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1-1. メインメニュー

1-2. 詳細メニュー（通知設定 /マーケット情報メニュー表示）

タップでメインメニュー
表示 / 非表示

詳細メニュー（マーケット情報）

為替レート一覧 / チャート / ニュース一覧のタップで
それぞれの各画面を表示

詳細メニュー（通知設定）

経済指標通知 / レート通知 / 急変動通知 / 売買シグナル通知
のタップでそれぞれの各画面を表示

通知設定 / FXアプリ起動 / 連携設定 / マーケット情報 /

操作ガイド・利用規約のタップでトーク上に詳細メ
ニュー表示 / アプリ起動 / 各画面表示
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口座開設のタップで口座開設画面表示



1-3. 詳細メニュー（操作ガイド・利用規約メニュー表示）

詳細メニュー（操作ガイド・利用規約）

操作ガイド / 利用規約/ディスクレーマーのタップで
それぞれの画面を表示（操作ガイドはPDF表示）

4

1-4. FXアプリの起動

タップで FXアプリスピード注文画面へ遷移

キーボードから「注文」を入力して送信することで
トーク上にFXアプリスピード注文画面へのリンクを表示しま
す。



2. 為替レート一覧

チャートのタップでチャート画面を表示

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

タップでトーク画面に戻る

注文のタップでFXアプリスピード注文画面へ遷移
（iOSのみの機能になります。）

3. チャート

ピンチアウト / インでチャート拡大 / 縮小表示

ドラッグでチャート左右スクロール

タップでトーク画面に戻る

タップで通貨ペアリストを表示して切替

タップで設定リストを表示して各種設定変更

タップで足種リストを表示して足種切替

任意のTabのタップでTab設定内容をチャート表示

タップ / 長押しで隠れているTabを表示

タップでチャートTabの追加

FXアプリスピード注文画面へ遷移
（iOSのみの機能になります。）
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※チャートを閉じた時の設定が次回起動時のチャート設定
になります。
※チャートの詳しい操作方法はFXトレーダー・プラスの
操作ガイドを参照してください。 5



4-1. ニュース一覧

タップ➝ピッカー（iOS）/ リスト（Android）を
表示してニュースカテゴリーを選択表示

タップでトーク画面に戻る

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

ニュースヘッドラインのタップでニュース本文表
示

ドラッグで上下スクロール

4-2. ニュース本文

ニュース本文タップでニュース一覧に戻る

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

タップでニュース一覧に戻る

タップでトーク画面に戻る

ドラッグで上下スクロール
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※画面表示中は60秒間隔の自動更新



5-1. 経済指標一覧

タップで経済指標登録画面を表示

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

5-2. 経済指標通知登録

ドラッグで上下スクロール

タップでトーク画面に戻る
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タップで現在チャートを表示

※画面表示中は60秒間隔の自動更新

発表済指標は薄い白字で表示

タップで選択した条件の経済指標を通知登録する
※連携設定をしていないと「連携未設定エラー」が表示
されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してくだ
さい。

タップで経済指標一覧画面に戻る

チェックで通知タイミングを指定
発表前（15分前） / 発表後両方の指定も可能

チェックで重要度を指定、複数指定も可能

チェックで指標発表国を指定、複数指定も可能

通知対象の経済指標は通知マークを表示

タップでトーク画面に戻る

一括で指標発表国を指定 / 解除できます。
すべてON： タップですべてのチェック on

すべてOFF：タップですべてのチェック off



5-3. 現在チャート

5-4. 発表時チャート

タップで経済指標一覧に戻る

発表時チャート

すでに発表された指標の発表前 5分から発表後 30分間の1分
足チャートです。
指標発表前後の価格推移が確認できます。

タップで発表時チャートを表示

タップで経済指標一覧に戻る

タップで現在チャートを表示

指標発表内容を表示

タップでトーク画面に戻る

タップで FXアプリスピード注文画面へ遷移
（iOSのみの機能になります。）
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※発表時チャートは自動更新しません。

タップでトーク画面に戻る

タップで FXアプリスピード注文画面へ遷移
（iOSのみの機能になります。）



5-5. 経済指標（発表前 / 発表後通知）

タップで現在チャートを表示

トーク画面に指定した経済指標の発表前 / 発表後通知
表示
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タップでFXアプリスピード注文画面へ遷移

タップで経済指標一覧を表示



6-1. レート通知（価格通知設定）

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

ドラッグで上下スクロール

タップ➝ピッカー（iOS）/ リスト（Android）を
表示して通貨ペアを指定

入力項目はタップでキーボード表示して
通知を受ける価格を入力

タップで通知登録完了
※連携設定をしていないと「連携未設定エラー」が
表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してください。

定刻通知設定画面表示

画面を再度開いた時に、すでにレート通知が
なされている設定項に「済」が表示されます。

通知回数

1回の設定で1回のレート通知を行います。
※繰り返しのレート通知は行いません。

最大10個の通知設定が可能です。

タップでトーク画面に戻る
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指定通貨ペアのBid値表示（自動更新）



6-2. レート通知（価格通知）
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タップでチャートを表示

トーク画面に指定した価格の条件に達し
たときの通貨ペアの情報を通知

タップでFX アプリスピード注文画面へ遷移



6-3. レート通知（定刻通知設定）

チェック on で通知時間指定

チェック on で通知を受ける通貨ペア指定

タップで価格設定画面表示

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

タップで通知登録
※連携設定をしていないと「連携未設定エラー」が
表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してくだ
さい。

※通知しないにチェックをしている場合、
通知は行われません。

タップでトーク画面に戻る
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6-4. レート通知（定刻通知）
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タップでチャートを表示
※チャートリンクは3 リンクまでになります。

トーク画面に指定した通貨ペア価格の定刻通知表示

タップでFXアプリスピード注文画面へ遷移



タップでトーク画面に戻る

7-1. 急変動通知（設定）

チェック on で通知を受ける通貨ペア指定

タップで通知登録
※連携設定をしていないと「連携未設定エラー」が
表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してください。
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すべてON： タップですべてのチェック on

すべてOFF：タップですべてのチェック off

7-2. 急変動通知

トーク画面に指定した通貨ペアの
価格急変動通知を表示

タップでチャートを表示

タップでFXアプリスピード注文画面へ遷移
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8-1. 売買シグナル（ストラテジー）について

ストラテジーはテクニカル指標を使用した売買手法です。
チャート上にテクニカル指標を描画して売買するタイミングを判断します。

■サービスでは7種類のテクニカル指標を使用したストラテジーを提供します。
・移動平均線
・一目均衡表
・ボリンジャーバンド
・MACD

・RSI

・RCI

・DMI

■ストラテジーは以下の通貨ペア / チャート足種 / 取引種別/ 利食い・損切りごとに利用できます。

通貨ペア ：ドル円 / ユーロ円 / ポンド円 / 豪ドル円/トルコリラ円（5通貨ペア）
足種 ： 1時間 / 4時間（2足種）
取引種別 ：買/売
利食い・損切り： 20pips / 50pips

■ストラテジーのバックテスト（シミュレーション）期間

1時間足 2000本（約4ヵ月）
4時間足 500本（約4ヵ月）

注意事項

・新規取引の売買シグナルのみLINEで通知します。

・決済取引はストラテジーによって利食い価格および損切り価格を20pipsまたは50pipsで
シミュレーションしています。

・売買シグナルの発生は使用しているローソク足種が確定したタイミング（次の始値配
信時）に判定します。

・日や週の変わり目等マーケットが閉まる時に売買シグナルが発生した場合は、次に
マーケットが開いて始値が配信された時に売買シグナルを通知します。

・シミュレーションでは新規取引の売買シグナルが発生してポジションを保有した状
態になると、決済するまで次のポジションは持ちません。



8-2. ストラテジー一覧

タップでストラテジー検索画面を表示

タップでトーク画面を表示

右方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)

タップでストラテジー詳細画面を表示

タップで登録一覧を表示

ドラッグで上下スクロール

チェック on / off  で通知 on / off
※チェック on時、連携設定をしていないと「連携未設定
エラー」が表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してくださ
い。
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ご利用頂けるストラテジーの一覧を表示する画面です。直近約4カ月間のシミュレーションの累積
損益が大きい順に表示しています。
この画面に表示しているシミュレーションの成績は原則毎週土曜日の午前8時頃に更新します。

※個別のストラテジーをタップした後のストラテジー詳細画面ではその時点での最新のシミュレー
ション結果を確認できます。



8-3. ストラテジー詳細

タップでチャート（売買条件表示）表示

タップでトーク画面を表示

タップでストラテジー詳細表示

チェック on / off で通知 on / off ※（下記参照）

・ストラテジーのバックテスト（シミュレーショ
ン）期間の損益チャート表示
・白ライン（チャート色設定でのラインチャート
で設定した色）が実現損益、赤 / 青ラインは
実現損益にそれぞれ買 / 売ポジションの評価
損益を加えたものを表示
・ピンチアウト / インで損益チャートの拡大 / 縮小
表示
・ドラッグでチャートのスクロール

ストラテジー名 / 通貨ペア / 足種 / バックテスト
（シミュレーション）期間を表示

ストラテジー / ストラテジーで使用しているテクニ
カル指標の説明表示

ストラテジーの損益分析結果表示

タップでシグナル発生条件表示 / 非表示

ドラッグで上下スクロール

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)
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注文のタップでFXアプリスピード注文画面へ遷移
（iOSのみの機能になります。）

※チェック on時、連携設定をしていないと「連携未設定
エラー」が表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してくだ
さい。



8-4. チャート（売買条件表示）
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タップでストラテジー詳細画面を表示

タップで FXアプリスピード注文画面へ遷移
（iOSのみの機能になります。）

タップでトーク画面に戻る

チェックでストラテジーが使用したテクニカル指標を
売買別にチャート上表示

売買ポイント表示
▲買いポイント
▼売りポイント

タップでストラテジー一覧画面を表示

チェック on / off で通知 on / off 
※チェック on時連携設定をしていないと「連携未設定エ
ラー」が表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してくださ
い。



9-5. ストラテジー検索

タップでトーク画面を表示

通貨ペア /  足種 / 取引種別 / 決済回数から検索
（絞り込み）条件を指定します。

ストラテジー検索

ストラテジーの条件を指定することで投資目的に合ったスト
ラテジーを検索する（絞り込む）ことです。

タップでテクニカル指標を表示 / 非表示にします。
※テクニカル指標による検索を行わない時は必ず
非表示にしてください。

チェックon でストラテジーが使用している
テクニカル指標を指定して検索（絞り込み）条件を
指定します。
複数のテクニカル指標を指定することもできます。

最後にタップで検索（絞り込み）結果を
ストラテジー一覧画面に表示

損益分析結果各項目のチェックon で検索
（絞り込み）条件を指定します。

タップで損益分析による絞込み画面を表示 / 非表示
にします。

※損益分析による検索を行わない時は必ず非表示
にしてください。

ドラッグで上下スクロール

下方向スワイプでトーク画面を表示（iOSのみ)
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タップで売買シグナル（ストラテジー）一覧画面
表示



9-6. 登録一覧

タップでトーク画面を表示

タップでストラテジー詳細表示

タップでストラテジー検索画面を表示

タップでストラテジー一覧を表示

登録一覧

通知登録されているストラテジーの一覧です。
通知チェック on / offで通知の再設定ができます。

9-7. 売買シグナル通知

トーク画面に指定したストラテジーの売買シグナル
を表示
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ドラッグで上下スクロール

タップでチャート（売買条件表示）を表示

タップで FXアプリスピード注文画面へ遷移

チェック on / off で通知 on / off 
※チェック on時連携設定をしていないと「連携未設定エ
ラー」が表示されますので連携設定を行ってください

※連携設定については「9-2. 連携設定」を参照してくださ
い。



9-1. FXトレーダー・プラスと設定情報共有
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連携設定のタップでトーク上にメニュー表示

連携設定画面のタップで連携設定画面表示

FX トレーダー・プラスで設定してLINEで利用可能な設定情
報

1. 経済指標通知設定
2. レート通知設定
3. 急変通知設定
4. 売買シグナル通知設定
※上記通知設定は FX トレーダープラスで通知設定しLINE

で通知を受けることが可能

FX トレーダー・プラスLINE両方で設定、利用可能な設定情
報

1. テクニカル指標設定情報（タイプ / テクニカル指標 / 比
較 / スプレッド設定情報）

2. 1 x 1レイアウト設定情報（チャート設定情報）
・FXトレーダープラス=1 x 1 レイアウト保存時
の設定情報

・LINE = チャートを閉じた時の設定情報
3. チャートTab設定情報
4. 各通貨ペアごとの取引数量 / スリッページ幅 / 益出し幅 /

損切り幅
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9-2. 連携設定画面

ログインID / パスワード入力後に「設定する」の
タップで連携設定完了

連携設定を行うことで以下の機能を利用いただけます。

・マーケットの急変動や重要指標の発表時にあわせてLINE

で通知の受け取り

・松井証券の無料情報ツール「FXトレーダー・プラス」と
チャートや注文画面の設定共有



10-1. FXトレーダー・プラス各種通知設定画面

10-2. 連携設定画面で連携設定完了後に松井証券FX会員画面からFXトレーダー・プラスを起動し
ます。

① LINE アイコンをクリックします。

② LINE通知設定画面がポップアップ表示しますので通知を設定 / 変更する項目をクリックします。

③通知設定画面が表示されます。通知の設定 /変更方法はLINEと同じです。

①
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②③


