間に正しく設定されていることが必要です。 

 

１５．アプリケーション設定 
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ネットワーク設定 
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お客様のネットワーク環境に合わせ、ネットワークの設定を 

行う機能です。 

インターネットをプロキシ経由でご利用されているお客様は、 

こちらでプロキシを設定することができます。 

 
通常は【「Internet Explorer」の設定を使用する】で 
問題なく動作します。 
 
【プロキシを手動で設定する】にチェックを入れると、 
お客様ご自身でプロキシを設定することができます。 
 
 
※ネットワーク設定に関する注意点 
 
ネットワークの設定を変更した場合、PrimeNavigatorを 
再起動する必要があります。 
お手数ですが、一旦 PrimeNavigatorを終了し、 
再度ログインしてください。 
 
 
 
PrimeNavigatorは、すべてのネットワーク環境での動作を 
保証しているわけではありません。 
お客様がご利用されているネットワークの詳細につきましては、
ネットワーク管理者、またはインターネットプロバイダ等に 
お問い合わせください。 
 
操作マニュアルの【PrimeNavigatorご利用上の注意事項】
「ネットワークエラーに関して」もご参照ください。 

１５．アプリケーション設定 
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チャートからの新規注文方法 

 

チャート上で右クリックをします。 

 

表示されるメニューの[新規注文]から、 

注文種類を選択します。 

新規注文は下記3つの方法で行えます。 

注文方法詳細は、新規注文ページをご参照ください。 

 

［新規注文の種類］ 
・成行 
・指値注文 
・逆指値注文 
・イフダン注文  

 

 

 

 

チャートからの決済方法 

 

ポジションライン・ボックス上で 
・ダブルクリック →「決済注文画面（成行）」が 

 表示されます。 
・右クリック → 表示されるメニューから、 

         注文種類を選択します。 
→選択した注文種類の「決済注文画面」が表示されます。 

新規注文 ／ 決済注文 １６．チャート発注 

79 
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チャートからの注文訂正方法  

 

注文ライン・ボックス上で 
・ダブルクリック →「注文訂正画面」が表示されます。 
・右クリック → 表示されるメニューから 

 「注文訂正」を選択 →注文訂正画面が表示されます。 

 

 

注文ラインを訂正したい数値までドラッグします。 
→「注文訂正画面」が表示されます。 
（ドラッグした場所の値が訂正後の数値に入力されています） 

 

 

 

 

 

チャートからの注文取消方法 

 

注文ライン・ボックス上で 
・右クリック → 表示されるメニューから 

       「注文取消」を選択します。 

 

「注文取消確認」画面が表示されます。 
取消内容が正しければ「取消」をクリックします。 
注文の取消を取りやめる場合には 

「キャンセル」をクリックします。  

 

 

 

注文訂正 ／ 注文取消 １６．チャート発注 

80 
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メニューバーの「チャート」をクリックします。 

 

「チャート設定」を選択します。 

 

「チャート設定」画面が表示されます。 

 

 

「注文ライン設定」をクリックします。 
「注文ライン設定」では下記の項目を設定できます。 
 
・注文ライン 
・ポジションライン 

 
 
※現在値ラインにつきましては 

 色・ラインともに設定できません。 

 何卒ご了承ください。 

 

 

注文ライン表示設定 １６．チャート発注 
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注文ライン表示の設定を変更することができます。 
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強制決済対象通知 
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強制決済対象通知（不足額対象者通知） 

 

ニューヨーク時間17時（日本時間午前7時・夏時間の期間は日本時間午前6時）に 

時価評価総額(*1)が使用中保証金(*2)を下回った場合（維持率が100％以下） 、 

不足額が発生し、左記の画面が表示されます。  
 
(*1)時価評価総額：取引口座残高＋評価損益－未払手数料 
(*2)使用中保証金：保有ポジションと未約定の新規注文の保証金の合計額 
 
日本時間23時55分までに不足額が解消されない場合、お客様の未約定の新規注文は 

強制的に取消され、お客様が保有する全てのポジションが日本時間0時に反対売買により
順次強制的に決済されます。 

強制決済時刻までに相場が好転し、お客様の時価評価総額が使用中保証金を 

上回ったとしても、不足額が解消されることはありませんのでご注意ください。 

 

 

【不足額の解消方法】 

①不足額を入金する 
②未約定の新規注文の一部又は全部の取消（未約定の新規注文がある場合）  
③保有ポジションの一部または全部を決済する 

 

 

強制決済対象通知（不足額対象者通知）の呼出 

 

ログイン時に表示された”強制決済対象通知（不足額対象者通知）”を閉じた場合は、 

ツールバーの右側にある”強制決済対象通知（不足額対象者通知）”ボタンから 

再度呼び出すことが可能です。 

 

※不足額が解消されている場合には、 

 ”強制決済対象通知（不足額対象者通知）”ボタンは表示されません。 

 

 

１７．強制決済 
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強制決済解消方法 
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１．不足額を入金する 

 
不足額以上の金額をご入金いただくことにより、 

不足額を解消することができます。 

※お客様が日本時間23時55分までに入金手続を行った場合でも、 

 当社で入金を確認できるまでは確定した不足額は解消されませんので 

 ご注意ください。 

 

 

 

２．未約定の新規注文の一部又は全部の取消 

（未約定の新規注文がある場合） 

 
お客様が未約定の新規注文を保有されている場合、お客様自身で 

当該注文の一部又は全部を取消すことにより法定預託金が 

減少しますので、その金額を不足額の解消に充当することができます。 

※但し、未約定の新規注文の取消ができるのは日本時間23時55分までです。 

（日本時間23時55分に強制取消が行われます。） 

 

 

３．保有ポジションの一部または全部を決済する 

 
お客様自身で未決済ポジションの一部又は全部を決済することにより、 

当該ポジションの法定預託金が減少しますので、その金額を不足額の 

解消に充当することができます。 

 

 

 

１７．強制決済 
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契約締結前交付書面の確認 
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契約締結前交付書面の確認 

 

当社はお客様に契約締結前交付書面を1年に1度交付し、内容を 

ご確認いただくことが、金融商品取引法により義務付けられています。 
 
契約締結前交付書面に同意をいただいていない場合、 

ログイン後に左記の同意画面が表示されますので、 

書面内容を確認し同意手続きをしてください。 

 
 
※「Google Chrome」では、PDFファイルを展開しても 

同意ボタンが有効とならない場合があります。この場合は、
「Internet Explorer」または「Fire Fox」よりお手続きください。 

 

 

1.書面の名称部分をクリックすると、PDFファイルが展開します。 
※PDFファイルが展開しない場合は、 

 Adobe Readerをダウンロードされていない可能性があります。 
  →アドビリーダーのダウンロード 

  (アドビ社のページに遷移します)  
 
 
2.未確認の書面を全てご確認いただきますと、画面下部の 

「書面内容を理解し、同意します」というボタン 

 (以下同意ボタン)がクリック出来る状態になります。 
 
 
3.同意ボタンをクリックしていただきますと、取引画面に遷移します。 

１８．その他 

http://get.adobe.com/jp/reader/

